
●展示会　　時　間：午前９時～午後４時　　場　所：豊田市西山公園　
期　　間 内　　　　容 出　　　展　　　者

７／28（土）・29（日） 　山野草展示・ 販売 　豊田蘭友会

９／１（土）・２（日） 　秋の山野草展示・販売 　豊田蘭友会

10／６（土）・７（日） 　山野草展示・販売 　豊田山草会

10／13（土）・14（日） 　さつき盆栽展示 　豊田さつき会

10／20（土）・21（日） 　小品盆栽展示・販売 　豊田小品盆栽会

10／27（土）・28（日） 　山野草・盆栽展示・ 販売 　豊田緑化センター友の会

11／10（土）・11（日） 　山野草展示・販売 　豊田蘭友会

２／２（土）・３（日） 　寒葵と早春の山野草展示・販売 　豊田蘭友会

３／10(日）   

※午前10時～午後３時
　生け花・茶・書のつどい 　清　風　会

毎月　5日間程度 　四季の生け花展示 　清　風　会

〒471－0062 豊田市西山町５丁目1番地
TEL（０５６５）３１－２１０８
FAX（０５６５）３３－８７１８
E-mail info＠toyota-hana-midori.net
URL http://toyota-hana-midori.net/

開園時間　午前9時～午後5時
　　　　　入園無料　駐車場50台

休 園 日　毎週月曜日（祝日を除く）
　　　　　年末年始（12月28日～1月4日）

未来につなぐ
　花と緑のまちづくり

お問合せ

豊田市西山公園

ご案内

豊田市西山公園

花のあるまちづくり協議会事務局

2013.3 発行

平成30年度

西 山 公 園

花 みどりと
講座の

バラ園 ハス池

四季の花園



DIC68

平成30年度　講座予定表

実施月日 講　　座　　名 　講　　　　　師 内　　　　　　　　容 申込開始日 定員 参加費

6 27（水）あじさいの育て方 緑の相談員
谷澤　隆

あじさいの増やし方（挿し木）
と鉢植えの楽しみ方 ５ 8（火） 20 1,600

7
4（水）花木の挿し木 緑の相談員／樹木医

外山　有一
管理の楽な密閉挿しについて
講義・実習

6
5（火） 20 500

5（木）観葉植物の寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
天野　榮子

カラーリーフの寄せ植えを楽し
む（鉢植え） 12（火） 20 1,600

9 14（金）多肉植物の寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
小山　俶江

多肉植物の寄せ植えづくりと
育て方（鉢植え） 8 7（火） 20 3,100

10 19（金）ホームフルーツの楽しみ方 緑の相談員
谷澤　隆

果樹を鉢植えで楽しむ
育て方と管理 9 11（火） 30 2,100

11

6（火）バラの育て方 西山公園職員
森田　博行 冬から春の管理について

10

9（火） 30 100

10（土）庭木の剪定 造園家
伊藤　芳浩

庭木（果樹）の剪定について
講義・実習 16（火） 30 100

29（木）クリスマスの寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
後藤　嘉子

リング型バスケットの
寄せ植えづくり（壁掛け） 23（火） 20 3,600

12 5（水）迎春の寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
沖田　千代子

ハンギングバスケットの寄せ植
えづくり（壁掛け） 11 6（火） 20 3,100

1 18（金）クリスマスローズの寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
天野　榮子

クリスマスローズの
寄せ植えづくり（鉢植え） 12 11（火） 20 3,600

植物の育て方、飾り方、庭木の管理など園芸全般の基礎講座です！また、興味のある講座を選んで参加することができます！

●花とみどりの講座　午前 10時～ 12時

実施月日 講　　座　　名 講　　師 内　　　　　　　　容 申込開始日 定員 参加費
6 28（木）

花便り
（季節の植物の育て方）

緑の相談員
谷澤　隆

ハイビスカス　（材料費／ 500 円）

5 9（水） 30 400
8 2（木） アンスリウム　（材料費／ 500 円）
11 8（木） ポインセチア　（材料費／ 500 円）

2 7（木） 前田ナーセリー
前田　和昭 ツバキ　　　　（材料費／ 500 円）

10 3（水）

花飾り
（季節の寄せ植え）

（一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
沖田　千代子

秋の寄せ植え（ハンギングバスケット）
（材料費／ 3,500 円）

9

5（水） 20 30011 21（水） （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
山口　スミ

クリスマスの寄せ植え（鉢）
（材料費／ 3,500 円）

3 13（水） （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
神谷　有里

春の寄せ植え（リング型バスケット）
（材料費／ 3,500 円）

10 10（水）
クリスマスローズ暦 緑の相談員

谷澤　隆

種まきと植替え
12（水） 30 30012 19（水） 冬の手入れ　（古葉取り、マルチング）

2 13（水） 苗の鉢植え　（材料費 500 円）
10 17（水）秋からのゆっくり

ガーデニング
ガーデナー
天野　麻里絵

ちいさなお庭の植栽植物の提案
19（水） 20 200

11 28（水） お庭づくり（植栽）
12 1（土）

バラのある暮らし 西山公園職員
森田　博行

ツルバラの剪定
11 7（水） 30 3001 12（土） 冬の管理（寒肥他）

2 2（土） バラの増やし方　　（材料費／ 500 円）
1 16（水）庭づくりステップアップ

（お庭の再生から心地
よい庭づくり）

造園家
天野　勝美

庭をリガーデンしましょう
12 12（水） 20 3002 6（水） 与景な庭をつくりましょう

3 6（水） 住宅の環境を良くする庭づくり

●専門講座　午前 10時～ 12時
バラ・クリスマスローズなど季節の植物の育て方についてさらに深く学びたい方にお勧めの年間講座です！
※別途材料費の必要なものについては事前にお知らせします。     

●花育講座　午前 10時～ 12時　※無くなり次第終了
※対象：小学生以下のこどもと保護者（父母、祖父母）※事前申込みで定員に満たない場合、当日会場で受付を実施します。

花のボランティアの指導のもと、こどもたちと植物にふれて、自然を慈しむ心を育てることを目的にしています。
実施月日 講　　座　　名 講　　師 内　　　　　　　　容 申込開始日 定員 参加費

9 1（土）多肉植物のミニ寄せ植え
西山公園　花のボランティア
花の輪西山　会員

多肉植物を使ったミニ寄せ植えづくり
（鉢） 8 8（水） 50 組 600

11 24（土）クリスマスのミニ寄せ植え
西山公園　花のボランティア
花の輪西山　会員

クリスマスのミニ寄せ植えづくり（鉢） 10 24（水） 50 組 600

●ステップアップ講座　午前10時～12時
　花づくりに必要な知識や技術全般を順を追ってひととおり学べる10回講座です。地域での花づくり活動などにも役立てていただけます。
　※参加費 1,000 円（別途材料費の必要なものについては事前にお知らせします。）

花と緑のまちづくりを推進するため、市民で構成されたグループ（受講者10人以上）で開催する園芸講座に対し、講師を無料で派
遣します。
○対象講座　草花の育て方・増やし方、寄せ植えづくり（ハンギングバスケット・鉢）、樹木（果樹を含む）の植栽や剪定などの管理ほか
○対　　象　こども会、高齢者クラブ、自治区、小中学校ＰＴＡ、自主グループなど
○対象期間　４月から翌年２月開催講座まで。※予算が無くなり次第終了
○利用回数　１団体／年２回まで
○派遣場所　市内
○申込期限　講座開催希望日の１か月前まで
○申込方法　所定の申請書（ホームページに掲載）で西山公園に直接持参又は郵送
○問 合 せ　花のあるまちづくり協議会事務局（西山公園内）電話：31－2108 ／ E-mail：info@toyota-hana-midori.net

