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●楽しい菊づくり（盆栽①）
4月7日（土） 午前10時～12時
初心者を対象に、キクの苗づくり
から開花までの栽培管理の方法
を体系的に学びます。盆栽仕立
ての菊づくりを学ぶ3回講座の第
１回です。
定員30名。受講料無料。
（栃木県掬粋会　中村透さん）

●マツの手入れ入門
4月15日（日） 午前10時～12時
マツの手入れの年間作業を実演
を通して学びます。
定員30名。受講料無料。
（栃木県造園建設業協同組合  
樹木医　斎藤健寿さん）

●夏野菜の基本の育て方
4月21日（土） 午前10時～12時
ミニトマト、ナスなどの果菜類を中
心に夏野菜の育て方を実演を交
えて学びます。
定員30名。受講料無料。
（千葉大学環境健康フィールド科学
センター　北条雅章さん）

●春の草花で寄せ植え作り
4月28日（土） 午前10時～12時
春らしいパステルカラーの寄せ植
えを作ります。
定員30名。教材費2,000円。
（緑の相談員）

●楽しい菊づくり（盆養①）
5月5日（土） 午前10時～12時
初心者を対象に、キクの苗づくり
から開花までの栽培管理の方法
を体系的に学びます。盆養仕立
ての菊づくりを学ぶ3回講座の第
1回です。
定員30名。受講料無料。
（栃木県掬粋会  手塚茂男さん）

●ハーブ石けんを作ろう
5月13日（日） 午前10時～12時
親子でも楽しくできるハーブの石
けん作りです。
定員30名。教材費500円。
（ラッピング協会講師　高橋純美子さん）

●山野草の上手な育て方
5月20日（日） 午前10時～12時
山野草の育て方の学習と寄せ植
えの実習を行います。

定員20名。教材費1,000円。
（栃木県山草会　松﨑善彦さん）

●楽しい菊づくり（盆栽②）
6月2日（土） 午前10時～12時
初心者を対象に、キクの苗づくり
から開花までの栽培管理の方法
を体系的に学びます。盆栽仕立
ての菊づくりを学ぶ3回講座の第
2回です。
定員30名。受講料無料。
（栃木県掬粋会　中村透さん）

●春のサツキ盆栽の手入れ
6月10日（日） 午前10時～12時
主に花後のサツキ盆栽の手入れ
について、実演を通して学びます。
定員30名。受講料無料。
（栃木県皐月会宇都宮支部　宇賀神一男さん）

●ウチョウランの上手な育て方
6月17日（日） 午前10時～12時
ウチョウランの育て方の学習と植
え替えの実習を行います。
定員30名。教材費500円。
（宇都宮ウチョウラン愛好会 小野沢秀雄さん）

●トロピカルプランツの寄せ植え
6月30日（土） 午前10時～12時
熱帯・亜熱帯の植物を使って、カ
ラフルな寄せ植えを作ります。
定員30名。教材費2,000円。
（緑の相談員）

●花と風景画・写真展
4月4日（水）～4月9日（月）

●変木・古木展
4月4日（水）～4月9日（月）
●栃木県小品盆栽展
4月13日（金）～4月15日（日）
●心つなぐ絵手紙展
4月19日（木）～4月22日（日）
●ツツジ・シャクナゲと写真展
4月28日（土）～4月30日（月）
●友の会　春の展示会
5月3日（木）～5月6日（日）
●初夏のいけばな展
5月12日（土）～5月14日（月）
●春の山野草展
5月17日（木）～5月20日（日）
●創作生花展
5月25日（金）～5月27日（日）
●斑入り植物展
6月1日（金）～6月3日（日）
●サツキ展
6月7日（木）～6月10日（日）
●ウチョウラン展
6月16日（土）～6月24日（日）
●サボテン・多肉植物展
6月28日（木）～7月1日（日）

●グリーン・バザール
5月5日（土）～5月6日（日）
緑の相談所友の会宇都宮支部
会員の皆さんとの共催による、盆
栽や山野草、草花苗などの即売
会です。

●春のハンギングバスケット
　（県民カレッジ連携講座）
4月15日（日） 午前9時30分～11時30分
壁掛け型のバスケットにいろいろ
な花の苗を植え込みます。平面的
な花壇と違い空間を立体的に飾
ることができたり、移動も簡単にで
きたりして長く楽しめるハンギング
バスケットです。
定員20名。教材費実費。
（ハンギングバスケットマスター　
園邉征子さん）

