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講 習 会



更新. 2023/3/1

月 定員 教材費

名古屋造形大学/アトリエPutih
梶野靖代
天野華恵

4月1日 (土) 10:00～12:00

グリーンアドバイザー 大島紀子

4月21日 (金) 10:00～12:00

日本ハンギングバスケット協会 石居洋恵

4月23日 (日) 13:30～15:30

グリーンアドバイザー 大島紀子

5月12日 (金) 10:00～12:00

(公)日本バラ会 田中ゆかり

5月20日 (土) 10:00～12:00

グリーンアドバイザー 大島紀子

6月23日 (金) 10:00～12:00

友禅工房堀部 堀部満久

6月24日 (土) 10:00～12:00

お花の時間 毛受恵美

7月11日 (火) 10:00～12:00

名古屋造形大学/アトリエPutih
梶野靖代
天野華恵

7月15日 (土) 10:00～12:00

グリーンアドバイザー 大島紀子

8月18日 (金) 10:00～12:00

flower classic 渡邊しのぶ

8月19日 (土) 13:30～15:30

名古屋造形大学/アトリエPutih
梶野靖代
天野華恵

9月2日 (土) 10:00～12:00

（公）日本バラ会 田中ゆかり

9月2日 (土) 13:30～15:30

グリーンアドバイザー 大島紀子

9月8日 (金) 10:00～12:00

園芸研究家 吉田篤

9月17日 (日) 10:00～12:00

秋のコケ玉作り
2000円

〔持ち物〕文具用ハサミ（糸を切る）、持ち帰り用袋

20人

3000円

〔持ち物〕園芸鋏、持ち帰り用袋

季節の植物画教室
～日本画でうちわに夏の植物を描こう！～ 3000円

〔持ち物〕汚れてもよい服装またはエプロン、持ち帰り用袋

園芸お気軽講座～食虫植物の苔玉づくり～
2500円

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

園芸お気軽講座～初夏の寄せ植え～
2500円

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

アーティフィシャルフラワー講座
～夏×夏アレンジ～

名古屋手描友禅体験教室～色挿し体験～

〔持ち物〕汚れてもよい服装(またはエプロン)、筆記具、持ち帰り用袋

1000円

2500円

講師/持ち物

5
月

3000円
〔持ち物〕汚れてもよい服装またはエプロン、持ち帰り用袋

バラの夏の手入れとバラの知識を深める
無料

〔持ち物〕汚れてもよい服装またはエプロン、持ち帰り用袋

園芸お気軽講座～秋の寄せ植え～
2500円

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

フラワーアレンジメント教室
～ユーカリとグリーンのスワッグ～

2500円
〔持ち物〕ハサミ、ピンセット、持ち帰り用袋

季節の植物画教室
～日本画でうさぎと秋の植物を描こう！～

2500円

20人

20人

20人

20人

20人

20人

20人

〔持ち物〕剪定鋏、作業手袋

名城公園フラワープラザ　講習会スケジュール
通 常 講 習 会（2023年度）

講習会への申し込み方法、開催にあたっての注意事項等については末ページを確認ください。

園芸お気軽講座～多肉植物の寄せ植え～
2500円

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

バラの知識と楽しみ方を深める
無料

〔持ち物〕筆記具

園芸お気軽講座～香りを楽しむ寄せ植え～
2500円

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

名城公園寄せ植え講座～春色の寄せ植え～

〔持ち物〕園芸用手袋、園芸用鋏、土入れ、持ち帰り用袋

講習会名/日時

季節の植物画教室～さくらの花を描こう！～

20人

20人

20人

20人

6
月

8
月

9
月

4
月

7
月

20人

20人

20人



月 定員 教材費

お花の時間 毛受恵美

10月6日 (金) 10:00～12:00

グリーンアドバイザー 大島紀子

10月24日 (火) 10:00～12:00

グリーンアドバイザー 大島紀子

11月10日 (金) 10:00～12:00

園芸研究家 吉田篤

12月10日 (日) 10:00～12:00

グリーンアドバイザー 大島紀子

12月22日 (金) 10:00～12:00

(公)日本バラ会 田中ゆかり

1月14日 (日) 10:00～12:00

