
１　各年度集計表

年度 事業区分 計画 実績
うち花育に
係る事業

イベント 35回 35回 5回

展示会 73回 71回 3回

園芸教室・ワークショップ 79回 79回 20回

ガイドツアー 35回 35回 0回

イベント 69回 65回 2回

展示会 72回 64回 4回

園芸教室・ワークショップ 79回 77回 25回

ガイドツアー 18回 16回 0回

イベント 70回 38回 1回

展示会 74回 35回 1回

園芸教室・ワークショップ 69回 27回 10回

ガイドツアー 15回 6回 0回

平成30年度

平成31年度

令和２年度

利用促進に関する業務実績

別添５



２　平成30年度利用促進に関する業務実績
　(1)　イベント

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1
リニューアルオープンセレモ
ニー

4/1のリニューアルオープン時に関係者による
テープカット＆挨拶。

4/1 FREE

4/1のリニューアルオープンに併せ、オープンニングセレモ
ニーを行った。神奈川県の浅羽義里副知事、松尾崇鎌倉
市長、当園園長によるテープカット、ご挨拶の講演をいただ
いた。その外にも多くのご来賓の方に出席いただき、晴れ
の日にふさわしいスタートとなった。

2 クラシック音楽ステージ リニューアルを彩るクラシック音楽ステージ。 4/1 FREE
4/1のリニューアル記念のコンサートステージ。新しいオー
プンを華やかに彩り多くの方に楽しんでいただけた。

3 キッズジャズステージ 小学生によるビックバンドコンサート 4/1 FREE
迫力のある小学生のコンサートはオープニングを華やかに
し、多くのかたから人気となっていた。

4 フラダンスステージ 植物園を彩りを加えるダンスステージ 4/1 FREE

リニューアルイベントとしてNa Pua Melia Hula Studioによる
フラダンスステージを開催。暖かい芝生広場で優雅に踊る
姿はお客様を魅了し、多くの観覧、拍手をいただいた。ご観
覧いただいているお子様にステージに出てきていただいて
一緒に踊るミニフラダンスレッスンは笑いありと特に楽しん
でいただける内容だった。

5
プリザーブドアレンジメント
講習

プリザーブドフラワーを使用したフラワーアレン
ジメント

4/1 FREE

リニューアルイベントの一つとして、プリザーブドフラワーを
使ったアレンジメント講習会を実施。プリザーブドフラワーを
使ったイベントはフラワーセンター実施回数が少なかった
ため、当日募集にもかかわらず、多くの参加者がいらっしゃ
り、午前午後とも満席となった。参加者の多くはまたやりた
い、かわいくできたと好評だった。

6 県立キャラクター登場
リニューアルオープン記念として県内のゆる
キャラが登場し園内を彩ります。

4/1 FREE

オープニングイベントに併せ、県のゆるキャラの登場イベン
トを行った。県のゆるキャラである、かながわキンタロウ、
かながわしずくちゃんが登場すると、子供たちが多く集ま
り、列ができるほど、大人気だった。

7 鎌倉野菜の販売 人気の鎌倉野菜の販売コーナー 4/1 FREE

フラワーセンターのリニューアルイベントとして、玉縄女性
の会による鎌倉野菜の販売会を実施。販売前から多くの行
列ができ、販売から数分で完売する人気ぶりだった。

8 ケータリングカー 植物に囲まれながら食事ができるコーナー 4/1 FREE

リニューアルイベントに併せ、ケータリングカーを園内に配
置。クレープや軽食は子供から大人に人気で常に行列が
できる人気ぶりだった。

9 花鉢プレゼント
リニューアルオープン記念として来園されたお
客様にプレゼントを行う。

4/1 FREE

リニューアルオープン記念として、先着300名の方に花鉢の
プレゼントを実施。整理券はすぐに配布が終了し、色とりど
りのなでしこのお花は多くの方に喜んでいただけた。

10
こいのぼりにみんなで色を
つけてフラワーセンターに
かざろう

こどもの日にあわせイベントを実施。 5/4～5/5 60名
こどもの日に併せ、大きなこいのぼりに色を塗ってフラワー
センターに飾る体験を実施。

〇

11 シャクヤク総選挙
人気のシャクヤクの中でナンバー１を決めるコ
ンテスト

5/12～5/13 240名

園内の大船系シャクヤクの中から１番人気を決めるシャク
ヤク総選挙を実施。お客様やマスコミ関係の方から一番珍
しいシャクヤクを尋ねられることが多かったため、今年人気
第一位をお客様投票によって決めることとした。２日間の開
催だったが、240名の方に投票いただけ、好評だった。

12 ローズティーのふるまい バラの開花記念として香りを感じてもらう。 5/12～5/13 400名

バラ開花記念として、バラ園鑑賞中の皆様にローズティー
のふるまいを実施。設置したとき方多くのお客様にご試飲
いただき、「うれしい」「おいしい」など数多くの意見をいただ
いた。
用意した分は３０分ほどですべてなくなる人気ぶりだった。

13
バラ開花記念特別コンサー
ト

バラの楽曲を集めたコンサート 5/20 320名

バラ開花記念として、バラに関連した内容の音楽を中心と
したフルートのコンサートを開催。芝生広場で行ったコン
サートは220名ほどの人にご観覧いただき大好評となった。
午後は風が強かったため、グリーンハウス内で行った。グ
リーンハウス内では音が響き、観客を魅了していた。

14 夏休みしぜん観察会 園内の植物や昆虫を観察してまわります。 7/26 12組

夏休みが始まった小学生を対象に園内の植物と昆虫など
の生物を一緒に観察する「夏休みしぜん観察会」を開催し
た。クスノキの長さの計測や生き物の観察などみな真剣に
取り組んでいただけた。

〇

15 オリジナルうちわづくり 夜間開園特別イベント 8/18 25名

夏の夜間開園に来た子供たちを対象に、オリジナルのうち
わづくりを開催。夜間開園に来た思い出やお花を描いてく
れた子が多く、子供たちが夜間開園を楽しんでいただいた
様子が
わかることができた。

〇

16 ケーナを作ろう アンデスの民族を音楽を作って演奏しよう 7/29 30名

アンデスの楽器ケーナをつくり、演奏するイベント「ケーナを
作ろう」を開催。予約の時点で満席となるほどの人気のイ
ベントで、特に大人の方が多い印象だった。自分で製作し
たものを演奏することは達成感があると多くの方が満足し
ていただけた。

〇

17
図説「モーツァルト３大オペ
ラを聴く」

大人の自由研究 8/25 30名

夏休みは子供向けのイベントが多いため、大人向けのオペ
ライベントを展開。オペラの物語を読み上げながら、その
時々にでてくるシーンをソプラノとピアノで奏でる姿は圧巻
であり、一曲が終わるたびに大きな拍手が上がった。

〇

18 敬老の日プレゼント
敬老の日にご来園いただいたお客様にちょっと
うれしいプレゼント

6/17 600名

敬老の日に向けて60歳以上の来園していただいたお客様
を優先でハーブティーの配布を行った。各日２００個用意し
ていたが、午前中にはなくなる人気で、季節ごとにこうゆう
イベントを行ってほしいという
　意見も多かった。

19
インスタグラム投稿キャン
ペーン

SNSを利用したキャンペーンを実施。 9/1～3/31 FREE
インスタグラムの投稿画面で「♯大船フラワーセンター」を
つけて投稿いただくとポストカードをプレゼントするキャン
ペーンを実施。

計画 実績



20 フラワーセンターヨガ① 植物に囲まれながら行うヨガ体験 10/27 6名

秋の心地よい季節にお花に囲まれながら体を動かすことを
目的としたヨガのイベントを開催。当日は芝生広場を予定し
ていたが、雨天のため急遽グリーンハウスでの開催となっ
たが、美しいスイレンや滝の音にリフレッシュされとてもよ
い雰囲気で、講師の方や参加者の方からも好評だった。

21 フラワーセンターヨガ② 植物に囲まれながら行うヨガ体験 11/18 7名

秋の心地よい季節にお花に囲まれながら体を動かすことを
目的としたヨガのイベントを開催。当日は芝生広場を予定し
ていたが、雨天のため急遽グリーンハウスでの開催となっ
たが、美しいスイレンや滝の音にリフレッシュされとてもよ
い雰囲気で、講師の方や参加者の方からも好評だった。

22 フラワーセンターヨガ③ 植物に囲まれながら行うヨガ体験 12/16 8名

秋の心地よい季節にお花に囲まれながら体を動かすことを
目的としたヨガのイベントを開催。当日は芝生広場を予定し
ていたが、雨天のため急遽グリーンハウスでの開催となっ
たが、美しいスイレンや滝の音にリフレッシュされとてもよ
い雰囲気で、講師の方や参加者の方からも好評だった。

23 フラワーカーニバル フラワーセンター最大のイベント 10/20・10/21 6108名
ハロウィンをテーマにフラワーセンター園内のすべてを使
用したイベントを開催2日間で6000名を超えるお客様にご
来園いただけた。

24 バラコンサート バラをテーマとしたコンサート 11/3 131名

秋バラの見ごろの時期に併せ、バラの楽曲を集めたクラ
シックコンサートステージを開催。ステージが始まる前には
演者自ら来園したお客様にお声がけなどをしていただいた
ためか、予定していた席数は開園前に埋まり立ち見がでる
ほどの人気だった。

25 カレンダープレゼント クリスマス記念としてカレンダーを配布 12/22 112名

冬の開園時間延長イベントにあわせ、大船フラワーセン
ターの毎月の見ごろの花の写真を掲載して製作したオリジ
ナルカレンダーを先着１００名様に配布した。当日はあいに
くのお天気だったが、園内で待っていていただけるお客様
もいらっしゃった。

26 ライトアップコンサート 夜間開園記念コンサート 12/22 52名

冬の開園時間延長イベントの一つとして、グリーンハウス
内でアンサンブル・レリー木管三重奏によるコンサートを実
施。時間には多くのお客様がいらっしゃっていただき、用意
していた座席がなくなるほどの人気であった。寒い中席を
立たず最後まで聞いていただけるお客様が多くとても好評
だった。

27 クリスマスコンサート クリスマスの楽曲のコンサート 12/24 102名

１２月２４日のクリスマスイヴにヴァイオリンのアンサンブル
コンサートを実施。月１回コンサートを行っているため、毎
回楽しみにしていただくお客様が多く、今回も午前午後とも
席の大半が埋まるほどの人気だった。内容もクリスマスの
親しみやすい曲が中心で最後にはアンコールがおこるな
ど、とても好評だった。

28 七草がゆでおもてなし 季節のおもてなし 1/6 65名

園内のレストハウスと協力し、七草がゆのふるまいイベント
を実施。寒さが強かったため、お客様の入りがゆるやかで
あったが、寒い中で「季節のお粥が食べれてうれしい」など
おいしかったといっていただける方がほとんどであった。

29 新春コンサート 新春を彩るコンサートステージ 1/14 140名
新春を彩るジャズのコンサートステージ。午前午後の回共
に満席で大変好評だった。

30 節分の日ふるまい
節分にあわせ来園されたお客様へ豆のプレゼ
ント

2/3 400名
来園者先着４００名に「まめや」の豆パックをプレゼントし、
好評のうちに終了。

31 バレンタインコンサート バレンタインに贈るコンサートステージ 2/11 75名
金菅五重奏によるコンサートを実施。迫力のある音楽に魅
了されていた。

32
カカオからつくるチョコレート
の実演

カカオ豆からチョコレートつくりかたを紹介する。 2/16 47名
実際のカカオ豆を焙煎しチョコレートができるまでを紹介し
た講座。

33 乗馬体験 鎌倉馬いる街プロジェクトとの連携プロジェクト 3/3 32名
雨天のため小規模開催。全体の入園者数が少なかった
が、はじめてにしてはよいテスト開催となった。

34 フラワーコンサート フラワーセンターで開催するコンサートステージ 3/31 125名
和の「箏」と西洋の「ピアノ」を掛け合わせたコンサートを実
施。お客様からは最後に感動したと伝えてきていただくお
客様がいるなどとても好評だった。

35
フラワーセンターフォトコン
テスト

フラワーセンター内で撮影した写真を対象とし
た写真コンテストの開催

3/1～8/12 FREE
2月より写真の募集を開始。次年度の8月まで開催し、優秀
作品を選出する。

　（2）　展示会

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1
「フラワーセンター四季」写
真展・春編

国際写真家が選定したフラワーセンター内で撮
影された春の写真を中心とした展示会

4/1～4/15 FREE
フラワーセンターで撮影した写真を集めた展示会を開催.例
年の約３倍となる7896名の方に観覧いただくことができ、お
客様からは「感動した」という意見があった。

2 春の盆栽展
春の芽吹きを感じることができる盆栽展。販売
会も併せて開催

4/1～4/8 FREE
日本盆栽協会横浜西支部による春の盆栽の展示会を実
施。旧温室での開催は盆栽を知らない方も多く観覧いただ
け、その美しさに足をとめていた。

3
フラワーセンター歴史パネ
ル展

フラワーセンターができてから今に至るまでを
写真にて紹介するパネル展

4/1～4/30 FREE

リニューアルオープンに併せ、農業試験場時代から現在に
至るまでの歴史写真を展示した。年表や写真を熱心にご覧
になる方が多くいらっしゃり、フラワーセンターの関心度の
高さがうかがえた。

4 サクラソウ展　当園展示 当園で育てたサクラソウを紹介する展示会 4/10～4/22 FREE

フラワーセンターで育てたさくらそうの展示会を開催。同じ
ように見えるさくらそうでも一つ一つ違いがあり、遠足で訪
れていた小学生たちは自分好みの形を見つけては遠足の
記録としてスケッチを行っていた。

5 サクラソウ展
江戸時代から武士達の間で栽培されていたと
もされるサクラソウ。愛好家による展示会と販
売会

4/17～4/22 FREE

グリーンハウスで湘南さくらそうの会によるさくらそう展を開
催した。今年から展示場所をグリーンハウスに変更したこと
で、観覧者数はとても多く、反応も上々だった。特に段飾り
のサクラソウは明るい展示場では目を引き、カメラを手にす
る方も多かった。

6 おしば美術展　４月
自然の美しさをありのままの姿で表現できるお
しば。春の花を中心に展示を実施

4/17～5/6 FREE

押し花の展示「おしば美術展」を第一展示場で実施した。
「イチゴなどはどうやって押し花にしているのですか」、「色
がかわらないのはどうしてですか」「きれいですね」といった
質問や感想をいただき、多くの方におしばなの魅力を提供
できた。期間中は自分の好きな押し花をはがきにできるミ
ニ教室、販売会を毎日開催。常ににぎわいをみせていた。

7 えびね展(1) 山の手エビネ会によるえびねの展示会 4/21～4/22 FREE
山の手エビネ会によるエビネ展を開催。美しいエビネに魅
了され、お客様からはとても好評だった。

計画 実績



8 えびね展(2)
多彩な色や香りが魅力的なランであるえびね
の展示会。ミニ教室や販売会なども実施

4/24～4/30 FREE

神奈川えびね会によるえびね展を開催。グリーンハウスで
実施したことにより、子供から大人まで多くの方にご観覧い
ただけ、特に小学生の団体からは「いいにおいのお花」と
夢中になって観察している姿が多くあった。ミニ教室を毎日
実施することで、えびねの魅力を広く紹介することができ
た。

9 色鉛筆植物画展　春 色鉛筆を使って描いた植物画を展示する。 4/28～5/6 FREE

色鉛筆で植物が成長していく姿を描いた展示会を開催し
た。絵具で書いた絵とは違い、植物の細かな部分まで描か
れた作品は多くのお客様の目を引き、近づいてみていただ
けることも多かった。同時にセミナーの募集も行ってため、
多くのお客様にお申込みいただけた。

10 クレマチス展
古くからガーデンプランツとして親しまれている
クレマチスの展示会。愛好会によるミニ教室も
実施

5/1～5/6 FREE

紫の花が美しい湘南クレマチスの会によるクレマチス展を
開催した。グリーンハウスのスロープにクレマチスを一同に
並べたことで、多くの方にご観覧いただけた。また毎日開催
したミニ教室も多くのお客様が訪れていただいた。

11 四季の花・風景写真展 四季の花と風景を併せた写真展を開催 5/8～5/13 FREE

茶苑呑カメラ同好会による四季の花と風景を集めた写真展
を開催した。フラワーセンターで撮った写真を中心とした作
品は多くの方にご観覧いただき、園内撮影にきたお客様は
「どのようにしてこの写真を撮ったんですか」などにぎやか
な展示会となった。

12 サボテン・多肉植物展
若い方から注目度が高いサボテン・多肉植物
の展示会を開催。販売会も併せて開催

5/8～5/13 FREE

グリーンハウス内でサボテン・多肉植物の展示会を行っ
た。最近の多肉植物の影響か、開催当日は開園前から２０
名近くの方が並んでいた。サボテンと多肉は特に若い世代
から人気が高く、週末はグリーンハウスを観覧する人で常
ににぎわっていた。

13 押花作品展
古くは植物標本として活用されていた押花。美
しい自然色のまま表現できる作品を多数展示

5/8～5/13 FREE

神奈川県押花倶楽部による押花の作品展を開催した。本
館１階では紹介とワークショップ、２階では作品の展示を
行った。押花は特に女性の方から人気で、本館に出入りす
る人数も普段より増え、常に賑わいを見せていた。

14 春のバラ展
美しさから多くの人に親しまれるバラ。愛好会
による展示会を実施

5/15～5/20 FREE

湘南バラ会による春のばら展を開催。園内のバラの開花
時期での開催だったため、園内で咲いているバラを見てい
ただいた後に、ご観覧いただく方が多く、飾り方など参考に
されているかたが多くいらっしゃった。

15 初夏の盆栽展 日本の伝統である盆栽の展示会の初夏編 5/15～5/20 FREE

神奈川県盆栽連盟による初夏の盆栽展を開催した。グリー
ンハウスでの展示は若い世代の方からも多くご観覧いただ
き、好評だった。

16 花の絵画展 障害者による花を描いた絵画展 5/15～5/20 FREE

道工房による花の絵画展を開催。当日は実際にその場で
描いていただけるなど、活動を共感していただける方も多
く、多くの方に閲覧いただけた。

17 日本の自生アジサイ展
日本に自生しているヤマアジサイを中心とした
展示会＆ミニ教室

5/22～5/27 FREE

鎌倉アジサイ同好会による日本の自生アジサイ展を開催。
アジサイ展はメディアの目に留まることも多く、新聞やタウ
ンニュースで取り上げられ、初日から多くのお客様にご来
園いただけた。毎日開催したセミナーには３０名以上の方
に参加いただけた。

18 さつき盆栽展（１） さつきを対象とした盆栽展 5/22～5/27 FREE

グリーンハウス内で鎌倉さつき愛好家によるさつき盆栽展
を開催。華やかなさつきにグリーンハウスを通る方は目を
奪われ、展示を閲覧目的以外に訪れた方も作品一つ一つ
をじっくりと御覧になっていた。

19 さつき盆栽展（２） 愛好会によるさつき盆栽を対象とした展示会 5/29～6/3 FREE

第一展示場で日本皐月文化振興会による人気のさつき盆
栽展を開催した。今年は全体的に花が早かったが、この日
に併せ多くの方が訪れていた。

20 ベゴニア展
人気のベゴニアの展示会。展示会に併せ販売
会も実施する。

5/29～6/3 FREE

日本ベゴニア協会湘南支部によるベゴニア展を開催。珍し
いベゴニアの多くにじっくりと御覧になる方が多く、週末は
多くの方でにぎわいを見せていた。

21 花とみどりの写真展 花とみどりを撮影した写真展 6/5～6/17 FREE

自然と花をテーマにした神奈川自然写真の会による花とみ
どりの写真展を開催。四季折々の花の写真展示は人気が
あり、多くのお客様に一枚一枚丁寧にご覧いただけた。

22 初夏の洋ラン展
大きくて美しいものから不思議な形をしたもの
まで、さまざまなランを紹介する展示会

6/12～6/17 FREE

オーキッドクラブによる人気の洋ランの展示会を開催。その
香りと美しさで多くのお客様が足を止めてご観覧いただけ
た。また種から発芽、株分けなどフラスコで一つ一つ展示し
たところお花の成長過程が初めて分かったと多くの方が興
味津々な様子だった。

23 四季の風写真展
デジタルカメラの愛好家による花やみどりを
テーマとした写真展

6/19～6/24 FREE

今年で5回目となるフォトサークル四季の風による写真展を
第一展示場で開催。作品のレベルが非常に高く、園内に撮
影に来ていた多くの方が作品展を観覧し、その撮り方など
をレクチャーされていた。

24 初夏の花写真展 当園で初夏に開花する花を紹介した写真展 6/19～6/24 FREE
ひまわりなど夏に向けた花の写真展を展開。夏はお花が
少ないと思っていいたけど、こんなお花があるのねなど好
評いただいた。

25 花の会写真展 花の美しさにこだわった写真展 6/26～7/4 FREE

神奈川・花の会による花の会写真展を開催。梅雨の時期
に当たったため、観覧人数が伸びない日が続いたが、今年
は去年開催できなかったため、待ち望んで来園されるお客
様もいらっしゃった。

26 七夕飾り 来園者参加型の七夕飾り。 6/26～7/8 FREE

園内エントランスに７月７日の七夕に向けて七夕飾りを設
置した。本館内に無料で短冊を書いていただけるコーナー
を設置したところ、大人から子供まで多くのお客様に喜んで
参加していただけた。

27 ユリの切り花展
冠婚葬祭などのシーンで広く知られているユ
リ。多彩な種類のユリを広く紹介する展示会

7/7～7/16 FREE

第一展示所にてユリの切り花展を開催。今年は深谷市に
協力いただき、深谷市のユリを中心に展示した。色とりどり
の美しいユリに多くの方が、カメラに収めていた。

28 夏の花写真展 夏に開花する花を紹介する写真展 7/18～7/22 FREE

当園で撮影した花の写真を集めて展示を行う夏の花の写
真展を実施。プロの写真家には及ばないが、ご覧いただい
た方は「きれいね、咲いたときがみたいわ」などと言ってい
ただけた。



29 食虫植物展　パート１
珍しい生態の多肉植物とそのしくみを解説を織
り交ぜながら展示する。

7/10～9/9 FREE

夏の展示会として虫を取る姿が人気の食虫植物の展示会
を実施。夏休みの展示期間のため、展示だけではなく、グ
リーンハウス内に食虫植物の捕虫のしくみがわかるミニス
タンプラリー、フォトスポット、捕虫映像ビデオを設置した。

〇

30 食虫植物展　パート２
愛好家が保持している貴重な食虫植物の展示
会

8/14～8/19 FREE

城南食虫の会による食虫植物展を開催。フラワーセンター
で扱っていない種類のものが多く、食虫植物を初めて見る
方や、マニアの方まで期間中は毎日賑わいを見せていた。

〇

31 こども絵画展 こどもが描いた植物画の展示会 8/1～/29 FREE

7月より第一展示場で大船フラワーセンターに遠足にきて
いただいた学校の思い出の作品を展示する絵画展を開
催。絵画展に併せ、おえかきコーナーを設置したところ壁一
面にさまざまな作品を描いて展示いただいた。また展示さ
れた生徒さんが親御さんと一緒に来園され展示をご覧に
なっていただけた。フラワーセンターのオリジナルのおえか
きちょうをお渡ししたところ喜んで受けっとっていただけた。

〇

32
進化生物学研究所との連
携特別展示

一般社団法人進化生物学研究所と連携し、特
別展示会を開催

- - 内容変更により未実施

33 ライヴペインティング
アーティストが旧温室内で植物にインスピレー
ションを受けながら生で絵画を描いていく展示
会

9/11～9/17 FREE
今年度は植物のアート展を開催。
植物をその場で観察し、生で絵を描くライブペインティング
を行い完成するまでの過程を多くのお客様に楽しんでいた

34 世界の植物と文化展 世界の植物と文化を紹介する展示会 2/1～2/24 FREE
バレンタインの時期にあわせ、植物のカカオからどのように
チョコレートができるかを紹介した。関連イベント「カカオか
らつくるチョコレートの実演」含め好評だった。

35 夜間開館記念展示
夜間開館に併せ、ライトアップなどの特別展示
を実施

8/18・8/19・8/25・8/26FREE

夏の夜間開園の特別展示として、ひょうたんをけずり中に
LEDライトを入れてひょうたんを植え付けているエリアに展
示、芝生広場ではろうそくに似たLEDライトを150個以上用
意した。スイレン池では耐水紙を使った光るスイレンを制作
し池に浮かべた。展示は「きれいだね」と言っていただける
方が多く写真を撮ったり、光の道を歩いてみたりするなど好
評だった。

36
「フラワーセンター四季」写
真展・秋編

国際写真家が選定したフラワーセンター内で撮
影された秋の写真を中心とした展示会

9/4～9/17 FREE

春に大変好評いただいた写壇大船による展示会。写真を
園内で撮られたものに限定しているため、展示会でどのよ
うに撮影したか問われている方も多く、撮影目的に来園さ
れた方などから特に好評だった。

37 おしば美術展　9月
自然の美しさをありのままの姿で表現できるお
しば。秋の花を中心に作品を展示する。

9/19～9/30 FREE

春に引き続き湘南おしば会による「おしば美術展」を開催。
秋のコスモスなどのお花を中心に展示してあるため、これ
から実際に開花する植物や今年は台風の影響でまだ開花
していない植物の押し花も多くあり、連日好評だった。

38 神奈川県盆栽展 秋を彩る盆栽の展示会 9/19～9/24 FREE

春に引き続き神奈川県盆栽連盟による秋の盆栽展を開
催。秋の展示は実りのものが多く、盆栽をよく知らないかた
でもその姿が美しいと立ち止まって写真等を撮って観覧し
ている方も多く、好評だった。

39 秋の洋ラン展
愛好家が育てたランの展示会。販売会も併せ
て開催

9/26～9/30 FREE

鎌倉蘭友会による秋の洋ランの展示会をグリーンハウス内
で実施した。開催期間は天候が悪い日が続いてしまった
が、来園されたお客様は部屋に広がる蘭の香りと美しいそ
の姿を楽しんでいただけた。

40 四季の花・風景・写真展 四季の花と風景を併せた写真展を開催 101/～10/14 FREE

春に引き続き、今年二回目となる茶苑呑カメラ同好会によ
る展示会をを実施。作品のレベルが高くこの写真を目当て
に多くの方にご来園いただき、その撮影技術などを質問さ
れる方が多く賑わいを見せていた。

41 サボテン・多肉植物展
若い方から注目度が高いサボテン・多肉植物
の展示会を開催。販売会も併せて実施

10/10～10/14 FREE

春にも人気だった展示会サボテン・多肉植物展示会を実
施。開園前から並んでいる方も多くいらっしゃり、今回も人
気の高さをうかがえた。中でも多肉植物のジオラマの展示
は、子供から大人の方に大人気で多くの方が写真に収め
ていた。

42 おもと展
縁起の良い植物として有名なおもとを集めた展
示会

10/20～10/21 FREE

日本の古典園芸植物である植物「おもと」の展示会を実施
した。展示会が「フラワーカーニバル」の同日だったため、
例年より若い世代の層からも多くご観覧いただけ、「おもと」
という植物を知らない人にその魅力を伝えることができた。