●一閑張りで小物を作ろう
4月21日（土） 9時30分～午後3時
籠に古い包装紙を貼り、その上に
柿しぶを塗って仕上げます。
定員15名。教材費実費。
（陽だまり　瀧澤惠美子さん）

●野菜の作り方Ⅰ「春まき野菜」
4月28日（土） 午前9時30分～11時30分
春まき野菜の育て方を紹介し、実
際にポット苗等を植栽して生態や
管理方法などを学びます。
定員20名。教材費実費。
（井頭公園緑の相談員）

●プリザーブドフラワー
　（母の日のプレゼント）
4月29日（日） 午前9時30分～11時30分
専用の溶液で加工された花のた
め、長期保存が可能です。センス
溢れるアレンジメントを展開します。
定員25名。教材費実費。
（アレンジメントフラワースクール 毛塚寿子さん）

●公園を見て歩こうⅠ「春に咲く野の花」
　（県民カレッジ連携講座）
5月4日（金） 午前9時30分～11時30分
井頭公園内を散策し、春に咲く野
の花や動植物を観察して、自然あ
ふれる環境に触れる機会をつくり
ます。
定員25名。受講料無料。
（真岡自然観察会　杉田勇治さん）

●井頭公園小学生写生大会
5月13日（日） 午前8時45分～12時
小学生を対象に、井頭公園を
テーマにした写生大会を実施しま
す。
定員80名。参加無料。
（半画廊店主　飯島雅文さん）

●撮影ガイドⅠ「公園のバラを撮る」
5月20日（日） 午前9時30分～11時30分

井頭公園のバラをモチーフに、美
しく撮るためのテクニックを指導し
ます。
定員25名。受講料無料。
（日本写真協会会員　大手義雄さん）

●ハーブの栽培とその利用法
5月27日（日） 午前9時30分～11時30分
代表的なハーブの栽培と利用方
法を学びます。
定員20名。教材費実費。
（スィートミモザ　高橋洋子さん）

●きのこ栽培（原木）
6月3日（日） 午前9時30分～11時30分
原木を活用したきのこの栽培方
法を学びます。
定員20名。教材費実費。
（原木栽培研究所　浦野誠さん）

●病害虫の防除法
6月10日（日） 午前9時30分～11時30分
植物の病害の防除法について学
びます。
定員20名。受講料無料。
（樹木医　栃木宏昭さん）

●バラの鉢植えと年間管理
6月16日（土） 午前9時30分～11時30分
バラの管理方法について、四季
折々の育て方を実技も交えて学
びます。
定員25名。教材費実費。
（とちぎ花センター　稲葉英雄さん）

●カラフルな苔玉を作ろう
6月24日（日） 午前9時30分～11時30分
多肉植物の根に苔をまき、その上

に毛糸を巻き付けて仕上げます。
定員20名。教材費実費。
（手仕事の会　染谷ともさん）

●切り絵作品展
4月1日（日）～4月8日（日）
●バードカービング展
4月12日（木）～4月15日（日）
●一閑張り作品展
4月19日（木）～4月22日（日）
●エビネ・山野草展
4月26日（木）～4月30日（月）
●友の会春の展示会・グリーンバザール
5月3日（木）～5月6日（日）
●バラの系譜とその管理展
5月10日（木）～5月13日（日）
●バラに魅せられて・アート押し花展
5月17日（木）～5月20日（日）
●盆栽山野草展Ⅰ
5月24日（木）～5月27日（日）
●さつき展
5月31日（木）～6月3日（日）
●「栃木花の会」花写真展
6月7日（木）～6月10日（日）
●斑入り植物と古典園芸展
6月14日（木）～6月17日（日）
●ウチョウラン・山野草展
6月18日（月）～6月24日（日）
●切り絵
6月28日（木）～7月1日（日）