お花の時間 毛受恵美

1月23日 (火) 10:00～12:00

グリーンアドバイザー 大島紀子

1月26日 (金) 10:00～12:00

日本野鳥の会愛知県支部 村上修

2月10日 (土) 10:00～12:00

flower classic 渡邊しのぶ

2月10日 (土) 13:30～15:30

園芸研究家 吉田篤

3月3日 (日) 10:00～12:00

園芸研究家 横田直樹

3月17日 (日) 13:30～15:30

グリーンアドバイザー 大島紀子

3月22日 (金) 10:00～12:00

2
月

3
月

プリザーブドフラワー講座
～花の贈り物「幸せボックス」～

20人

講師/持ち物

20人

20人 2500円
〔持ち物〕ハサミ、ピンセット、持ち帰り用袋

園芸お気軽講座
～球根とお花のダブルデッカー～ 3000円

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

園芸お気軽講座
～冬のハンギングバスケット～ 3500円

無料

1000円

2500円

〔持ち物〕文具用ハサミ(糸を切る)、持ち帰り用袋

2500円

無料

2500円

園芸お気軽講座～葉牡丹のお正月寄せ植え～

2500円20人

20人

20人

20人

20人

20人

20人

20人

20人

プリザーブドフラワー講座～Love バレンタイン～

ハサミ、ピンセット、持ち帰り用袋

サギソウの寄せ植え

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

〔持ち物〕ハサミ、持ち帰り用袋

園芸お気軽講座～香り豊かな春の寄せ植え～

園芸お気軽講座～苔を楽しむテラリウム～

フラワーアレンジメント教室
～バラ10本のアレンジメント～ 3000円

春のコケ玉作り
2000円

3000円

20人
〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

〔持ち物〕ハサミ、持ち帰り用袋

〔持ち物〕筆記用具、あれば双眼鏡（貸出あり）

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

〔持ち物〕剪定鋏、作業手袋

〔持ち物〕手袋、筆記用具、持ち帰り用袋

〔持ち物〕文具用ハサミ(糸を切る)、持ち帰り用袋

名城公園初心者探鳥会
～冬鳥をさがそう～

講習会名/日時

コケ玉の正月飾り

バラの冬の手入れとバラの知識を深める

10
月

11
月

12
月

1
月



・講習会開催日の前月の1日～20日までの間にお申込みください。

・申し込みは「インターネット」または「往復はがき」で受け付けます。

・お申し込みは、1申請お1人のみ有効です。

・応募者多数の場合は抽選になり、当選の結果につきましては当月末までにお知らせします。

・受講者が５名に満たない講座は中止となりますので予めご了承ください。

・教材費は受講当日受付で、おつりの無いようにお支払いください。
・キャンセルされる場合、講習会当日の7日前までにご連絡下さい。
　それ以降はキャンセル料として教材費をお支払い頂きます。

・申込み情報に、漏れや間違いがある場合は無効とさせていただきます。予めご了承ください。

・新型コロナウィルス感染症の関係上、抽選定員の変更、急な中止や内容の変更等が生じる
　場合があります。予めご了承ください。

　　2022年より名古屋市電子申請サービスの仕様が変わりました。

　　　①ウェブサイト「名古屋市電子申請サービス」をご利用ください。
　　　　　※検索エンジンで『 名古屋市　電子申請 』などで検索下さい

　　　②検索窓より『名城公園』  で検索。
　　　　→参加希望の講習会を選択し、申請してください。

・下記の内容を記入し、郵便へお出しください。

　①往信（表）〒462-0846名古屋市北区名城一丁目2-25　名城公園フラワープラザ　行

　②返信（裏）何も記入しない

　③返信（表）あなたの住所・氏名

　④往信（裏）1.希望講習会名　2.開催日　3.住所　4.氏名　5.電話番号

何かご不明点があれば、名城公園フラワープラザまでお問合せ下さい。

 TEL:052-913-0087 (9:00～16:30)

☆インターネットからの申込方法☆

★ご参加にあたっての注意事項★

☆往復はがきでの申込方法☆

　　　　　①　　　　　　　　　 ②　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　④

重 要

新・電子申請の直リンク
https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya


