
中央公園緑の相談所 行事案内

展示・催物 講 座

期間 展示会・催物名 共催団体 日時 講座名 講師名 材料代 定員

 2(木)～ 6(月) 花と風景画展 四季遊遊会

 9(木)～12(日) 心つなぐ絵手紙展 絵手紙友遊会

17(金)～19(日) 栃木県小品盆栽展 栃木県小品盆栽会 19(日) 10:00 マツの手入れ入門 栃木県造園建設業協同組合  樹木医 斎藤 健寿 なし ３０

24(金)～26(日) ツツジ・シャクナゲ展 日本ツツジ・シャクナゲ協会栃木支部 25(土) 10:00 苗から育てる夏野菜 園芸研究家　北条 雅章 なし ３０

 2(土)～ 5(火) 友の会　春の展示会 緑の相談所友の会　宇都宮支部  2(土) 10:00 楽しい菊づくり① 栃木県掬粋会  中村 透・増田 正光 なし ３０

 4(月)～ 5(火) グリーン・バザール 緑の相談所友の会　宇都宮支部  3(日) 随時※ エアープランツの壁掛け 緑の相談員 ¥1,000 ３０

16(土)～18(月) 初夏のいけばな展 華道松翠流　

21(木)～24(日) 春の山野草展 栃木県山草会　草友会　 24(日) 10:00 山野草の上手な育て方 栃木県山草会　野中 章光 ¥1,000 ２０

29(金)～31(日) 創作生花展 栃木県草月流翠会 

 5(金)～ 7(日) 斑入り植物展 栃木県斑入り植物愛好会

11(木)～14(日) サツキ展 栃木県皐月会宇都宮支部  14(日) 10:00 春のサツキ盆栽の手入れ 栃木県皐月会宇都宮支部  宇賀神 一男 なし ３０

20(土)～28(日) ウチョウラン展 宇都宮ウチョウラン愛好会 21(日) 10:00 ウチョウランの上手な育て方 宇都宮ウチョウラン愛好会　粕谷 次利 ¥500 ３０

 4(土) 10:00 楽しい菊づくり② 栃木県掬粋会  中村 透・増田 正光 なし ３０

 5(日) 10:00 ハーブの楽しみとラベンダースティック ハーブ研究家　茂木 ミイ ¥500 ３０

11(土)～12(日) 竜神つた展 竜神つた愛好会 

16(木)～19(日) 人と人をつなぐ絵手紙展 緑の会

22(水)～26(日) 花のおしばな絵画展 ふしぎな花倶楽部 26(日) 随時※ 夏休み木の実の工作づくり 緑の相談員 なし 小学生 ３０

27(月)～8/23(日) 木の実の工作展  2(日) 10:00 藍の生葉染めを楽しもう ラッピング協会講師  高橋 純美子 ¥2,000 １５

30(木)～8/10(月) 竹はり絵展 竹友会

20(木)～23(日) 緑のアート展 下野愛書会　

27(木)～30(日) 草花絵画展 草丘会 29(土) 10:00 タネから育てる秋冬野菜 園芸研究家　北条 雅章 なし ３０

29(土)～30(日) 蓮の生け花展 宇都宮城跡蓮池再生検討委員会

 5(土) 10:00 楽しい菊づくり③ 栃木県掬粋会  中村 透・増田 正光 なし ３０

 6(日)　9:00 やさしい竹工芸 竹工芸家  平沢 登 ¥1,500 ３０

10(木)～13(日) 秋の山野草展 栃木県山草会  草友会　 13(日) 10:00 秋の七草に親しもう 緑の相談員 ¥2,000 ２０

18(金)～21(月) イワヒバ展 栃木県栃の葉巻柏会　 19(土) 10:00 イワヒバの上手な育て方 栃木県栃の葉巻柏会　鈴木 喜久男 なし ３０

24(木)～27(日) 友の会　秋の展示会 緑の相談所友の会　宇都宮支部 27(日) 10:00 小品・五葉松盆栽の手入れ 松壽園　大橋 和廣 なし ３０

26(土)～27(日) グリーン・バザール 緑の相談所友の会　宇都宮支部 

８

サボテン・多肉植物展 ＳＯ２サボ・タニの会

６

７

令和２年度 （２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）

入場時間は９：００～１６：１５で、１６：３０には閉館します。 
展示の最終日には、片付けのため早めに終了することがあります。 月

開講1ヶ月前から受け付けます。相談所窓口、電話、ホームページの申し込みフォームでお申込み下さい。
開講時間は記載の時間から１２：００までです。
※「随時」の場合は、９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００の随時受け付けます。

