


【さし芽教室】 

★両教室20日～22日   

園芸教室 
【街中の自給自足はじめのいっぽ！ 
    ～おうちネギから始めよう～】 

【種まき教室】 

 ひまわりなどの種まきをします！ 
●時 間 ：午前10時～午後４時（随時） 
●参加費 ：無料 

 ★20日（金）午後1時30分から 

●講 師 ：寄せ植えアーティスト 
       井上 浩恵 氏 
●定 員 ：20名 
●参加費 ：700円   

★21日（土）午前11時30分から 
 ※受付は10時から（先着） 

【初夏の窓辺にゆれる苔玉】 

★21日（土）午後2時から 

【北山緑化植物園 出張教室】 

●テーマ ：失敗しない！ミニバラの育て方（お話）※実習はありません 
●定 員 ：各15名 
●参加費 ：500円（ミニバラのポット苗付き）   

★22日（日） ①午前11時から ②午後2時から ※受付は開始30分前から（先着） 

●場所 教室テント 会場受付 

 エンジェルス・イヤリングなどをさし芽 
から育てます 
★時 間： 
①10：15～ ②11：00～ ③11：45～ 
④13：15～ ⑤14：00～ ⑥14：45～ 
（一日6回実施） 
●参加費：50円（教材費）   

●場所 教室テント 

【カラフルたまごのミニ寄植え】 

●講 師 ：寄せ植えアーティスト 
       井上 浩恵 氏 
●定 員 ：20名 
●参加費 ：1,800円 

園芸教室 

当日参加 
できる！ 

事前申込 
必要！ 

花と緑の講演会（事前申込必要） 

【表彰式記念講演】 

●テーマ ：これまで・いま・これから 
       私たちの花のまちづくり 
●講 師 ：デザイナー・建築家 今竹 翠 氏 
●場 所 ：市役所東館８階大ホール 
●参加費 ：無料（定員120名） 
       ※記念品のプレゼントあり 
 
 
 

★22日（日）午後1時から午後3時まで 

 ●講 師 ：ガーデニング研究家  
       畑 明宏 氏 
 ●定 員 ：20名 
 ●参加費 ：500円 

申込は事務局までお電話ください。（先着順） 
 （0798-35-3784） 
※定員になりしだい受付を終了いたします。 

【香りを楽しむキッチンハーブの苔玉】 
★20日（金）午後2時30分から 

●講 師 ：寄せ植えアーティスト 
       井上 浩恵 氏 
●定 員 ：20名 
●参加費 ：1,500円 

        

プランターでの野菜栽培ミニ講座です。 

たまごの殻に多肉植物を植付けます 

※こちらは土を入れずに苔だけで作る苔玉です。 

このマークは親子で 
気軽に参加できる催しに 
ついています 

 ※受付は10時から（先着） 

申込は事務局までお電話ください。 
（0798-35-3784） 

講師：北山緑化植物園 中内 敬子 氏 



【健康茶サロン】 
 薬草・ハーブを使った健康茶の試飲 
 および解説。  
 出 展：神戸薬科大学 薬用植物園 
 ★21日（土）、22日（日） 

【花と緑の市】 
 季節の草花、西宮市オリジナルフラワー 
  “エンジェルス・イヤリング”などの花苗を 
 販売します！ 

  

【花と緑の相談会】★21日（土）、22日（日） 
 お庭の花木の手入れなどの相談会を実施します！ 
 相談員：西宮造園緑化事業協同組合 

その他 開催期間中の催し物 

【花と緑のまちづくり展示】 
 花と緑のまちづくり事例、西宮市オリジナル 
 フラワーを紹介します！ 

【アースレンジャーファミリー表彰式】 
 ＥＷＣによるアースレンジャーファミリー 
 の表彰式です！ 
 ★21日（土）午前10時から11時まで 

【広げようみどりのカーテン】 
 子どもたちによるフウセンカズラの種まき 
 で、市役所の緑のカーテンをつくります！ 
 ★21日（土）午前11時から 

【本をもって外に出よう！】 
 ボランティアによる絵本の読み聞かせなど 
 出 展：市立図書館、 
             図書館ボランティア 
 ★20日（金）、21日（土）PMのみ、22日（日） 
   

【環境学習展】 
 生物多様性や節電・エネルギーに関する展示   
 を実施します！ 
 出 展：西宮市環境学習都市推進課 
     西宮市環境・エネルギー推進課 
     NPO法人こども環境活動支援協会 
     （LEAF） 

