
オコの庭、花と緑のアドバイザー

渡部陽子

新潟県立植物園

初心者のためのガーデニング講座

花と緑の教室

4/14，5/12，6/9，7/14，8/18，9/8，10/20，11/10

連
続

連
続

●全て金曜日 /10：00 ～ 11：30
●10,000 円（8回分）

Niigata Prefectural Botanical Garden

オコの庭、花と緑のアドバイザー

渡部陽子

ステップアップ！ガーデニング講座

●全て水曜日 /10：00 ～ 11：30
●10,000 円（8回分）

4/12，5/10，6/14，7/12，8/9，9/13，10/11，11/8

植物園花さんぽ /13:30－15:00
●4/19（水）「園内に咲く花々～さくら～」           当園職員　田中良明

●4/26（水）「園内に咲く花々～シャクナゲ～」   当園職員　近藤智子

※8回連続の講座で途中からの参加はできません ※8回連続の講座で途中からの参加はできません

初心者のためのバラ講座 /10:30－12:00
●4/13（木） 「バラを育てる基本のき」               当園職員　丸山真也
●5/11（木）「花後の管理、病害虫について」     当園職員　丸山真也
●8/10（木）「夏の剪定」                                 当園職員　丸山真也

ハーブを学ぶ・楽しむ /10:30－12:00
●6/22（木）「ラベンダーでクラフトづくり」　花と緑のアドバイザー プラス・ハーブノート高橋路子
●7/13（木）「ハーブ活用法」　　　　　　　　花と緑のアドバイザー プラス・ハーブノート角田康子
●8/17（木）「フレッシュハーブで手浴」　　　花と緑のアドバイザー プラス・ハーブノート玉田ゆり　　　

植物の魅力について学ぼう /10：30-12：00
●4/9（日）「プランツ・ギャザリング」 花と緑のアドバイザー、プロギャザリストみずのともこ
●4/23（日）「素敵なインテリアグリーン！観葉植物の育て方・楽しみ方」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              Hacchi Nurcery、花と緑のアドバイザー 増田和人
●5/21（日）「身近な野草・雑草」　       当園職員　久原泰雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●6/3（土）「あじさいの魅力」　　　　   当園職員　近藤智子　　　　　
●7/1（土）「水草の魅力」　　　　  　　 当園職員　久原泰雅
●8/5（土）「食虫植物を育ててみよう」　当園職員　丸山真也
●9/30（土）「秋に咲く雑草の魅力」　　 当園職員　田中良明

各回観賞温室の入館券 1枚付きです・金額は全て税込です　

令和５年度
上半期

（4 月～ 9 月）

-2023-

温室開館時間／9:30～16:30（入館締切16:00）  ※夜間開園時においては、本チラシに記載のように延長いたします。観賞温室利用案内

個　人

大　人 600円

500円
480円 2,500円

1,200円
300円 300円

100円

高校生・学生

小・中学生

シルバー
（65歳以上）

団体
（20名以上）

回数券
（5回分）

定期券
（6ヶ月） （12ヶ月）

県立植物園・新津美術館・
新津鉄道資料館の3館割引実施中！

温室入館の際に、新津美術館、新津鉄道資料館の半
券をご提示いただくと、団体料金で入館できます。ま
た、当園のスタンプを押した入館券提示で他の施設を
団体料金でご利用いただけます。有効期限はスタン
プの日付から一年間。詳しくは各施設の係員にお尋ね
ください。 注）新津美術館の観覧券は展示によって料
金が異なります。

花と緑の体験教室花と緑の体験教室 随時参加型のクラフト系講座です 

※写真はイメージです。

木工体験木工体験

※写真はイメージです。 

癒しのハーバリウム作り癒しのハーバリウム作り

時間 10：00～15：0 0（材料が無くなり次第終了）

実施日 12月3日（土）・
17日（土）・18日（日）

実施団体 （株）マルユー
参加費 300円～
 ※この教室はおやこ植物園で行います

実施日 12月3日（土）・10日（土）・
11日（日）・17日（土）

実施団体 YODEL－GARDEN
参加費 1,650円～

（ボトルサイズによって異なります）

※写真はイメージです。 

『ねぇ、みんな見て！』
思わず誰かに見せてたくなる
季節のアートパステル体験教室

実施日 12月3日（土）
実施団体 アトリエプラン
参加費 1,200円 （額付き）

※写真はイメージです。 

講師

実施日 12月18日（日）
時間 10：30～12：00

石山 浩 
(MUSUBI屋・花と緑のアドバイザー)

参加費 3,300円
定員 20名

大人1名分の入館券付き

※写真はイメージです。 

講師

実施日 12月21日(水)
時間 13：30～15：00

久原 泰雅  
 (新潟県立植物園職員)