43 菊花大会（切花）
第55回を迎える伝統ある日本の菊栽培の技術
向上と普及を図るために開催する切り花の展
示会

10/28～11/25 FREE
伝統ある菊花大会で一番きれいな状態の菊の１挿しのみ
をあつめた切り花の展示を開催。繊細で美しい花を皆様楽
しみに多くのお客様にご観覧いただけた。

44 菊花大会（盆栽）
第55回を迎える伝統ある日本の菊栽培の技術
向上と普及を図るために開催する盆栽の展示
会

10/28～11/25 FREE

フラワーセンターで一番大きな展示会である「神奈川県菊
花大会」を開催。今年は夏の猛暑や台風の塩害の影響に
より、例年よりも展示数が減ってしまったが、菊花大会の問
い合わせは多く、週末になると多くのお客様が訪れ、休日
に行っているガイドツアーも人気となっている。

45 ハロウィンディスプレー
ハロウィンに向けた仮装コーナーや50㎏にもな
るおばけカボチャの展示を行う。

9/15～10/31 FREE

最大60㎏にもなるおばけカボチャを園内の芝生広場に50
個程置き自由にさわったり、転がしたりできるコーナーを設
置した。迫力のある生のカボチャをさわることができ、多く
のお客様から驚かれた。

46 色鉛筆植物画展　秋 色鉛筆を使って描いた植物画の展示会 10/30～11/25 FREE

色鉛筆で描いた植物画の展示会「色鉛筆植物画展」の秋
編をグリーンハウスで展開した。春に引き続き、人気も高く
ゆっくりとその描き方などのお話を聞きながら観覧される方
が多くいらっしゃった。

47 クリスマス展 クリスマスを彩る植物の展示会 11/13～12/25 FREE
エントランスに珍しいクリスマスとしてジェラシックツリーを
配置し。本来のもみの木とは違う展示の見せ方を行った。

48 クリスマスツリー装飾
来園者参加型でクリスマスツリーを完成させる
展示イベント

11/13～12/25 FREE
クリスマスの雰囲気を演出するため、ポインセチアを使用し
てクリスマスツリー（ポインセチアツリー）を制作して展示を

49 寒蘭展 寒い時期に咲く寒蘭を集めた展示会 11/13～11/18 FREE

フラワーホールにて蘭・神奈川による「寒蘭」の展示を開
催。この時期は園内にもお花が少ないことから、「あまりお
花は見れないと思ったが、今日は美しい蘭のお花を見れて
よかった」など多くのお客様から好評だった。

50 春の写真展（１） 春に咲く植物を紹介した写真展 - - 未実施

51 寺村サチコ個展 植物をテーマとしたアート展示 12/11～12/24 FREE
写真の展示より変更。寺村サチコ氏による植物をアート作
品で表現した展示会をグリーンハウス内で開催。夜間開園
時にはライトアップを行うなど、大変好評いただいた。



52 パンジー・ビオラ展 人気のパンジー・ビオラを集めた展示会 12/1～1/20 FREE

グリーンハウスのスイレン池の室でパンジー＆ビオラ展を
開催。パンジーは一般的に流通しているものから、育種家
のあまり流通していないものまで、広く紹介した。セミナー
で協力いただいているハンギングバスケット協会神奈川支
部の皆様にパンジー、ビオラのハンギングバスケットを制
作いただき展示したところ、華やかさが出て、好評だった。

53 新春盆栽展 新年にふさわしい華やかな盆栽の展示会 1/5～1/27 FREE

グリーンハウスにおいて、フラワーセンター保有の新春を
彩る盆栽の展示会を開催。梅の花などが開花している姿
は盆栽にあまり詳しくないかたからも人気で、新年に迫力
がありよいと好評だった。

54 春の写真展（２） 春に咲く植物を紹介した写真展。パート２ 1/16～1/20 FREE
こども＆おとなラン大賞にあわせランのお花の写真を展
示。サルの顔に似たランのお花などはお子様からとても驚

55 スイートピー展
甘い香り、パステルカラーをした優しい印象な
スイートピーを集めた展示会

1/26～1/31 FREE
青、紫、ピンク、黄色など色とりどりのスイートピーを集めた
展示会。こんなにたくさんの色のお花があるのねと好評

56 正月装飾 正月を彩る植物の展示会 1/4～1/27 FREE
今年の干支であるイノシシにちなみ名前にシシが隠れてい
る植物を展示。お正月にふさわしい展示ですね、と多くの
方に注目していただけた。

57 節分飾り 節分に併せた展示会 2/3 FREE
2ｍ程の巨大な鬼とお花が一緒になったパネルをエントラン
スに設置し、フォトスポットや豆にみたてた玉を入れて遊べ
るものを設置。お子様から大人の方まで楽しんでいただけ

58 スプリングガーデン展
春に開花する花を集めて展示する当園主催の
ガーデンイベント

2/2～3/10 FREE

春に開花するお花をお庭のようにみたて展示を行うスプリ
ングガーデン展を開催。バレンタインと同時時期だったた
め、パンジーのお花で作ったハート型のフォトスポットを設
置したところ多くの方に写真を撮っていただけた。

59 クリスマスローズ展
愛好家によるかわいらしいクリスマスローズを
集めた展示会。販売会も併せて開催

2/10～2/24 FREE
愛好家による珍しいクリスマスローズを集めた展示会。お
花が少ない時期に美しい花を咲かせるため大変人気で多
くの方にご覧いただけた。

60 花に魅せられて写真展
フラワーセンターで撮影した花を中心とした写
真展

2/26～3/3 FREE
写真クラブによる園内で撮影したお花を中心とした写真
展。撮影技術が高く、カメラ撮影が趣味の方が多くご観覧
いただけた、

61 花ざんまい写真展 たくさんの花の写真を集めた展示会 3/5～3/10 FREE

グリーンハウスのスイレン池の室でパンジー＆ビオラ展を
開催。パンジーは一般的に流通しているものから、育種家
のあまり流通していないものまで、広く紹介した。セミナー
で協力いただいているハンギングバスケット協会神奈川支
部の皆様にパンジー、ビオラのハンギングバスケットを制
作いただき展示したところ、華やかさが出て、好評だった。

62 ラナンキュラス展
花弁が重なった姿が人気なラナンキュラスを集
めた当園主催の展示会

3/5～3/10 FREE
愛川園芸協力のもとさまざまな品種のラナンキュラスを集
めた展示会を開催。人気のお花なため、講習会含め多くの
お客様が色とりどりのお花をみにいらっしゃっていただけ

63 サボテン展 人気のサボテンを集めたミニ展示会 3/8～3/10 FREE
人気のサボテンと多肉のミニ展示会。お花が咲いたサボテ
ンを多く展示いただいたため、多くの方が珍しいサボテンの
お花に目を止めていた。

64 植木品評会 植木生産農家による展示会＆販売会 3/8～3/10 FREE
園芸協会のご協力による植木の展示会。品評会ように作ら
れたものなため、どれもクオリティが高く多くの方が目を止
めていた。

65 春蘭展 春咲きの蘭の展示会 3/12～3/17 FREE
春の初めに咲かせる春蘭の展示会。ランの中でもその美し
いお花は人気が高く。多くの方に観覧いただけた。

66 カーネーション展
母の日に人気のカーネーションを集めた展示
会

3/12～3/17 FREE
普段流通していないカーネーションなどを展示することで、
こんな形のものあるんですね、とお客様からは驚かれ、楽
しんでいただけた。

67 花の会写真展 花を自由な写真の撮り方で撮影した写真展 3/19～3/31 FREE
お花をいろんな視点から撮影した写真を集めた展示会。撮
影の仕方がユニークで面白いと多くの方から人気となっ

68 植物クイズ展
園内の植物の関心を高め、楽しく学べる学習展
示

3/1～3/2 FREE
玉縄桜の開花に併せ、スタンプラリーと共に設置。学習で
きるスタンプラリーとして800人以上の方に楽しんでいただ

69
日本植物園協会加盟施設
との協力展示会

他の植物館との連携し協力展示を実施 12/1～2/11 FREE
夢の島熱帯植物館との協力イベントとして、紙粘土で自分
だけの創造のランをつくるこども＆おとなラン大賞を展開。
さまざまな力作ができ、楽しんで多くの方にご参加いただけ

70 イースター展
イースターに関連した植物などを展示する特別
展

3/1～3/31 FREE
園内に丸太で製作したウサギのオブジェを花壇内に配置
し、普段の花壇でも季節感を感じ、楽しんでいただけるよう

71 季節の盆栽展示 フラワーセンター保有の盆栽を展示する。 通年 FREE
季節にあわせて日本庭園前にフラワーセンター保有の盆
栽を展示。

72 季節の山野草展示 季節ごとの野草を紹介する。 通年 FREE
見ごろを迎える山野草をエントランス近くに展示し季節ごと
にお客様に楽しんでいただけている。

73 四季の立体花壇 立体花壇を使ったオリジナル展示 年4回 FREE
チューリップやハートなどその季節にあった植物で形をと
り、多くのお客様からお写真を撮影いただいた。

　（3）　園芸教室・ワークショップ

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1 四季の菊作り・春
菊作りのコツを公演
※講師：神奈川県菊花連盟会長