●草花種子配布　　年２回　実施 ※なくなり次第終了です    
種　　子 配　　布　　時　　期 配　　布　　場　　所

春まき種子 4月10日（火）～ 　　　　市役所受付、支所、出張所、西部コミュニティセンター 
　　　　交流館、西山公園、鞍ケ池公園秋まき種子 9月11日（火）～

実施月日 講　　　　師 内　　　　　容 申込開始日 定員

7
12（木）緑の相談員谷澤　隆 植物の基礎知識と草花管理の方法・病害虫対策

6／13（水） 20

26（木）ガーデナー 天野　麻里絵 花壇づくりの手順

9
6（木）緑の相談員 谷澤　隆 

苗づくり（種まき） 
（※材料費　500 円）

26（水）ガーデナー 天野　麻里絵 花壇のメンテナンス

10
11（木）造園家 天野　勝美 花壇づくりの手順とデザイン（公共花壇）

25（木）緑の相談員 谷澤　隆 
秋植え球根の育て方 
（※材料費　500 円）

11
1（木）緑の相談員 谷澤　隆 土の組成と花壇の土づくり

14（水）造園家 天野　勝美 花壇の制作（公共花壇）

12
6（木）（一社）日本ハンギングバスケット協会マスター佐橋　千恵子

花飾り（寄せ植えづくり） 
（※材料費　２,000 円）

13（木）（一社）日本ハンギングバスケット協会マスター中根　佐知子
花飾り（ハンギングバスケットづくり） 
（※材料費　２,000 円）

●「花と緑のまちづくり」講座講師派遣制度

○対　　象　市民
○申込方法　申込開始日の午前９時から電話（31-2108）で先着順に受付
　　　　　　※初日は申込１回につき１人のみ受付
○受付時間　午前９時から午後５時　※祝日を除く月曜日は休園
　　　　　　※花育講座については、事前申込で定員に満たない場合、開催日に会場で受付します。
○開催場所　西山公園（西山町５－１）
○そ の 他　・各講座の詳細（持ち物など）について、申込時の電話でご案内します。
　　　　　　・天候など諸事情により、変更又は中止となる場合がありますのでご了承ください。
　　　　　　・各種講座について「広報とよた」「ホームページ」に掲載　　http://toyota-hana-midori.net/

●お申込のご案内

●花とみどりの相談　時間：午前９時～12時・午後１時～４時

相　　　談　　　日 内　　　　　　　　　容 そ　　　　の　　　　他

月曜日を除く毎日
（祝日は相談可）

午前9時～12時、午後1時～4時

花と緑に関する相談にお答えします 
　・草花の管理（植付・育て方・種まき・挿し木） 
　・庭づくり（土づくり・施肥・デザイン） 
　・植物全般の病害虫防除 
　・庭木（果樹を含む）の管理（植付・育て方・剪定）など

電話やEメールによる相談も受け付けます。

TEL（0565）31－2108

E-mail：nishiyama-kouen@city.toyota.
aichi.jp

－　西山公園緑の相談所にて相談員がお答えします　ー
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平成30年度　講座予定表

実施月日 講　　座　　名 　講　　　　　師 内　　　　　　　　容 申込開始日 定員 参加費

6 27（水）あじさいの育て方 緑の相談員
谷澤　隆

あじさいの増やし方（挿し木）
と鉢植えの楽しみ方 ５ 8（火） 20 1,600

7
4（水）花木の挿し木 緑の相談員／樹木医

外山　有一
管理の楽な密閉挿しについて
講義・実習

6
5（火） 20 500

5（木）観葉植物の寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
天野　榮子

カラーリーフの寄せ植えを楽し
む（鉢植え） 12（火） 20 1,600

9 14（金）多肉植物の寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
小山　俶江

多肉植物の寄せ植えづくりと
育て方（鉢植え） 8 7（火） 20 3,100

10 19（金）ホームフルーツの楽しみ方 緑の相談員
谷澤　隆

果樹を鉢植えで楽しむ
育て方と管理 9 11（火） 30 2,100

11

6（火）バラの育て方 西山公園職員
森田　博行 冬から春の管理について

10

9（火） 30 100

10（土）庭木の剪定 造園家
伊藤　芳浩

庭木（果樹）の剪定について
講義・実習 16（火） 30 100

29（木）クリスマスの寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
後藤　嘉子

リング型バスケットの
寄せ植えづくり（壁掛け） 23（火） 20 3,600

12 5（水）迎春の寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
沖田　千代子

ハンギングバスケットの寄せ植
えづくり（壁掛け） 11 6（火） 20 3,100

1 18（金）クリスマスローズの寄せ植え （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
天野　榮子

クリスマスローズの
寄せ植えづくり（鉢植え） 12 11（火） 20 3,600

植物の育て方、飾り方、庭木の管理など園芸全般の基礎講座です！また、興味のある講座を選んで参加することができます！

●花とみどりの講座　午前 10時～ 12時

実施月日 講　　座　　名 講　　師 内　　　　　　　　容 申込開始日 定員 参加費
6 28（木）

花便り
（季節の植物の育て方）

緑の相談員
谷澤　隆

ハイビスカス　（材料費／ 500 円）

5 9（水） 30 400
8 2（木） アンスリウム　（材料費／ 500 円）
11 8（木） ポインセチア　（材料費／ 500 円）

2 7（木） 前田ナーセリー
前田　和昭 ツバキ　　　　（材料費／ 500 円）

10 3（水）

花飾り
（季節の寄せ植え）

（一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
沖田　千代子

秋の寄せ植え（ハンギングバスケット）
（材料費／ 3,500 円）

9

5（水） 20 30011 21（水） （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
山口　スミ

クリスマスの寄せ植え（鉢）
（材料費／ 3,500 円）

3 13（水） （一社）日本ハンギングバスケット協会マスター
神谷　有里

春の寄せ植え（リング型バスケット）
（材料費／ 3,500 円）

10 10（水）
クリスマスローズ暦 緑の相談員

谷澤　隆

種まきと植替え
12（水） 30 30012 19（水） 冬の手入れ　（古葉取り、マルチング）

2 13（水） 苗の鉢植え　（材料費 500 円）
10 17（水）秋からのゆっくり

ガーデニング
ガーデナー
天野　麻里絵

ちいさなお庭の植栽植物の提案
19（水） 20 200

11 28（水） お庭づくり（植栽）
12 1（土）

バラのある暮らし 西山公園職員
森田　博行

ツルバラの剪定
11 7（水） 30 3001 12（土） 冬の管理（寒肥他）

2 2（土） バラの増やし方　　（材料費／ 500 円）
1 16（水）庭づくりステップアップ

（お庭の再生から心地
よい庭づくり）

造園家
天野　勝美

庭をリガーデンしましょう
12 12（水） 20 3002 6（水） 与景な庭をつくりましょう

3 6（水） 住宅の環境を良くする庭づくり

●専門講座　午前 10時～ 12時
バラ・クリスマスローズなど季節の植物の育て方についてさらに深く学びたい方にお勧めの年間講座です！
※別途材料費の必要なものについては事前にお知らせします。     

●花育講座　午前 10時～ 12時　※無くなり次第終了
※対象：小学生以下のこどもと保護者（父母、祖父母）※事前申込みで定員に満たない場合、当日会場で受付を実施します。

花のボランティアの指導のもと、こどもたちと植物にふれて、自然を慈しむ心を育てることを目的にしています。
実施月日 講　　座　　名 講　　師 内　　　　　　　　容 申込開始日 定員 参加費

9 1（土）多肉植物のミニ寄せ植え
西山公園　花のボランティア
花の輪西山　会員

多肉植物を使ったミニ寄せ植えづくり
（鉢） 8 8（水） 50 組 600

11 24（土）クリスマスのミニ寄せ植え
西山公園　花のボランティア
花の輪西山　会員

クリスマスのミニ寄せ植えづくり（鉢） 10 24（水） 50 組 600

●ステップアップ講座　午前10時～12時
　花づくりに必要な知識や技術全般を順を追ってひととおり学べる10回講座です。地域での花づくり活動などにも役立てていただけます。
　※参加費 1,000 円（別途材料費の必要なものについては事前にお知らせします。）

花と緑のまちづくりを推進するため、市民で構成されたグループ（受講者10人以上）で開催する園芸講座に対し、講師を無料で派
遣します。
○対象講座　草花の育て方・増やし方、寄せ植えづくり（ハンギングバスケット・鉢）、樹木（果樹を含む）の植栽や剪定などの管理ほか
○対　　象　こども会、高齢者クラブ、自治区、小中学校ＰＴＡ、自主グループなど
○対象期間　４月から翌年２月開催講座まで。※予算が無くなり次第終了
○利用回数　１団体／年２回まで
○派遣場所　市内
○申込期限　講座開催希望日の１か月前まで
○申込方法　所定の申請書（ホームページに掲載）で西山公園に直接持参又は郵送
○問 合 せ　花のあるまちづくり協議会事務局（西山公園内）電話：31－2108 ／ E-mail：info@toyota-hana-midori.net