４

 2(水)～ 7(月) 竹工芸展 青竹の会　　

５

９

 2(木)～ 5(日)



展示・催物 講 座

期間 展示会・催物名 共催団体 日時 講座名 講師名 材料代 定員

 1(木)～ 4(日) サツキ盆栽展 栃木県皐月会宇都宮支部   4(日) 10:00 秋のサツキ盆栽の手入れ 栃木県皐月会宇都宮支部  宇賀神 一男 なし ３０

 9(金)～11(日) 栃木県小品盆栽展 栃木県小品盆栽会 11(日）10:00 多肉植物のタブロー ガーデンうさぎ　小原 みどり ¥1,500 ３０

 8(日) 10:00 菊花鑑賞と菊栽培入門 栃木県掬粋会 手塚茂男・永嶋寿雄 なし ３０

15(日) 10:00 冬の庭木の剪定 栃木県造園建設業協同組合  樹木医 斎藤 健寿 なし ３０

21(土)～22(日) 寒蘭展 下野愛蘭会 21(土) 10:00 ミニハボタンのリース 緑の相談員 ¥2,500 ２０

26(木)～29(日) 洋ラン展 宇都宮蘭友会 29(日) 10:00 洋ランの楽しみ方 宇都宮蘭友会  柚洞 敏則 ¥500 ３０

 5(土)～ 7(月) 高等学校生花美術展 栃木県高等学校文化連盟  6(日)  9:00 クリスマスリースを作ろう ラッピング協会講師  高橋 純美子 ¥2,000 ３０

13(日) 10:00 松竹梅の寄せ植え 鹿沼市花木センター 川田 徹 ¥3,500 ３０

20(日)  9:00 正月を迎えるしめ縄を作ろう しめ縄づくり愛好会　若林 秀世 ¥2,000 ３０

26(土) 10:00 お正月のおもてなしフラワーアレンジ フローラリエ　川内 理枝 ¥2,000 １５

 7(木)～11(月) ボタニカルアート展 うつのみや野の花の会

16(土) 10:00 ドライフラワーのスワッグ ガーデンうさぎ　小原 みどり ¥2,000 ３０

31(日) 10:00 寒竹ざるを作ろう しめ縄づくり愛好会　若林 秀世 ¥1,000 １０

 4(木)～ 7(日) 四季の絵画展 クローバー彩  7(日) 10:00 春の庭木の剪定 栃木県造園建設業協同組合  樹木医 斎藤 健寿 なし ３０

21(日) 10:00 プリザーブドフラワーのコサージュ フローラリエ　川内 理枝 ¥1,500 ３０

 4(木)～ 8(月) おりがみ色紙展 まーぶる

12(金)～14(日) ツバキ展 宇都宮ツバキ愛好会

13(土)～14(日) 春ラン展 下野愛蘭会 

18(木)～21(日) 春のガーデニング展 とちぎ花はなクラブ 20(土) 10:00 春の寄せ植え ガーデンうさぎ　小原 みどり ¥2,500 ３０

25(木)～28(日) 友の会 春の山野草・盆栽展 緑の相談所友の会　宇都宮支部 

栃木県中央公園 緑の相談所
休館日：火曜日（祝休日の場合は翌平日休館です）　年末年始

〒320-0865　宇都宮市睦町２-５０　 TEL　０２８－６３６－７６２１

http://www.t-chuokoen.jp/ 📨　green02@t-chuokoen.jp

10(木)～28(月) むつみの花　写真展 栃木県造園建設業協同組合
１２

開講1ヶ月前から受け付けます。相談所窓口、電話、ホームページの申し込みフォームでお申込み下さい。
開講時間は記載の時間から１２：００までです。

１０

１１

 1(日)～15(日) 菊花展 栃木県掬粋会 

入場時間は９：００～１６：１５で、１６：３０には閉館します。
展示の最終日には、片付けのため早めに終了することがあります。 月

３

第43回小学生公園絵画　　　　
入賞作品展

11(木)～23(火) 栃木県公園事務所
２

１
14(木)～31(日) 中央公園回顧写真展 栃木県造園建設業協同組合

＊緑の相談所友の会会員募集＊
園芸及び都市緑化に関する知識を培い会員相互の親睦をはかり、

緑豊かな生活環境に寄与するものです。

受 付：緑の相談所（随時）

会 費：個人会員 年額 1,500円（入会金500円)

家族会員 年額 2,500円（入会金500円）


