
月 区分 行 事 名 期　　間 費用

展示 錦かんざしと古典園芸展    ４/   ４(土)～   ４/   ５(日) 無料 野生蘭会

展示 フラワーデザイン展    ４/１１(土)～   ４/１２(日) 無料 アートサロン花

講座 木のスプーンづくり    ４/１２(日)10:00～12:00 500円 チサ製作所 平山　智沙

展示 竹工芸展    ４/１７(金)～   ４/１９(日) 無料 大田原竹芸研究会

展示 春の山野草展　～春のめぶき～    ４/２４(金)～   ４/２６(日) 無料 山野草めぶき会

展示 盆栽展    ５/   １(金)～   ５/   ３(日) 無料 栃木県那須五葉松保存会

展示 山野草展    ５/   ４(月)～   ５/   ６(水) 無料

展示 さくらそう展    ５/   ４(月)～   ５/   ６(水) 無料

講座 山野草をたのしむ    ５/   ５(火)10:00～12:00 2,500円 那須山の花 吉田　幸未

展示 華道展    ５/   ９(土)～   ５/１０(日) 無料 みどりの会

催物 春のお茶会    ５/１０(日) 無料 西那須野地区文化協会茶道部 尾坂芙美子

展示
友の会春の展示会(山野草、盆栽、小品盆栽等)
グリーンバザール

   ５/１５(金)～   ５/１７(日) 無料 緑の相談所友の会県北支部

講座 種から育てるこだわり野菜教室    ５/１６(土)10:00～12:00 500円 元緑の相談員　 横田　一郎

講座 盆栽Ｑ＆Ａ講座    ５/１７(日)10:00～12:00 無料 日本盆栽協会那須支部 藤原　和夫

展示 さつき祭り合同展　    ５/２２(金)～   ５/２４(日) 無料
日本皐月協会那須支部
栃木県皐月会なすの支部

展示 ギボウシ展    ５/２９(金)～   ５/３１(日) 無料

展示 山野草展    ６/   ５(金)～   ６/   ７(日) 無料 花芽の会

展示 斑入り植物展    ６/１２(金)～   ６/１４(日) 無料

講座 植木鉢づくり    ６/１３(土)10:00～12:00 2,500円 陶芸家　 溝口　　丈

展示 初夏の山野草展    ６/１９(金)～   ６/２１(日) 無料 那須塩原市黒磯山草会

講座 苔テラリウムづくり    ６/２０(土)10:00～12:00 1,800円 苔や 荒井　正樹

展示 水彩画・植物画展    ６/２５(木)～   ６/２９(月) 無料 セピアの会・彩瀞会

講座 ツバキの育て方    ６/２８(日)10:00～12:00 無料 日本椿協会那須支部 蓮實　一男

展示 ウチョウラン席飾り展    ７/   ３(金)～   ７/   ５(日) 無料

講座 山野草の石付け及び草玉づくり    ７/   ５(日)10:00～12:00 3,500円 那須山の花　　　 　　　　　　　　　　　　　　　吉田　一雄

展示 夏季盆栽展    ７/１０(金)～   ７/１２(日) 無料 大田原盆栽勉強会

講座 アジサイの剪定    ７/１２(日)10:00～12:00 無料 樹木医 蓮實　一男

展示 英国の野鳥木版画展    ７/１５(水)～   ７/２６(日) 無料 県民の森管理事務所

講座 生きもの観察教室    ７/１８(土)10:00～12:00 800円 塩原野生動物研究会 君島　章男

展示 世界の昆虫展    ７/３１(金)～   ８/   ２(日) 無料 那須昆虫ワールド

講座 昆虫標本づくり    ８/   １(土)10:00～12:00 500円 那須昆虫ワールド 内野みさ子

展示 水土里ネット那須野ヶ原企画展　    ８/   ６(木)～   ８/   ９(日) 無料 那須野ヶ原土地改良区連合

講座 子ども草木染教室    ８/   ８(土)   9:00～12:00 材料費実費 卯の花会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邊セツ子

展示 水が拓く緑の夢空間那須野写真展    ８/１２(水)～   ８/１９(水) 無料

展示 夏の山野草展(食虫植物を含む)    ８/２１(金)～   ８/２３(日) 無料

講座 苔玉教室    ８/２３(日)10:00～12:00 500円 那須山の花 吉田　幸未

展示 草木染作品展　    ８/２９(土)～   ９/   ６(日) 無料

講座 草木染    ８/３０(日)   9:00～12:00 材料費実費 卯の花会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡邊セツ子

展示 秋の山草と斑入り植物展    ９/１１(金)～   ９/１３(日) 無料

講座 秋の山野草の寄せ植えづくり    ９/１３(日)10:00～12:00 3,000円 那須山の花 吉田　一雄

展示 ハーダンガー刺しゅう展    ９/１９(土)～   ９/２２(火) 無料

展示 高等学校生花美術展    ９/２６(土)～   ９/２７(日) 無料 栃木県高等学校文化連盟

那須蘭友会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

県北ギボウシ愛好会　　　　　　　　　　　　

花芽の会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

那須さくらそう会　　　　　　　　　　　　　　　

那須斑入り植物愛好会　　　　　　　　　　

那須斑入り植物愛好会　　　　　　　　　 　

卯の花会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山野草友の会　　　　　　　　　　　　　　　　

グー・クラフト　ノルベジアン　アトリエ織～布

那須野が原西部田園空間博物館運営協議会
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月 区分 行 事 名 期　　間 費用

