
4/15㊏ 5/ 6㊏季節のしつらい・春

5/20㊏ソックスドール

6/10㊏おしゃれな多肉
アレンジ①②

6/24㊏カルトナージュ
ツールBOX

6/27㊋薬草で健康づくり 7/ 5㊌庭木の病害虫が
わかる教室

6/17㊏きのこサイエンス
講座

6/20㊋簡単なバラの手入れ
(夏)

5/16㊋お庭の木のお手入れ
(剪定)

5/26㊎サボテンの育て方

●時　間／
　10:00～11:30
●受　付／
　3月15日　9時～
●参加費／
　1,300円 ●時　間／10:00～11:30

●受　付／4月6日　9時～
●参加費／800円

●時　間／13:30～15:00
●受　付／5月27日　9時～
●参加費／1,000円　●講　師／貝津　好孝

●時　間／10:00~15：00
●受　付／4月16日　9時～
●参加費／1,500円

●時　間／①10:00~11:30　②13:30~15:00
●受　付／4月25日　9時～
●参加費／1,500円

●時　間／①10:00~11:30　②13:30~15:00
●受　付／5月10日　9時～
●参加費／1,500円

●時　間／10:00～11:30
●受　付／4月26日　9時～
●参加費／500円

●時　間／10:00~11:30
●受　付／5月17日　9時～
●参加費／500円　●講　師／広井　　勝

●時　間／10:00～11:30
●受　付／5月20日　9時～
●参加費／500円

●時　間／10:00～11:30
●受　付／5月24日　9時～
●参加費／1,300円

●時　間／10:00～11:30
●受　付／6月5日　9時～
●参加費／500円

桜の吊るし飾りを
作ります

●時　間／
　10:00～11:30
●受　付／
　4月20日　9時～
●参加費／
　800円

靴下でぬいぐるみを
手づくりします

バラを中心にフラワーアレンジします

木製のミニプランターへ自由に
多肉植物を寄せ植えします

厚紙を組立て布を
貼り付けて作ります

きのこの栄養価、嗜好性などについて
学びます

身近にある薬草を
学びます

いろいろな庭木の病気や害虫を学びます

剪定方法や花後の
手入れなどを
学びます

サボテンの増やし方なども学びます

ペーパーフラワー
（カーネーション）

5/25㊍バラのフラワー
アレンジ①②

クレープペーパーで
母の日に贈る花束を
作ります

剪定方法や花後の
手入れなどを学びます
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逢瀬公園さくらまつり

●時間／10：00～15：00　●場所／さくらの広場
●主催／逢瀬町商工会、片平町商工会ほか

●時間／10：00～　無くなり次第終了します
●場所／わんぱく広場　●先着250名

●時間／13:30～15:00　●場　所／中央広場
●受付／5月3日9時～　　●参加費／無料

●時間／9:00～16:30　
●場所／サボテン園

LIVEイベント、飲食出店、子どもあそび
体験、ワークショップなど開催！

5/4㊏4/16㊐
みどりの日・花苗無料配布

森のおはなし会＆プチ工作開催！

6/3㊏
みんなで芝生アート

5/13㊏～ 6/11㊐
花サボテン展示会花サボテン展示会

芝生の花芽を手動芝刈り機で刈って
広場に描く体験会(親子大歓迎)