井頭公園緑の相談所
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●野菜づくり教室（夏野菜の育て方）
4月25日（水） 午前10時～12時
夏野菜の作り方を教えます。
定員30名。受講料無料。
（荻原いづみさん）

●山野草をたのしむ
5月6日（日） 午前10時～12時
女性の感性で山野草の寄せ植
えづくりを指導します。
定員30名。材料費2,500円。
（那須山の花　吉田幸未さん）

●種から育てるこだわり野菜教室
5月12日（土） 午前10時～12時
色々な夏野菜を、種子まきから育

苗、そして収穫するまでの栽培方
法を教える講座です。
定員30名。材料費500円。
（元緑の相談員　横田一郎さん）

●草物盆栽教室
5月13日（日） 午前10時～12時
草物盆栽の作り方、育て方の講
義と実習を行います。
定員15名。材料費1,500円。
（盆栽協会那須支部　山根文男さん）

●ハンギングバスケット教室
　（ペチュニア）
6月3日（日） 午前10時～12時
ペチュニアをつかったハンギング
バスケットをつくります。
定員20名。受講料3,000円。
（ハンギングバスケットマスター　
高根沢広美さん）

●錦かんざしと古典園芸展
4月1日（日）

●ツバキ展
4月6日（金）～4月8日（日）

●竹工芸展
4月13日（金）～4月15日（日）

●春の山野草展～春のめぶき～
4月20日（金）～4月22日（日）

●華道展
4月28日（土）～4月29日（日）

●盆栽展・グリーンバザール
5月2日（水）～5月4日（金）

●さくらそう展　山野草展
5月5日（土）～5月7日（月）

●友の会　春の展示会
5月11日（金）～5月13日（日）

●さつき祭り合同展
5月18日（金）～5月20日（日）

●ギボウシ展
5月25日（金）～5月27日（日）

●山野草展
6月1日（金）～6月3日（日）

●斑入り植物展
6月8日（金）～6月10日（日）

●初夏の山野草展
6月15日（金）～6月17日（日）

●水彩画・植物画展
6月21日（木）～6月25日（月）

●ウチョウラン席飾り展
6月29日（金）～7月1日（日）

●春の茶会
4月28日（土）
時間はお問合せください。
西那須野地区文化協会茶道部
によるお茶席が緑の相談所講
習室に設けられます。お気軽
にお越しください。 
一席：500円

●ネイチャーフオト教室
　「春爛漫のみかも山を撮る」
4月8日（日） 午前10時～12時
マクロレンズの使い方、背景のぼ
かし方等を分かりやすく説明しま
す。
定員25名。参加費無料。
（二科会写真部会員　坂野美好さん）

●短歌のある暮らし
　「言霊（ことだま）」
5月6日（日） 午前10時～12時
「言霊（ことだま）」、言葉と心、言
葉とつながっている思いを表現し
て短歌を作ってみませんか。参加

者の作品の添削と鑑賞、質疑応
答を行います。
定員30名。参加費無料。
（足利短歌会会長　神谷由里さん）

●肌にやさしい植物油で作る石けん
5月13日（日） 午前10時～12時
汚れを落としてうるおいを残す肌
にやさしい石けんづくり。使い続け
ているとふっくらうるおう素肌美人
に。
定員20名。教材費1,000円。
（みかも山公園職員）

●構図の決め方「主役と脇役Ⅰ」
6月3日（日） 午前10時～12時
画面の構成、配色、被写体の配
置の間の取り方を学びます。
定員25名。参加費無料。
（二科会写真部会員　坂野美好さん）

●園芸教室「山野草の管理と殖やし方」
6月10日（日） 午前10時～12時
山野草の管理や殖やし方をわか
りやすく学習する講座です。
定員20名。教材費500円。
（元県環境森林部　片浦康法さん）

●「額に入れた押花」作品づくり
6月16日（土） 午前10時～12時
カレンダーに押花で作画してから
ラミネートをします。シオリに作画を
してラミネートをします。
定員10名。教材費セット1,600円。
（岩舟町　柏瀬由子さん）

●アサガオの育て方入門（変化アサガオ）
6月17日（日） 午前10時～12時
タネの蒔き方、変化咲きの苗の見
分け方などについて学びます。
定員15名。教材費700円。
（岩舟町　鈴木明さん）