4/18 6名

菊花連盟の会長による菊作りセミナーを実施。当日は雨天
により、参加人数はやや少なかったが、少人数だからこそ
多くの質問に受け答えることができ、充実した講習会となっ
た。参加者からは次回も参加するとの言葉をいただいた。

2 母の日の寄せ植え作り 親子で作る寄せ植え教室 5/6 18組36名

母の日に向けて親子でつくる寄せ植えづくりを開催した。ピ
ンクを中心に作られた寄せ植えは参加者から人気で、「家
で大切に育てます」と多くの参加者が約束してくれた。同時
に父の日のイベントも募集したことで、その場で申し込みが
あった。

〇

3 多肉植物の寄せ植え作り
展示会と連携教室　※講師：神奈川県サボテ
ン・多肉植物愛好クラブ連合会会長

5/12 14名

人気の多肉植物展の関連イベントとして、多肉植物の寄せ
植えづくりイベントを開催した。小さい多肉植物をいけること
は繊細で難しかったが、多くのかたが最後まで頑張って仕
上げていた。

4 ばら作り～初夏の手入れ
展示会との連携教室
※講師：湘南ばら会　会長

5/16 23名

バラの育て方に関するセミナーを開催。この時期はバラ栽
培をはじめる方が多くいらっしゃり、積極的に質問するなど
真剣な面持ちでセミナーを聞いている方が多くいらっしゃっ
た。

5
初夏のハンギングバスケッ
ト作り

豪華なバスケットを作製
※講師：日本ハンギングバスケット協会公認講
師

5/19 12名

ハンギングバスケット協会による季節のハンギングバス
ケットづくりを開催。小さい器にたくさんの花を見栄えよく植
えこむことに参加者は苦戦している姿も多かったが、みなさ
ま
素敵な作品を作ってくださった。

計画 実績



6 色鉛筆植物画入門「春」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

5/26 10名

色鉛筆を使って植物の絵を描く、色鉛筆植物画セミナーを
開催。２時間の中で一つの植物を観察し、描いていくセミ
ナーだが、皆さん集中して実施していた。最後に皆さんで
書いた作品を集めて講師による講評を行ったが、同じもの
を描いているのにすべて表情が違い、コメントを出し合うこ
とでにぎやかな会となった。

7 色鉛筆植物画入門「春」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

5/26 8名

色鉛筆を使って植物の絵を描く、色鉛筆植物画セミナーを
開催。３時間の中で一つの植物を観察し、描いていくセミ
ナーだが、皆さん集中して実施していた。最後に皆さんで
書いた作品を集めて講師による講評を行ったが、同じもの
を描いているのにすべて表情が違い、コメントを出し合うこ
とでにぎやかな会となった。

8 四季の菊作り・初夏
菊作りのコツを公演
※講師：神奈川県菊花連盟会長

5/30 30名
菊づくりセミナーの２回目初夏編を開催。前回の引き続き、
菊の栽培についての講演を行ったが、多くの方が質問をす
るなど、充実したセミナー展開を行うことができた。

9 初夏のデジカメ教室①
講演後、園内の花々を撮影
※講師：日本写真協会会員

6/6 12名

日本写真協会による初心者向けのデジカメ撮り方教室を
開催。当日はあいにくの雨だったが、雨の時の水の跳ね返
りの撮り方など工夫して講義を実施していただけ、参加者
全員が満足して講義に参加いただけた。

10 初夏のデジカメ教室②
講演後、園内の花々を撮影
※講師：日本写真協会会員

6/6 10名

日本写真協会による初心者向けのデジカメ撮り方教室を
開催。当日はあいにくの雨だったが、雨の時の水の跳ね返
りの撮り方など工夫して講義を実施していただけ、参加者
全員が満足して講義に参加いただけた。

11 父の日の寄せ植え作り 親子で寄せ植え作り 6/9 23組46名

母の日に続きグリーンアドバイザーによる父の日に向けた
寄せ植えづくりを実施した。当日は満席の人気で、親子で
協力してお父さんのために作品を作っていただけた。

〇

12 ベゴニアの楽しみ方
展示会と連携教室
※講師：日本ベゴニア協会湘南支部会員

6/3 29名

ベゴニアの展示に併せ、日本ベゴニア協会湘南支部による
ベゴニアの展示会を開催。講義に併せ、植え替えの実演を
実施したことにより、わかりやすいと人気でにぎやかな講義
となった。

13 花を咲かせる洋ラン栽培
展示会と連携教室
※講師：洋ラン生産者

6/13 23名

洋ランの展示会に併せ、国際園芸の石井氏による洋ラン
の育て方セミナーを開催。ランのお花は育てている方も多
いため、人気も高く、講義中や講義後も多くの質問をしてい
る姿があった。セミナーで洋ランの展示会、観察の仕方を
お教えいただくことで展示会に再度誘導することができた。

14 色鉛筆植物画入門「夏」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

7/21 32名

春にも人気だった植物を色鉛筆で描く「色鉛筆植物画入
門」の夏編を開催。参加者は午前、午後とも満席となり、参
加者はみな真剣に取り組んでいた。アンケートでは次回も
参加したいなど好評だった。

15 色鉛筆植物画入門「夏」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

7/21 30名

春にも人気だった植物を色鉛筆で描く「色鉛筆植物画入
門」の夏編を開催。参加者は午前、午後とも満席となり、参
加者はみな真剣に取り組んでいた。アンケートでは次回も
参加したいなど好評だった。

16
親子で楽しむフラワーアレ
ジメント①

親子でフラワーアレンジを作成
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

7/28 15組

かき氷の姿が夏らしくて可愛い親子で楽しむフラワーアレ
ンジメント教室を開催。台風の影響で参加者が減ってしまっ
たが、全員が素敵な作品を最後まで仕上げていた。

〇

17
親子で楽しむフラワーアレ
ジメント②

親子でフラワーアレンジを作成
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

7/28 10組

かき氷の姿が夏らしくて可愛い親子で楽しむフラワーアレ
ンジメント教室を開催。台風の影響で参加者が減ってしまっ
たが、全員が素敵な作品を最後まで仕上げていた。

〇

18
親子で楽しむフラワーアレ
ジメント③

親子でフラワーアレンジを作成
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

7/28 10組

かき氷の姿が夏らしくて可愛い親子で楽しむフラワーアレ
ンジメント教室を開催。台風の影響で参加者が減ってしまっ
たが、全員が素敵な作品を最後まで仕上げていた。

〇

19
親子で楽しむフラワーアレ
ジメント④

親子でフラワーアレンジを作成
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

7/28 9組

かき氷の姿が夏らしくて可愛い親子で楽しむフラワーアレ
ンジメント教室を開催。台風の影響で参加者が減ってしまっ
たが、全員が素敵な作品を最後まで仕上げていた。

〇

20 花育実践サポート講座 ※神奈川県園芸協会の協力による 7/31 40名
神奈川県農業振興課による講習セミナーを実施。花育につ
いての講義や寄せ植え教室を実施した。最後は園長によ
る園内ガイドツアーを実施。「とても楽しく参考になった」と

21 食虫植物教室①
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/16 25名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇

22 食虫植物教室②
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/16 25名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇

23 食虫植物教室③
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/17 25名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇

24 食虫植物教室④
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/17 25名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇

25 食虫植物教室⑤
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/18 25名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇



26 食虫植物教室⑥
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/18 25名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇

27 食虫植物教室⑦
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/19 25名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇

28 食虫植物教室⑧
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/19 20名

城南食虫植物の会による食虫植物のしくみについての解
説と植え替えを行うイベントを開催。子どもから人気の食虫
植物は予約時から満席を超える人気だった。ハエトリグサ
が実際に虫を捕らえた時や、サラセニアの中身をのぞいた
時には歓声があがった。

〇

29
ピンホールカメラで写真現
像体験①

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/4 8名

ピンホールカメラを制作して実際に現像体験まで行うイベン
トを開催。夏休みということで多くのお客様が参加いただ
け、「自分で作ったカメラでほんとに写真が撮れた」「自由
研究にします」など好評だった。

〇

30
ピンホールカメラで写真現
像体験②

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/4 7名

ピンホールカメラを制作して実際に現像体験まで行うイベン
トを開催。夏休みということで多くのお客様が参加いただ
け、「自分で作ったカメラでほんとに写真が撮れた」「自由
研究にします」など好評だった。

〇

31
ピンホールカメラで写真現
像体験③

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/5 6名

ピンホールカメラを制作して実際に現像体験まで行うイベン
トを開催。夏休みということで多くのお客様が参加いただ
け、「自分で作ったカメラでほんとに写真が撮れた」「自由
研究にします」など好評だった。

〇

32
ピンホールカメラで写真現
像体験④

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/5 7名

ピンホールカメラを制作して実際に現像体験まで行うイベン
トを開催。夏休みということで多くのお客様が参加いただ
け、「自分で作ったカメラでほんとに写真が撮れた」「自由
研究にします」など好評だった。

〇

33 秋に植える草花の栽培 パンジーなどの栽培解説 9/12 20名

花工場の二宮氏による秋に植え付ける草花の栽培セミ
ナーを実施。第一部は講義形式によるセミナーで秋に植え
付ける植物を紹介し、第二部は実際にこれからの時期にた
のしめる植物の寄せ植えづくりを実施した。実際に生産さ
れている方のため、話に説得力があり、次回はいつですか
と参加者のみなさまに好評だった。