サボテンの花は一日花でとても美しく儚い…
1年間で開花が最も楽しめる時期です

※昼食をご準備ください。

※紫雲膏を差し
　上げます

※全講座・教室は「ふぁみたんカード」提示で100円引きになります。　　※各講座の募集人数は10名程度です。



☎０２４－９５７－２２２１（am9：0０～pm5：00）
イベントのお問合せ、講座・教室へのお申し込みは下記まで

発行／（公財）福島県都市公園・緑化協会　逢瀬公園・緑化センター事務所
〒963-0212 郡山市逢瀬町河内字東長倉1－3  TEL 024-957-2221

検索逢瀬公園・緑化センターhttps://ousepark.jp

ノルディックウォーキング体験会

●時　間／10：00～11：30
●受　付／開催1ヶ月前の同日 9時～
●集合場所／わんぱく広場
●参加費／無料

4月 5月 6月 7月 8月 9月
6日㊍
9日㊐
11日㊋
12日㊌

9日㊋
10日㊌
11日㊍
14日㊐

1日㊍
11日㊐
13日㊋
14日㊌

6日㊍
9日㊐
11日㊋
12日㊌

3日㊍
8日㊋
9日㊌
13日㊐

7日㊍
10日㊐
12日㊋
13日㊌

※ノルディックポール貸出300円　※体験会参加は2回まで

●時　間／10:00～11:30
●受　付／開催1ヶ月前の同日 9時～
●集合場所／西駐車場　●参加費／無料

ノルディックウォーキング協会員と一緒に園内の自然を観察しながら歩きませんか？

ハーブ講座

●時　間／午前の部10:00～11:30　　午後の部13:30～15:00　※午後の部作業終了後にはハーブティーを楽しみます
●受　付／開催1ヶ月前の同日 9時～　●参加費／午前の部1500円　午後の部500円　●講　師／滝田　　勉

4月19日㊌ 5月17日㊌ 6月21日㊌ 7月19日㊌ 8月16日㊌ 9月20日㊌
ハーブについて学び、ハーブを使った飾りものや料理づくりの体験会と、ハーブ園の管理実習体験会

Parkヨガ

●時　間／10：00～11：30　　　　　
●参加費／各回500円
●受　付／開催1ヶ月前の
　　　　    同日 9時～

※ヨガマット、タオル等をご持参ください
※雨天時は研修室にて開催

ヨーガ療法士と一緒に、みどりに囲まれた健やかな空間で心身共にリフレッシュしませんか？
公園探検会
もりの案内人と歩き、季節ごとの動植物を観察しながら歩きませんか？

午前
の部
午後
の部

ハーブの寄せ植え作り

公園のハーブ園で実習体験 ●ハーブの補植・挿し木・株分け実習　●ハーブの収穫・生活に取り入れる加工実習など

ハーブの苔玉作り ラベンダークラフト作り ハーブ＆スパイスカレー作り ハーブキャンプ飯作り ハーブソーセージ作り

※全講座・教室は「ふぁみたんカード」提示で100円引きになります。　　※各講座の募集人数は10名程度です。

●時　間／10:00~11:30
●受　付／7月19日　9時～
●参加費／1,000円

和紙を貼り、柿渋を
塗って作ります

8/19㊏初心者の一閑張り

●時　間／10:00~11:30
●受　付／8月16日　9時～
●参加費／800円

9/16㊏アジサイの
ガーラント

●時　間／18:00~20:00
●受　付／7月5日　9時～
●参加費／500円

星空を見ながら、夜の公園を探索します
※懐中電灯・虫よけｽﾌﾟﾚｰ等をご持参ください

8/ 5㊏ナイトウォーク

●時　間／10:00~11:30
●受　付／8月9日　9時～
●参加費／700円

9/ 9㊏ステンドアート

●時　間／①10:00~11:30　②13:30~15:00
●受　付／7月26日　9時～
●参加費／1,000円

あじさいをメインにドライ
フラワーでリースを作ります

8/26㊏アジサイリース
①②

●時　間／10:00~12:00
●受　付／8月30日　9時～
●参加費／500円　●講　師／広井　　勝

園内を散策しながら、
きのこについて学びます

アジサイの小さな飾りを繋げて
壁や窓に飾りましょう

切絵に半透明の折り紙を
ちぎって貼りつけて作ります

9/30㊏秋のきのこを探そう

●時　間／
　10:00~11:30
●受　付／
　6月22日　9時～
●参加費／1,000円

麦わらを繋いで
作ります

7/22㊏ヒンメリ（北欧の飾り）

●時　間／10:00~11:30
●受　付／6月15日　9時～
●参加費／1,300円

「
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7/15㊏季節のしつらい・夏

●時　間／10:00~12:00
●受　付／6月30日　9時～
●参加費／500円　●講　師／広井　　勝

園内を散策しながら、きのこについて学びます

7/30㊐夏のきのこを探そう
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催
　
日

開
　
催
　
日
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8日㊏
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4日㊐
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9日㊐
23日㊐

6日㊐
20日㊐

3日㊐
17日㊐
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日

5月 6月 8月 9月

12日㊎ 3日㊏ 5日㊏ 9日㊏
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催 

日
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