展示 趣味の展示会 １０/   ２(金)～１０/   ４(日) 無料 趣味の展示会実行委員会

講座 フラワーアレンジ教室 １０/   ４(日)10:00～12:00 1,000円 アートサロン花 手塚　洋子

展示 友の会秋の展示会(山野草、盆栽、小品盆栽等) １０/   ９(金)～１０/１１(日) 無料 緑の相談所友の会県北支部

展示 秋の山野草展 １０/１６(金)～１０/１８(日) 無料 那須塩原市黒磯山草会

展示 錦かんざしと古典園芸展 １０/２４(土)～１０/２５(日) 無料 野生蘭会

講座 ハンギングバスケット教室 １０/２４(土)10:00～12:00 3,000円 ハンギングバスケット協会 高根沢広美

展示 絵手紙展 １０/３１(土)～１１/   ３(火) 無料

展示 第１８回栃木花蓮写真展 １１/   ５(木)～１１/１１(水) 無料 宇都宮城跡蓮池再生検討委員会

講座 蓮の染色 １１/   ７(土)10:00～12:00 材料費実費 宇都宮城跡蓮池再生検討委員会 印南　洋造

展示 栃木県北合同皐月秋季展 １１/１３(金)～１１/１５(日) 無料

講座 竹工芸 １１/１３(金)9:30～15:30 材料費実費 八木澤竹芸 八木澤　正

展示 花いちえの会華道展 １１/２１(土)～１１/２３(月) 無料 花いちえの会　

講座 庭木の園芸相談 １１/２２(日)10:00～12:00 無料 樹木医 蓮實　一男

展示 水墨画展 １１/２６(木)～１１/２９(日) 無料 三峰会　　　　　　　

展示 水石展 １２/   ４(金)～１２/   ６(日) 無料 那須塩原愛石会

講座 クリスマスリースづくり １２/   ５(土)10:00～ 13:30～ 700円 緑の相談員

展示 冬季盆栽展 １２/１１(金)～１２/１３(日) 無料 冬季盆栽実行委員会

展示 那須地区芸術祭盆栽展 １２/１８(金)～１２/２０(日) 無料 那須地区文化協会

講座
ミニ門松づくり(高さ約60㎝)
※昨年度参加された方のお申込みは
　ご遠慮ください。

１２/１９(土)10:00～12:00 2,000円 緑の相談員

展示 友の会写真展 １２/２２(火)～   １/１３(水) 無料 緑の相談所友の会県北支部

展示 慶寿吉祥の植物達と山野草展    １/１５(金)～   １/１７(日) 無料 山野草好友会

講座 果樹の育て方    １/１７(日)10:00～12:00 無料 果樹アドバイザー 小島　耕一

展示 日光彫り展    １/２２(金)～   １/２４(日) 無料

体 験
講 座 日光彫り体験講座    １/２２(金)～   １/２４(日) 1,500円 西那須野日光彫クラブ

展示 水が拓く緑の夢空間那須野絵画展    １/２７(水)～   ２/   ２(火) 無料

講座 冬バラの剪定    １/３１(日)10:00～12:00 無料 樹木医 蓮實　一男

展示 第４３回小学生公園絵画入賞作品展    ２/   ４(木)～   ２/   ８(月) 無料 栃木県公園事務所

展示 那須連峰の花写真展    ２/１０(水)～   ２/１６(火) 無料 写真家 小林　　隆

展示 みんなのつるし飾り展    ２/１９(金)～   ２/２４(水) 無料 つるし飾りの会

講座 さくらそうの鉢づくり    ２/２１(日)10:00～12:00 1,000円 那須さくらそう会 細川　　克

展示 第１１回那須野が原名品盆栽展    ２/２６(金)～   ２/２８(日) 無料

展示 雪割草展    ３/   ５(金)～   ３/   ７(日) 無料 雪割草絆の会

講座 かんたん面白「キノコ」栽培    ３/   ７(日)10:00～12:00 1,000円 キノコアドバイザー 横田　一郎

展示 水彩画展    ３/１２(金)～   ３/１４(日) 無料 みず絵の会

講座 山野草の育て方    ３/１４(日)10:00～12:00 500円 元栃木県環境森林部 片浦　康法

展示 ボケ（放春花）と盆栽展    ３/２６(金)～   ３/２８(日) 無料 県北ボケ協会

◎講座は予約が必要です。体験講座は当日受付です。

◎講座予約は、直接窓口・お電話・ホームページで
　開催日の１か月前から受付いたします。

絵手紙愛好会　　　　　　　　　　　　　　　　

那須野が原名品盆栽展実行委員会

栃木県北合同皐月展実行委員会

Ｒ
３
/
２
月

主催団体・講師名
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Ｒ
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1
月

那須野が原西部田園空間博物館運営協議会

西那須野日光彫クラブ　　　　　　　　　　　　　

◎行事予定は予告なく変更になる場合があります。

◎相談所の利用時間は、９：００～１７：００です。

Ｒ
３
/
３
月

那須野が原公園 緑の相談所

TEL 0287-36-1220（代）

FAX 0287-36-5781

お問合せ

〒３２９－２７４７
栃木県那須塩原市千本松801-3