●草花種子配布　　年２回　実施 ※なくなり次第終了です    
種　　子 配　　布　　時　　期 配　　布　　場　　所

春まき種子 4月10日（火）～ 　　　　市役所受付、支所、出張所、西部コミュニティセンター 
　　　　交流館、西山公園、鞍ケ池公園秋まき種子 9月11日（火）～

実施月日 講　　　　師 内　　　　　容 申込開始日 定員

7
12（木）緑の相談員谷澤　隆 植物の基礎知識と草花管理の方法・病害虫対策

6／13（水） 20

26（木）ガーデナー 天野　麻里絵 花壇づくりの手順

9
6（木）緑の相談員 谷澤　隆 

苗づくり（種まき） 
（※材料費　500 円）

26（水）ガーデナー 天野　麻里絵 花壇のメンテナンス

10
11（木）造園家 天野　勝美 花壇づくりの手順とデザイン（公共花壇）

25（木）緑の相談員 谷澤　隆 
秋植え球根の育て方 
（※材料費　500 円）

11
1（木）緑の相談員 谷澤　隆 土の組成と花壇の土づくり

14（水）造園家 天野　勝美 花壇の制作（公共花壇）

12
6（木）（一社）日本ハンギングバスケット協会マスター佐橋　千恵子

花飾り（寄せ植えづくり） 
（※材料費　２,000 円）

13（木）（一社）日本ハンギングバスケット協会マスター中根　佐知子
花飾り（ハンギングバスケットづくり） 
（※材料費　２,000 円）

●「花と緑のまちづくり」講座講師派遣制度

○対　　象　市民
○申込方法　申込開始日の午前９時から電話（31-2108）で先着順に受付
　　　　　　※初日は申込１回につき１人のみ受付
○受付時間　午前９時から午後５時　※祝日を除く月曜日は休園
　　　　　　※花育講座については、事前申込で定員に満たない場合、開催日に会場で受付します。
○開催場所　西山公園（西山町５－１）
○そ の 他　・各講座の詳細（持ち物など）について、申込時の電話でご案内します。
　　　　　　・天候など諸事情により、変更又は中止となる場合がありますのでご了承ください。
　　　　　　・各種講座について「広報とよた」「ホームページ」に掲載　　http://toyota-hana-midori.net/

●お申込のご案内

●花とみどりの相談　時間：午前９時～12時・午後１時～４時

相　　　談　　　日 内　　　　　　　　　容 そ　　　　の　　　　他

月曜日を除く毎日
（祝日は相談可）

午前9時～12時、午後1時～4時

花と緑に関する相談にお答えします 
　・草花の管理（植付・育て方・種まき・挿し木） 
　・庭づくり（土づくり・施肥・デザイン） 
　・植物全般の病害虫防除 
　・庭木（果樹を含む）の管理（植付・育て方・剪定）など

電話やEメールによる相談も受け付けます。

TEL（0565）31－2108

E-mail：nishiyama-kouen@city.toyota.
aichi.jp

－　西山公園緑の相談所にて相談員がお答えします　ー



●展示会　　時　間：午前９時～午後４時　　場　所：豊田市西山公園　
期　　間 内　　　　容 出　　　展　　　者

７／28（土）・29（日） 　山野草展示・ 販売 　豊田蘭友会

９／１（土）・２（日） 　秋の山野草展示・販売 　豊田蘭友会

10／６（土）・７（日） 　山野草展示・販売 　豊田山草会

10／13（土）・14（日） 　さつき盆栽展示 　豊田さつき会

10／20（土）・21（日） 　小品盆栽展示・販売 　豊田小品盆栽会

10／27（土）・28（日） 　山野草・盆栽展示・ 販売 　豊田緑化センター友の会

11／10（土）・11（日） 　山野草展示・販売 　豊田蘭友会

２／２（土）・３（日） 　寒葵と早春の山野草展示・販売 　豊田蘭友会

３／10(日）   

※午前10時～午後３時
　生け花・茶・書のつどい 　清　風　会

毎月　5日間程度 　四季の生け花展示 　清　風　会

〒471－0062 豊田市西山町５丁目1番地
TEL（０５６５）３１－２１０８
FAX（０５６５）３３－８７１８
E-mail info＠toyota-hana-midori.net
URL http://toyota-hana-midori.net/

開園時間　午前9時～午後5時
　　　　　入園無料　駐車場50台

休 園 日　毎週月曜日（祝日を除く）
　　　　　年末年始（12月28日～1月4日）

未来につなぐ
　花と緑のまちづくり

お問合せ

豊田市西山公園

ご案内

豊田市西山公園

花のあるまちづくり協議会事務局

2013.3 発行

平成30年度

西 山 公 園

花 みどりと
講座の

バラ園 ハス池

四季の花園