34 秋のこけ玉盆栽作り①
風情のある苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

9/22 60名

湘南盆栽教室による秋のこけ玉盆栽づくりセミナーを開
催。予約の時点で満席の人気ぶりで、講習中もどう自分の
思った形につくれるよう質問など積極的に参加いただける
参加者も多く、とても好評だった。

35 秋のこけ玉盆栽作り②
風情のある苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

9/22 48名

湘南盆栽教室による秋のこけ玉盆栽づくりセミナーを開
催。予約の時点で満席の人気ぶりで、講習中もどう自分の
思った形につくれるよう質問など積極的に参加いただける
参加者も多く、とても好評だった。

36 秋のデジカメ教室①
講演後、園内の花々を撮影
※講師：日本写真協会会員

9/26 10名

春に引き続き２回目となる秋のデジカメ教室を実施。デジカ
メ教室は実際に外にでてカメラを教えることが多いのだが、
このセミナーでは初めにカメラの基礎知識や写真家が撮っ
た写真をはじめに見せてレクチャーしてから講座に入るや
り方を行ったが、ほかの講習に比べてわかりやすいと好評
だった。

37 秋のデジカメ教室②
講演後、園内の花々を撮影
※講師：日本写真協会会員

9/26 8名

春に引き続き３回目となる秋のデジカメ教室を実施。デジカ
メ教室は実際に外にでてカメラを教えることが多いのだが、
このセミナーでは初めにカメラの基礎知識や写真家が撮っ
た写真をはじめに見せてレクチャーしてから講座に入るや
り方を行ったが、ほかの講習に比べてわかりやすいと好評
だった。

38 洋ラン栽培の楽しみ
展示会との連携教室
※講師：洋ラン生産者

9/29 23名

洋ラン展でも参加していただいている奥田園芸さんによる
洋ランの楽しみ方のセミナーを開催。洋ランの栽培方法か
ら手入れ、家庭ではどのような場所で観賞するのがよいの
かなど詳しく説明いただき、参加者は皆真剣に聞いていた
だけ質問なども多くいただいた。

39 押し花の色紙づくり
展示会との連携教室
※講師：湘南おしばな会会長

10/3 30名

春と秋に展示会を行っていただいている湘南おしば会によ
る押し花の色紙づくりセミナーを開催。今回は秋に人気の
コスモスを使用し行った。葉の向きなどに苦労していたが、
できあがりはみなのびのびと元気のある作品となり、とても
好評だった。

40 秋植え球根の育て方 チューリップなどの栽培方法を解説 10/10 7名 植栽マネージャーによる球根の栽培講座。

41 オモトの楽しみ方
オモト栽培のコツについて
※講師：日本おもと協会神奈川県支部会員

10/20 10名

おもと展開催に併せ、おもとの栽培に関するセミナーを開
催。展示会を観覧しておもとを知り、初めて聞いてみようと
いう方も多くご参加いただけた。

42 色鉛筆植物画入門「秋」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

10/27 17名

春と夏に引き続き、色鉛筆を使って植物を描く色鉛筆植物
画入門の秋編を実施。今年３回目という方も複数名いらっ
しゃり、回を重ねるごとに人気が高まっている。

43 色鉛筆植物画入門「秋」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

10/27 20名

春と夏に引き続き、色鉛筆を使って植物を描く色鉛筆植物
画入門の秋編を実施。今年４回目という方も複数名いらっ
しゃり、回を重ねるごとに人気が高まっている。

44
四季の菊作り・冬の作業と
観賞

講演後、菊花展をご案内
※講師：神奈川県菊花連盟会長

10/31 25名

春から行っていた菊のセミナーの３回目冬の菊の作業と鑑
賞の講座を開催。菊花展を開催していることから、菊の栽
培もはじめてみようという方も多く参加されていて、丁寧に
菊の育て方、楽しさを伝えて行っていただけた。最後は菊
花展のガイドツアーを行い、実際に菊を見て頂いてお教え
するとよりわかりやすいという意見が多かった。



45 秋のアレジメント①
バラ(予定)のアレジメント作り
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

11/23 20名

バラを使用したフラワーアレンジメント講習会を開催。可愛
いらしいバラのアレンジメントは人気が高く、予約の段階で
募集数を大きく上回る人数にご応募いただいた。毎月行っ
てほしいなどの意見が多くあった。

46 秋のアレジメント②
バラ(予定)のアレジメント作り
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

11/23 20名

バラを使用したフラワーアレンジメント講習会を開催。可愛
いらしいバラのアレンジメントは人気が高く、予約の段階で
募集数を大きく上回る人数にご応募いただいた。毎月行っ
てほしいなどの意見が多くあった。

47 お正月の和風寄せ植え作り 松竹梅の寄せ植え作り 12/8 10名

展示会でもお世話になっている湘南盆栽教室の皆様によ
るお正月にぴったりの松竹梅を使用した和風の寄せ植え
づくりを実施。「お正月にきれいな姿で飾りたい」とレイアウ
トや苔はり作業など、参加者全員が熱心に作業されてい
た。

48 お正月の和風寄せ植え作り 松竹梅の寄せ植え作り 11/8 17名

展示会でもお世話になっている湘南盆栽教室の皆様によ
るお正月にぴったりの松竹梅を使用した和風の寄せ植え
づくりを実施。「お正月にきれいな姿で飾りたい」とレイアウ
トや苔はり作業など、参加者全員が熱心に作業されてい
た。

49 クリスマスリースづくり 自然素材のリース作り 12/9 30名

園内でとれた松ぼっくりやメタセコイアなどを使用してつくる
クリスマスリースの講習会を実施。予約の時点で満席が出
るほどの人気で、単純な作業であったが、つけ方を変える
だけで自分だけのオリジナルのものが製作できるため。参
加者からはとても好評だった。

50
冬を彩るハンギングバス
ケット作り

豪華なハンギングバスケット作り
※講師：日本ハンギングバスケット協会講師

12/15 24名

春に引き続き、この時期にぴったりのお花で作る冬を彩っ
てくれるハンギングバスケット講習会を実施。皆熱心に作
業いただき、「新年を華やかなお花で迎えられる」と好評
だった。

51 お正月飾り作り① ワラを綯う本格お飾り作り 12月 FREE
今年の干支であるイノシシを松ぼっくりでつくるクラフトコー
ナーを実施。お子様でもつくることができるため、お子様か
らご年配の方まで楽しんでいただけた。

52 お正月飾り作り② ワラを綯う本格お飾り作り 12月 FREE
今年の干支であるイノシシを松ぼっくりでつくるクラフトコー
ナーを実施。お子様でもつくることができるため、お子様か
らご年配の方まで楽しんでいただけた。

53
松ぼっくりのミニツリーづくり
①

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/22 20名

クリスマスの日に園内でとれた松ぼっくりやメタセコイヤな
どを利用してつくる松ぼっくりのミニツリーイベントを開催。
土台と松ぼっくりを用意し、お客様の自由に製作していただ
く形にしたが、思いのほか好評であり、予定していた時間を
終了とせずに、多くのお客様に楽しんでいただけるよう、閉
園時間まで実施をした。

54
松ぼっくりのミニツリーづくり
②

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/22 30名

クリスマスの日に園内でとれた松ぼっくりやメタセコイヤな
どを利用してつくる松ぼっくりのミニツリーイベントを開催。
土台と松ぼっくりを用意し、お客様の自由に製作していただ
く形にしたが、思いのほか好評であり、予定していた時間を
終了とせずに、多くのお客様に楽しんでいただけるよう、閉
園時間まで実施をした。

55
松ぼっくりのミニツリーづくり
③

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/23 32名

クリスマスの日に園内でとれた松ぼっくりやメタセコイヤな
どを利用してつくる松ぼっくりのミニツリーイベントを開催。
土台と松ぼっくりを用意し、お客様の自由に製作していただ
く形にしたが、思いのほか好評であり、予定していた時間を
終了とせずに、多くのお客様に楽しんでいただけるよう、閉
園時間まで実施をした。

56
松ぼっくりのミニツリーづくり
④

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/23 20名

クリスマスの日に園内でとれた松ぼっくりやメタセコイヤな
どを利用してつくる松ぼっくりのミニツリーイベントを開催。
土台と松ぼっくりを用意し、お客様の自由に製作していただ
く形にしたが、思いのほか好評であり、予定していた時間を
終了とせずに、多くのお客様に楽しんでいただけるよう、閉
園時間まで実施をした。

57
松ぼっくりのミニツリーづくり
⑤

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/24 20名

クリスマスの日に園内でとれた松ぼっくりやメタセコイヤな
どを利用してつくる松ぼっくりのミニツリーイベントを開催。
土台と松ぼっくりを用意し、お客様の自由に製作していただ
く形にしたが、思いのほか好評であり、予定していた時間を
終了とせずに、多くのお客様に楽しんでいただけるよう、閉
園時間まで実施をした。

58
松ぼっくりのミニツリーづくり
⑥

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/24 50名

クリスマスの日に園内でとれた松ぼっくりやメタセコイヤな
どを利用してつくる松ぼっくりのミニツリーイベントを開催。
土台と松ぼっくりを用意し、お客様の自由に製作していただ
く形にしたが、思いのほか好評であり、予定していた時間を
終了とせずに、多くのお客様に楽しんでいただけるよう、閉
園時間まで実施をした。