参加費 550円
定員 18名

大人1名分の入館券付き

※写真はイメージです。 

講師

実施日 12月22日（木）
時間 10：30～12：00

小出 茂 
(㈲緑遊工房・花と緑のアドバイザー）

参加費 2,750円定員 18名
大人1名分の入館券付き

事前申込不要

参加費 700円
参加費 900円

700円
700円

参加費 700円
参加費 700円
参加費 700円

参加費 1,250円
参加費 1,250円
参加費 1,250円

参加費 5,700円

参加費 1,250円
参加費 700円
参加費 700円
参加費 700円
参加費 1,800円
参加費 700円

●5/17（水）「バックヤードツアー春」                                     当園職員   丸山真也　

●6/21（水）「園内に咲く花々～宿根草・ハーブ～」当園職員   丸山真也　　　　　

●7/19（水）「食虫植物」                                         当園職員    丸山真也　　　　　

●9/20（水）「熱帯の植物」                                     当園職員　久原泰雅

※この講座の受講料にはシャクナゲサポーター協力金が含まれます

700円

700円
参加費

参加費

参加費

参加費



Special lecture

倉重祐二先生と巡る園内ガイドツアー /各回 1,450 円

●4/21（金）①10:30-12:00　②13:30-15:00

●5/26（金）①10:30-12:00　②13:30-15:00

●6/23（金）①10:30-12:00　②13:30-15:00

講師 （公財）新潟県都市緑花センター顧問 　倉重祐二

会場・
集合場所

申込み
方法

・各講座開催日の前月 1日から予約受付いたします
　（例）5/3 の開催日の場合、4/1 から受付開始
・お電話もしくはメールにてお申し込みください
     ※メールの場合は本文にお名前、電話番号、希望講座をご入力ください

（0250）24-6465 botanical@greenery-niigata.or.jptel mail

検索新潟県立植物園

新潟県立植物園
花と緑の情報センター
〒956-0845
新潟市秋葉区金津 186 番地

植物園特別講義

※掲載写真はイメージです。 ※表記のすべての金額は税込です。
※教室にご参加の際は新型コロナウイルス感染症予防にご協力をお願いいたします。

温室開館時間／9:30～16:30（入館締切16:00）  ※夜間開園時においては、本チラシに記載のように延長いたします。 観賞温室休館日

2,000円

定期券
（12ヶ月）

◯シルバー料金での入館は生年月日を証
明できる物の提示が必要となります。

◯高校生・学生料金での入館は学生証
の提示が必要となります。

◯身体障害者手帳・精神障害者保健福
祉手帳・療育手帳所持者は無料となり
ます。（等級により介助者無料）。

屋外園地
無料

小中学生
土・日・祝日無料

随時参加型のクラフト系講座です ※開催日は各教室別に記載しています

※写真はイメージです。 

ハーブで体験教室ハーブで体験教室

※写真はイメージです。 

キラキラぷにぷにのワックスで作る
カクテルキャンドルと一輪挿し

場所0（材料が無くなり次第終了） 観賞温室第3室2階(有料エリア)

12月3日（土）・10日（土）・

（ボトルサイズによって異なります）

実施日 12月10日（土）・
11日（日）

実施団体 ジャパンハーブ
ソサエティー新潟支部

参加費 500円～

実施日 12月18日（日）
実施団体 しのはゆう
参加費 800円～ 新型コロナウィルス蔓延防止対策等のため、本チラシ掲載の

イベント、教室などは変更・中止となる場合がございます。

期間内、何回でも温室に入館できる
定期券を大好評発売中です！

お得な定期券
絶賛発売中！

2,000円
12ヶ月
1,200円
6ヶ月

年会費 1口 5,000 円

日本一のシャクナゲの生産地新
潟のレガシーとなるシャクナゲ園
を私たちと一緒に育んでくださる
サポーターを募集しています！

シャクナゲ
サポーター

絶賛
募集中！

日時
出展

観賞温室第3室1階展示（有料エリア）

「いやしのハワイアンキルト」「いやしのハワイアンキルト」
クッションやタペストリー、

小物など季節感のある作品を展示します！
11/29（火）～12/26（月）
Hawaiian quilt studio chikuchiku

チューリップが会場を埋め尽くすチューリップが会場を埋め尽くす新潟の冬に咲き誇る新潟の冬に咲き誇る伝統園芸植物伝統園芸植物

※写真はイメージです。 

講師

実施日 1月18日(水)
時間 13：30～15：00

橋本 永  
(新潟県立植物園職員)

参加費 550円
定員 18名

大人1名分の入館券付き

※写真はイメージです。 

講師

実施日 1月22日(日)
時間 13：30～15：00

片岡 充  
(片岡笑幸園）

参加費 550円
定員 20名

大人1名分の入館券付き大人1名分の入館券付き

駐車場無料：300台収容交通アクセス
J R

車

バス

信越線古津駅下車、徒歩約25分
磐越自動車道新津I.Cから国道403号で三条加茂方面へ約15分

（新潟方面）国道49号から茅野山I.Cを国道403号加茂/新津方面へ約20分
（長岡方面）県道1号新津小須戸三条線から国道403号新潟方面へ約40分

高速道路

一般道路

区 バ ス

新津駅東口から「新津駅
西口」行き「美術館・植
物園前」下車徒歩1分 
※路線・時刻表は、新潟
市秋葉区ホームページ
をご覧ください。

新潟交通観光バス

新津駅東口から「矢代田経
由白根・潟東営業所」行き
「新津美術館入口」下車徒歩
約10分 ※路線・時刻表は、
新潟交通観光バスホーム
ページをご覧ください。

休館日日 月 火 水 木 金 土
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

24・25日は夜
間開園。詳しく
は表面をご覧く
ださい。

12
月

新潟県立植物園
〒956-0845　新潟市秋葉区金津 186 番地
TEL.0250(24)6465　FAX.0250(24)6410

各 SNS にて情報発信しております

新潟県立植物園は
25 周年を迎えます

Niigata Prefectural Botanical Garden
https://botanical.greenery-niigata.or.jp/

お申し込み
お待ちしております

MAP

※この講座の受講料にはシャクナゲサポーター協力金が含まれます