●ネイチャーフォト教室
　「ハーブ園の自然を撮ろう」
6月23日（土） 午前10時～12時
西口のハーブ園を中心に美しい
風景を撮ります。
定員25名。受講料無料。
（二科会写真部会員　坂野美好さん）

●みかも山きのこ探検
6月24日（日） 午前10時～12時
春のみかも山を歩きながら、キノコ
を見つけ、その種類や特徴などに
ついて学びます。
定員25名。受講料無料。
（きのこの北研　川嶋健市さん）

●高橋フミ子淡彩画展（2018）
　小さな感動
4月1日（日）～4月8日（日）

●ボタニカルアート（植物画）作品展
4月11日（水）～4月18日（水）

●サクラソウ展
4月20日（金）～4月22日（日）

●写真展「ヨーロッパ（ベネチア・
　クロアチア・スロベニア）の旅」
4月20日（金）～4月22日（日）

●栃木県の昆虫と小さな生き物写真展
4月26日（木）～4月30日（月）

●春の県南支部友の会展示・
　グリーンバザール
5月3日（木）～5月5日（土）

●みかも盆栽展
5月6日（日）～5月7日（月）

●花と自然の和紙絵展
5月11日（金）～5月17日（木）

●第10回岩舟町写真愛好会作品展
5月19日（土）～5月30日（水）

●初夏の山野草展
6月1日（金）～6月3日（日）

●竹工画展（川島博と仲間たち）
6月6日（水）～6月11日（月）

●第5回　押花展示会
6月13日（水）～6月18日（月）

●構図の決め方講座写真展
6月21日（木）～6月27日（水）

●三人展（パステル＆水彩）
6月30日（土）～7月6日（金）

展　　　示

展　　　示

那須野が原公園緑の相談所
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展示会の入場は無料です。
お気軽にお越しください。

各講座の受付は開講日の１か
月前からです。お申込は電話
または直接ご来園ください。
なお、中央公園はメールでの
お申込を受け付けています。

緑の相談所の利用時間は午
前9時から午後4時30分で
す。お休みは、毎週火曜日。
火曜日が祝日の場合は翌日
がお休みになります。

お 知 ら せ
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●菊作りの楽しみ方
4月14日（土） 午前10時～12時
初心者でも楽しみながら、様々な
菊作りができるよう、さし芽から開
花までの一般管理について学び
ます。特にさし芽の仕方やその後
の管理方法を中心とした講座で
す。初心者の方歓迎です。
定員30名。受講料無料。
（だいや川菊愛好会会員）

●草花のたねまき
4月22日（日） 午前10時～12時
春まき1、2年草の種のまき方や一
般管理方法について学びます。ま
た、何種類かの草花の種まきを実
際に行い、持ち帰ってもらいます。
定員30名。教材費200円。
（日光だいや川公園緑の相談員）

●コケ玉を作ろう
4月28日（土） 午前10時～12時

初めての方でも無理なく作れます。
植えつける植物は山野草などで、
水ゴケにくるんで、ハイゴケを張っ
て完成させます。
定員30名。教材費1,000円。
（コケ玉愛好会　吉新三郎さん）

●日光だいや川公園「春の自然観察会」
5月3日（木）～5月5日（土） 
各日午前9時30分～11時
（雨天中止）
園内の植物を観察、解説などをし
ながら散策します。事前の予約は
不要ですのでぜひご参加ください。
定員20名。受講料無料。
（日光だいや川公園緑の相談員）

●ツツジ・シャクナゲの楽しみ方
5月5日（土） 午前10時～12時
ツツジ・シャクナゲの品種の系統・
分類、一般的な管理方法、繁殖の
方法などについて学習します。
定員30名。受講料無料。
（日本ツツジ・シャクナゲ協会栃木
支部　鷹觜芳夫さん）

●夏野菜の無農薬栽培
5月13日（日） 午前10時～12時
無農薬での野菜づくりのポイントと
ボカシ肥の作り方の講座です。野
菜苗の配布も行います。
定員30名。教材費500円。
（元緑の相談員　横田一郎さん）