【地場野菜の即売会】 
 産地直送の地場野菜を販売します！ 
 出 展：西宮市都市農業推進協議会 
     西宮市農政課 
 ★21日（土）午前10時から※売切れ次第終了 

【種のおすそわけ会】 
 “花と緑のまちづくりリーダー” 
 の皆様から、種をおすそわけして 
 頂きます♪ 
 ★常時開催 
 

・日時の記載が無いものは常時開催です。 

～花とみどりを楽しもう♪～ 関連の催し物 

◆花の交流サロン◆ 
“花と緑のまちづくりリーダー”のボランティアさんが中心となり、みんながくつろげる場  
 として芝生ゾーンに「花の交流サロン」を設けます。いろいろな催しもあります♪ 

【みやたんのおみせ】 
 みやたんグッズの販売 
 ★20日（金）・21日（土） 
 出 展：西宮観光協会 
     西宮市都市ブランド発信課      

【昔あそびコーナー】 
 お手玉や折り紙や植物を使った昔あそびなど♪リーダーさんと一緒にあそぼう！ 

みやたんも
来るよ♪ 

西宮市観光 
キャラクター 
みやたん 

【バラの香り作り体験 】 

 出 展：ＬＬＰ日本香りデザイン協会 
   ★20日（金） ●参加費500円 
 ①午前11時～②午後1時30分～ 
 ●定 員：各15名  

【作ってみよう！お花の工作コーナー】 
 出 展：西宮流 ●参加費100円 
   ★21日（土）、22日（日）   

【リサイクル土の配布、家電リサイクルなど】 
 リサイクル土は園芸活動にご利用ください♪ 
 出 展：西宮市環境事業部 
     西宮市美化企画課 

【牛乳パックではがき作り】 
 出 展：西宮市環境・エネルギー推進課 

【県民まちなみ緑化事業の相談】 ★20日（金） 
 出 展：阪神北県民局宝塚土木事務所 

【エコクラフト】 ★22日（日） 
 どんぐりや木の実で小さな置物を作ります♪ 
 出 展：NPO法人こども環境活動支援協会 
     （LEAF） 
 参加費：108円 

【花と緑と菜園の相談カフェ】 
 出 展：ガーデニング研究家 畑 明宏 氏 
 ★20日（金）午後2時30分から 

【ガーデニングにひそむ虫に気をつけよう！ 】 
 出 展：西宮市環境衛生課 
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会場にて、ぜひお気に入りの作品に投票してください♪ 

ご協力いただいた方には、 
 花の種をプレゼント☆ 

ご家庭のコンテナの寄せ植えや 
2ｍ×2ｍのミニ花壇が会場を彩
ります。また、地域での緑化活動
もコミュニティ花壇部門として、
写真で紹介しています。 

●ガーデンコンペ 

教室等の実施時間・受付方法など     ：太枠は事前申込が必要な教室 

                                  

  

５月２０日（金） ５月２１日（土） ５月２２日（日） 

  10   11   12   1   2   3   4   10   11   12   1   2   3   4   10   11   12   1   2   3   4 

各種教室・催し物 
～北エリア～ 

                                                                                    

  アンケート・種のおすそわけ・昔あそび   アンケート・種のおすそわけ・昔あそび     アンケート・種のおすそわけ・昔あそび   

                                              

              健康茶サロン 健康茶サロン     健康茶サロン 健康茶サロン   

                                                                                    

                                              

  みやたんのおみせ   みやたんのおみせ     エコクラフト   

                                                                                    

各種教室・催し物 
～南エリア～ 

                                                

                                                                              

                                                                                    

                                                

  種まき教室   種まき教室     種まき教室   

                                                      

                                                                                    

  さし芽教室   さし芽教室     さし芽教室   

                                                                                    

                                                                                

                              作ってみよう！お花の工作コーナー   作ってみよう！お花の工作コーナー   

                                                                                    

                                                                                

  本を持って外に出よう               
本を持って 
外に出よう 

  本を持って外に出よう   

                                                                                    

講演会 
表彰式 

                                                                                    

                                                          

 
 

      

                                                                                    

おうち 
ネギから 
始めよう 

香りを楽しむ 
キッチンハーブ 
の苔玉 

カラフルたまご 
のミニ寄植え 

初夏の窓辺に 
ゆれる苔玉 

失敗しない！ 
ミニバラの育て方 

失敗しない！ 
ミニバラの育て方 

花と緑の講演会 アースレンジャー 
ファミリー表彰式 

バラの香り 
作り体験 

バラの香り 
作り体験 

花と緑と菜園 
の相談カフェ 

地場野菜の 
 即売会 