59 バラの剪定実演① バラ園で剪定を解説 1/12 13名

バラ園でフラワーセンタースタッフによるバラの剪定イベン
トを実施。雪予報の中行われたイベントであったが、バラの
人気は高く、寒い中でも多くの方が、剪定方法などを熱心
に聞いていた。直接スタッフが付きながら実際に剪定を体
験する場を設けると、わかりやすかったと、大変好評だっ
た。

60 バラの剪定実演② バラ園で剪定を解説 1/12 13名

バラ園でフラワーセンタースタッフによるバラの剪定イベン
トを実施。雪予報の中行われたイベントであったが、バラの
人気は高く、寒い中でも多くの方が、剪定方法などを熱心
に聞いていた。直接スタッフが付きながら実際に剪定を体
験する場を設けると、わかりやすかったと、大変好評だっ
た。

61 スイートピーのアレジメント
展示会との連携教室
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

1/26 21名

スイートピーを使用した春を感じされるアレンジメント教室を
実施。募集の時点で定員の３倍の人数の参加希望者があ
るほどの人気企画で、実際に参加された方もスイートピー
の香りなどを感じながら楽しんで参加いただけた。

62 スイートピーのアレジメント
展示会との連携教室
※講師：日本フラワーデザイナー協会講師

1/26 22名

スイートピーを使用した春を感じされるアレンジメント教室を
実施。募集の時点で定員の４倍の人数の参加希望者があ
るほどの人気企画で、実際に参加された方もスイートピー
の香りなどを感じながら楽しんで参加いただけた。

63 色鉛筆植物画入門「冬」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

2/2 12名
人気の色鉛筆で季節の植物を描く講座。消しゴムはなるべ
く使用せず、植物本来の美しさを表現する方法を学べ多く
のお客様から支持を得ている。



64 色鉛筆植物画入門「冬」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

2/2 10名
人気の色鉛筆で季節の植物を描く講座。消しゴムはなるべ
く使用せず、植物本来の美しさを表現する方法を学べ多く
のお客様から支持を得ている。

65 クリスマスローズ教室
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

2/13 60名
クリスマスローズの植え替え方法をお教えする講座。グ
リーンハウスいっぱいになるほどのお客様がいらっしゃり
好評だった。

66 クリスマスローズ教室
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

2/20 50名
植え替えに併せクリスマスローズと相性の良い植物でつく
る寄せ植え講座を開催。

67 早春の苔玉づくり①
早春の植物を使った苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

2/23 31名
春のお花を使用したこけ玉の盆栽づくり。手を泥だらけにし
ながら行うため、大人の方でも楽しいととても好評だった。

68 早春の苔玉づくり②
早春の植物を使った苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

2/23 40名
春のお花を使用したこけ玉の盆栽づくり。手を泥だらけにし
ながら行うため、大人の方でも楽しいととても好評だった。

69
初心者のためのデジカメ教
室①

講演後、園内で写真撮影
※講師：日本写真協会会員

2/27 8名

初心者の方のための。デジタルカメラの使い方や原理の講
座、実際に園内に出てみて撮影をして撮影技術をお教えし
た。オートでしか使ったことがなかった方も多く、勉強になっ
たと好評だった。

70
初心者のためのデジカメ教
室②

講演後、園内で写真撮影
※講師：日本写真協会会員

2/27 4名

初心者の方のための。デジタルカメラの使い方や原理の講
座、実際に園内に出てみて撮影をして撮影技術をお教えし
た。オートでしか使ったことがなかった方も多く、勉強になっ
たと好評だった。

71 ラナンキュラスを楽しもう
展示会との連携教室
※講師：ラナンキュラス生産農家

3/9 27名
ラナンキュラスの栽培農家の方による、植え替えと楽しみ
方の講座。満席で多くの方に楽しんでいただけた。

72 プランターで作る夏野菜 春に植え付ける野菜を解説 3/23 16名
売店のお花を卸していただいている花工場の二宮氏にお
願いし、プランターでも作ることができる野菜の講座。わか
りやすいので、早速やってみますととても好評いただいた。

73 フラワーアレンジメント講習 バラを使用したアレンジメント教室 5/27 16名

バラ開花記念イベントとして、バラを使ったフラワーアレン
ジメントイベント開催を実施。同じ花材でも作り手次第で出
来上がりがすべて違っていて、完成品を参加者で見比べる
時間では
　大きな盛り上がりを見せ大変好評だった。

74
ハーブ教室　アロマでひん
やりボディジェルづくり

カリス成城協力によるハーブ教室 6/23 15名

カリス成城にご協力いただき、夏の時期にぴったりのアロ
マボディジェルづくりを実施。大半が女性の参加者でアロマ
の人気の高さがうかがえた。アンケートを講義終了後にお
配りしたところ、ハーブ園をぜひ作ってほしい、アロマのイ
ベントを増やしてほしいなどの多くの意見が寄せられた。

75 育てよう芝坊や 芝生を種から育てる講座 7/22 25名

ペットボトルと靴下などを使用して人形を作り、頭から芝が
生えてくる人形（芝坊や）を作るイベントを行った。観察の自
由研究にもなるので、特に女の子から人気のイベントと
なった。

〇

76
絹でつくる涼しげ花柄オー
ナメント

絹でおしゃれなオーナメント 7/29 10組

夏にぴったりの涼しげでかわいい花柄のオーナメント教室
を開催。作業が多いため大変そうだった印象だが、終了し
たときにはみなが素敵なものが完成し、アンケートでは全
員が満足という結果だった。

〇

77 缶バッチづくり 地域の出張イベント 7/20 100名

地域イベントの「ロジュマンまつり」にブースの出品をした。
お子様が多いイベントということだったため、自分で描いた
絵（植物）が缶バッチになるオリジナル缶バッチづくりを行っ
た。テーブルが足らなくなる時間もあり、100個を超える販
売数となった。

78
玉縄まつり出張ワークショッ
プ

近隣のイベントに当園の宣伝もあわせワーク
ショップを開催。

11/11 90名
玉縄小学校の玉縄まつりに協力し、オリジナル缶バッチづ
くりを実施した。

79 ハーブ教室キフィづくり カリス成城によるハーブ教室 11/25 16名

ハーブを専門に扱っているカリス成城によるハーブのお香
（キフィ）づくり体験教室を開催。夏に実施して以来のハー
ブ講習だったが、認知度も上がってきたのか、予約の段階
では満席の応募となった。また、男性の参加（２名）もあっ
た。

　（4）　ガイドツアー

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 4月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

2 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 4月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

3 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 5月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

4 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 5月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

5 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 6月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

6 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 6月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

7 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 7月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

8 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 7月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

9 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 8月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

10 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 8月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

11 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 9月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

12 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 9月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

13 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 10月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

14 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 10月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

15 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 11月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

計画 実績



16 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 11月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

17 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 12月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

18 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 12月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

19 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 1月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

20 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 1月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

21 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 2月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

22 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 2月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。
グリーンハウス内

23 季節の植物ガイド① 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 3月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

24 季節の植物ガイド② 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 3月 FREE
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

25 シャクヤクガイド① 見ごろのシャクヤク園をご案内 5/9 FREE
植栽マネージャーによる見ごろのシャクヤクガイド。大船系
の説明などを織り交ぜて紹介。

26 シャクヤクガイド① 見ごろのシャクヤク園をご案内 5/9 FREE
植栽マネージャーによる見ごろのシャクヤクガイド。大船系
の説明などを織り交ぜて紹介。あわせてシャクヤク総選挙

27 ハナショウブガイド① 見ごろのハナショウブ園をご案内 6/16 FREE
植栽マネージャーによるハナショウブガイド。大船系を中心
に紹介した。

28 ハナショウブガイド② 見ごろのハナショウブ園をご案内 6/16 FREE
植栽マネージャーによるハナショウブガイド。大船系を中心
に紹介した。

29 温室ガイド① 温室の植物を解説 8/18 FREE
夏の夜間開園時に夜咲きのお花を中心に園長によるガイ
ドを実施。

30 温室ガイド② 温室の植物を解説 12/22 FREE 冬の夜間開園において園長による植物ガイドを実施。
31 ウメガイド① 見ごろのウメ園をご案内 2/16 FREE 園長による見ごろのウメを紹介するガイドツアーを実施。
32 ウメガイド② 見ごろのウメ園をご案内 2/16 FREE 園長による見ごろのウメを紹介するガイドツアーを実施。

33 バラガイドツアー バラの専門家によるガイドツアー 5/26 FREE

雑誌「New Rose」の編集長、玉置一裕氏による園内のバラ
ツアーとバラの楽しみ方の講演を実施。バラツアーは４０名
以上の方が熱心に聞いていただいた。また、そのあの講演
会ではバラの飾り方、栽培方法について講演し、楽しんで
いただけた。

34 秋のバラガイドツアー① バラの専門家によるガイドツアー 11/4 20名
あいにくのお天気であったが、人気の講師のため、２０名の
方が可さをさしながらガイドを楽しんでいた。

35 秋のバラガイドツアー② バラの専門家によるガイドツアー 11/11 65名

ローズライフアドバイザーの有島薫氏をお招きし、秋バラの
ガイドツアー＆剪定に関する講座を開催。人気の先生とも
あり、ガイドツアーは60名以上の方がガイドツアーに参加
いただいた。後半はバラの剪定を実演を交えながら実施し
たところ、大変好評だった。