●絵画講座　ノンビリ上達する方法3
5月26日（土） 午前9時～12時
色を探りたい人のための講座です。

色は感覚で楽しむものですが、色
や色の組み合わせについての基
礎を学びます。
定員30名。受講料無料。
（元高校美術教師　志鳥堯人さん）

●公園樹木観察会
5月27日（日） 午前9時30分～12時
公園内の樹木名、その名の由来、
類似植物との見分け方、私たちと
の関わり等について資料及び現
地で学習します。
定員30名。受講料無料。
（ナチュラリスト　鈴木文益さん）

●ハーブを楽しもう（手づくり石けんを作ろう）
6月9日（土） 午前10時～12時
いろいろなハーブの特徴について
学び、肌にやさしハーブ石鹸を手
作りします。
定員20名。教材費500円。
（ラッピング協会講師　高橋純美子さん）

●初心者のためのさつきの手入れ
6月10日（日） 午前10時～12時
さつきの整枝剪定・鉢替え及び一
般的な管理等について学びます。
さつき苗の配布もあります。初心者
の方歓迎です。
定員30名。受講料無料。
（日光さつき盆栽会会員）

●陶芸教室-オリジナルカップを作ろう-
6月16日（土） 午前10時～12時
陶芸の基礎的な知識を学んだ後、
ティーカップ、コーヒーカップなど自
分の好みに応じたカップを作ります。

定員20名。教材費1,500円。
（上原窯　上原キイさん）

●山野草の育て方
6月24日（日） 午前10時～12時
山野草について全般的な話を聞
き、一般的な栽培方法について学
習します。展示会場でそれぞれの
植物の特徴等の説明もあります。
定員30名。教材費1,000円。
（日光植物愛好会　中川光熹さん）

●桜の盆栽展
4月6日（金）～4月8日（日）
●絶景！俯瞰鐡道写真展
4月12日（木）～4月22日（日）
●コケ玉展
4月25日（水）～4月30日（月）
●ツツジ・シャクナゲ展
5月3日（木）～5月6日（日）
●緑の相談所友の会春の展示会
5月3日（木）～5月6日（日）
●絵画展Ⅰ
5月10日（木）～5月16日（水）
●ボタニカルアート展
5月18日（金）～5月27日（日）
●革工芸展「花と昆虫・鳥」
5月31日（木）～6月4日（月）
●さつき展
6月7日（木）～6月10日（日）
●鬼怒焼陶器展
6月14日（木）～6月18日（月）
●山野草展
6月22日（金）～6月24日（日）
●公園の切り花展
6月28日（木）～7月2日（月）

日光だいや川公園緑の相談所

〒321-1263
日光市瀬川844

TEL 0288-23-0208
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1 0283－24－6152お申込み

※団体での申し込みは受け付けておりません。
※農楽黒スクールは、作物の生育状況などにより、開催日を変更する場合があります。 キャンセルをする場合は、材料準備のため、１週間前までに必ずご連絡ください。

※定員各20名。各講座の1ヶ月前午前9時から申し込みできます。
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開催月日・会場 行  事  名 その他
4月7日（土）体験農場
4月8日（日）木工室
4月15日（日）調理室
4月16日（月）体験農場
4月29日（日）体験農場
5月12日（土）体験農場
5月13日（日）木工室
5月19日（土）体験農場
5月26日（土）体験農場
6月1日（金）体験農場
6月2日（土）日光市内
6月9日（土）体験農場
6月14日（木）体験農場
6月15日（金）体験農場
6月17日（日）木工室
6月18日（月）体験農場
6月24日（日）調理室

3/1から受付。
20名/700円
3/8から受付。
20名/3,500円
3/15から受付。
20名/1,000円
3/1から受付。
15名/700円
3/1から受付。
20名/1,200円

4/13から受付。
16名/1,200円
3/1から受付。
20名/700円

3/1から受付。
16名/1,200円
5/2から受付。
20名/100円

3/1から受付。
15名/1,600円

5/17から受付。
20名/1,200円

5/24から受付。
16名/1,000円

ジャガイモ栽培体験
教室に申し込まれた方

サツマイモ栽培体験
教室に申し込まれた方

ジャガイモ栽培体験
教室に申し込まれた方

水掛菜栽培体験教室
に申し込まれた方

サトイモ栽培体験教室
に申し込まれた方

農楽黒スクール　ジャガイモ栽培体験教室①種イモ植え付け
竹工芸教室
和菓子作り教室「うぐいすもち」を作ろう
農楽黒スクール　サトイモ栽培体験教室①種イモ植え付け
農楽黒スクール　稲作体験教室①田植え
農楽黒スクール　ジャガイモ栽培体験教室②芽かきと除草
ソバ打ち体験教室Ⅰ
農楽黒スクール　サツマイモ栽培体験教室①土作り
農楽黒スクール　サツマイモ栽培体験教室②苗植え
農楽黒スクール　水掛菜栽培体験教室①種取準備
歴史講座「もう一つの日光」Ⅰ
農楽黒スクール　ジャガイモ栽培体験教室③除草と土寄せ
農楽黒スクール　大豆栽培体験教室①種まき
農楽黒スクール　水掛菜栽培体験教室②種取
ラーメンを作って食べよう
農楽黒スクール　サトイモ栽培体験教室②追肥・土寄せ・除草①
おいしいシュウマイ作り教室

フルーツや石鹸などに、ナイフ1本で繊細な彫刻を施すタイの伝統工芸、カービング。展示会では、香りのよい
石鹸や果物に、花や鳥、タイ伝統のデザインを彫った作品を展示いたします。展示即売、有料体験もあります。

漢方の基礎的な考え方や、女性に良いといわれる代表的な漢方処方について、わかりやすくお話ししま
す。薬草園ツアーガイドでは、婦人病に使う生薬を中心に解説いたします。漢方処方の試飲もあります。

ローマの郷土料理「サルティンボッカ」を豚のスライス肉で作ります。そのほか、ポテトと
チーズをマフィン型に詰めてオーブン焼きと、ヨーグルトでデザートも作ります。

結婚式やディスプレイにも使われるタイカービング。講座では、野菜を包丁1本で花の形に仕上げ
ます。花の周りにも飾り切りした野菜をあしらいます。食卓が華やぐ飾り切りのコツを学びましょう。

美肌の基本は洗顔から。洗い心地はしっとりスベスベの無添加ハーブソープ
と保湿・美白の若返り化粧水を作ります。

ジャーマンカモミールを2種類の媒染剤（みょうばん・木酢鉄）を使って、ツートンの色合いに綿のスト
ール（予定）を染め上げます。ジャーマンカモミールのハーブティーの入れ方レッスンも行います。

アロマの香りとともに、気持ちよくカラダを動かすアロマヨガ。天然の植物油とアロマから作ったトリートメントオイルで足のリ
ンパマッサージを行ってから、ゆったりとしたヨガを行います。ホルモンバランスや自律神経のバランスも同時に調整できます。

講師特製パープルスムージーをいただいてから、本格的なパエリアを作りましょう。ワインにもあう根菜類
のアヒージョやひらひら大根とツナのサラダなど大勢で集まる機会にお勧めのお洒落な料理を作ります。

人気のUV樹脂を使って、透明感のあるペンダントと、小物入れにもぴったりのピルケ
ースとキーホルダーの3種類を作ります。

家庭でできるイタリアン食材を使ったピタパンサンドと、厚焼きクッキーを
作ります。

ドライにしたハーブと花を使って、ハーバリウムを作ります。そのほか、ハーブ園で
ハーブを摘み取って、ブーケガルニを作ってみましょう。

4月28日（土）～4月30日（月） ソープ＆フルーツカービング展

5月13日（日） 女性のための漢方

5月20日（日） 身近なハーブ料理Ⅰ

5月27日（日） ベジタブルカービング体験

6月3日（日） ハーブの手作り石けんと化粧水

6月13日（水） ハーブ染め教室

6月14日（木） アロマヨガ ※女性限定

6月15日（金） 中嶋塾の旬菜レシピ夏野菜のパエリア

6月20日（水） 押し花で作るUV樹脂のアクセサリー

6月21日（木） 簡単ピタパンサンドと焼き菓子

6月22日（金） ハーバリウム

200円

1,400円

950円

1,700円

1,400円

400円

1,700円

2,000円

1,000円

1,200円