３　平成31年度利用促進に関する業務実績
　（1）　イベント

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 4/7
２回合計
で154名

4種のサックスによるコンサートステージ。特にサックスによ
る演奏はご年配の方に好評となった。

2 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 4/7
２回合計
で154名

4種のサックスによるコンサートステージ。特にサックスによ
る演奏はご年配の方に好評となった。

3 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 4/21
２回合計
で172名

昔懐かしい四季の童謡コンサート。多くの方が一緒に口ず
さみにぎやかなステージとなった。

4 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 4/21
２回合計
で172名

昔懐かしい四季の童謡コンサート。多くの方が一緒に口ず
さみにぎやかなステージとなった。

5 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 5/5
２回合計
で270名

南米の楽器を使用したコンサートステージ。開演前から行
列ができるなど、特に年配の方から人気のステージとなっ
ていた。

6 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 5/5
２回合計
で270名

南米の楽器を使用したコンサートステージ。開演前から行
列ができるなど、特に年配の方から人気のステージとなっ
ていた。

7 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 5/19
２回合計
で250名

バラの満開にあわせて、バラの楽曲を取り入れたコンサー
トステージ。立ち見がでるほど好評となった。

8 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 5/19
２回合計
で250名

バラの満開にあわせて、バラの楽曲を取り入れたコンサー
トステージ。立ち見がでるほど好評となった。

9 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 6/2
２回合計
で190名

２つのトランペットによるコンサート。楽器の解説などを織り
交ぜながら、最後まで多くの方が楽しんでいただけた。

10 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 6/2
２回合計
で190名

２つのトランペットによるコンサート。楽器の解説などを織り
交ぜながら、最後まで多くの方が楽しんでいただけた。

11 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 6/16
２回合計
で195名

コンサートの客層にあわせ、朝のドラマで流れる音楽を集
めたコンサート。お客様は音楽とともに口ずさみ楽しんでい
た。

12 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 6/16
２回合計
で195名

コンサートの客層にあわせ、朝のドラマで流れる音楽を集
めたコンサート。お客様は音楽とともに口ずさみ楽しんでい
た。

13 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 7/7
２回合計
で120名

天候が悪く、普段よりもお客様の入りはゆるやかであった
が、七夕の日あわせて恋のうたなども紹介するなど好評
だった。

14 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 7/7
２回合計
で120名

天候が悪く、普段よりもお客様の入りはゆるやかであった
が、七夕の日あわせて恋のうたなども紹介するなど好評
だった。

15 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 7/21
２回合計
で138名

形も音色もまったく違う楽器によるコンサートステージ。一
つ一つ楽器の紹介をすることで、普段のコンサートとは違う
演出ができ楽しんでいただけた。

16 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 7/21
２回合計
で138名

形も音色もまったく違う楽器によるコンサートステージ。一
つ一つ楽器の紹介をすることで、普段のコンサートとは違う
演出ができ楽しんでいただけた。

17 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 8/4
２回合計
で125名

歌や弦楽器、ピアノによるコンサートステージ。毎月楽しみ
にきていただける方も多く今回もとても好評いただいた。

18 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 8/4
２回合計
で125名

歌や弦楽器、ピアノによるコンサートステージ。毎月楽しみ
にきていただける方も多く今回もとても好評いただいた。

19 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 8/18
２回合計
で140名

３種類の木管によるアンサンブルコンサート。実際に昔吹
いていたというお客様も多く楽しんで参加いただけていた。

20 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 8/18
２回合計
で140名

３種類の木管によるアンサンブルコンサート。実際に昔吹
いていたというお客様も多く楽しんで参加いただけていた。

21 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 9/1
２回合計
で135名

トランペットやチューバなど５つの楽器によるコンサート。迫
力のある音楽や楽器の説明などコンサートを楽しんでいた
だけた

22 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 9/1
２回合計
で135名

トランペットやチューバなど５つの楽器によるコンサート。迫
力のある音楽や楽器の説明などコンサートを楽しんでいた
だけた

23 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 9/15
２回合計
で121名

秋をテーマとした誰もが知っているような曲を中心としたコ
ンサート。多くの方が口ずさんで演奏を楽しんで聴いていた
だけた。

24 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 9/15
２回合計
で121名

秋をテーマとした誰もが知っているような曲を中心としたコ
ンサート。多くの方が口ずさんで演奏を楽しんで聴いていた
だけた。

25 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 10/5
２回合計
で120名

最も難しい金管楽器とされているホルンの４人組によるコン
サート。毎月楽しみにされている方も多く来園いただいた。

26 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 10/5
２回合計
で120名

最も難しい金管楽器とされているホルンの４人組によるコン
サート。毎月楽しみにされている方も多く来園いただいた。

27 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 10/19 200名
フラワーカーニバル開催のため、芝生広場での公演。
優雅なヴァイオリンアンサンブルに多くのお客様が魅了さ
れていた。

28 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 10/20 200名
フラワーカーニバル開催のため、芝生広場での公演。
２日目は南米の楽しい音楽のステージ。のりのよいステー
ジは大人からこどもまで多くの方が楽しんでいた。

29 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 11/2
２回合計
で112名

サクソフォン＆ピアノのによる本格ジャズデュオ。ジャズコン
サートは毎回好評いただいており、多くのお客様がコン
サート目当てに訪れていただいた。

30 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 11/2
２回合計
で112名

サクソフォン＆ピアノのによる本格ジャズデュオ。ジャズコン
サートは毎回好評いただいており、多くのお客様がコン
サート目当てに訪れていただいた。

計画 実績



31 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 11/17
２回合計
で142名

グリーンハウス（スイレン室）での弦楽4重奏によるコンサー
トステージ。グリーンを背景にした演奏はフラワーセンター
らしく、立ち見の方も多く、とても好評となった。

32 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 11/17
２回合計
で142名

グリーンハウス（スイレン室）での弦楽4重奏によるコンサー
トステージ。グリーンを背景にした演奏はフラワーセンター
らしく、立ち見の方も多く、とても好評となった。

33 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 12/1
２回合計
で108名

ソプラノ、アルト、テナー、バリトンの4種類のサックスによる
コンサートステージ。迫力のあるサックスは多くのお客様を
魅了していた。

34 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 12/1
２回合計
で108名

ソプラノ、アルト、テナー、バリトンの4種類のサックスによる
コンサートステージ。迫力のあるサックスは多くのお客様を
魅了していた。

35 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 12/15
２回合計
で120名

ソプラノ、トランペット、ピアノによるクリスマスソングを取り
入れたコンサートステージ。クリスマスソングは幅広い客層
のお客様から好評だった。

36 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 12/15
２回合計
で120名

ソプラノ、トランペット、ピアノによるクリスマスソングを取り
入れたコンサートステージ。クリスマスソングは幅広い客層
のお客様から好評だった。

37 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 1/5
２回合計
で124名

金管五重奏によるコンサートステージ。迫力のあるステー
ジにあわせ、それぞれの楽器紹介は特に好評だった

38 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 1/5
２回合計
で124名

金管五重奏によるコンサートステージ。迫力のあるステー
ジにあわせ、それぞれの楽器紹介は特に好評だった

39 フラワーコンサート 新春特別ステージ 1/12 105名
10名のトロンボーン奏者による迫力のあるコンサート。HP、
SNSのみの告知となったが、午前、午後と多くのお客様に
お聴きいただいた。

40 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 1/19
２回合計
で136名

ソプラノ、ヴァイオリン、チェロ、ピアノによるステージ。この
日はお天気もよく、立ち見がでるほどの人気公演となった。

41 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 1/19
２回合計
で136名

ソプラノ、ヴァイオリン、チェロ、ピアノによるステージ。この
日はお天気もよく、立ち見がでるほどの人気公演となった。

42 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 2/2
２回合計
で180名

西洋の楽器である「ピアノ」と和の楽器である「箏」を融合し
たコンサートステージ。普段見ることがあまりない箏の演奏
は興味を持たれた方が多く、立ち見がでるほど人気の公演
だった。

43 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 2/2
２回合計
で180名

西洋の楽器である「ピアノ」と和の楽器である「箏」を融合し
たコンサートステージ。普段見ることがあまりない箏の演奏
は興味を持たれた方が多く、立ち見がでるほど人気の公演
だった。

44 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 2/16
２回合計
で102名

４名のクラリネット演奏者によるコンサートステージ。名前は
有名ですが、以外と楽器についてはよく知らないお客様も
多く、多くのお客様に楽しんでいただけた。

45 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 2/16
２回合計
で102名

４名のクラリネット演奏者によるコンサートステージ。名前は
有名ですが、以外と楽器についてはよく知らないお客様も
多く、多くのお客様に楽しんでいただけた。

46 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

47 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

48 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

49 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

50
イースター記念！ふれあい
ミニ動物コーナー

イースターの時期にあわせ、うさぎや鳥と触れ
合えるイベント。

4/21 320名
イースター当日にうさぎや鳥などを中心としたふれあいイベ
ントを実施。当日は親子連れの子供に大変人気で休憩時
間以外は途切れることがなかった。

51 GW青空ライブラリー
気持ちの良い芝生広場で自由に本の貸し出し
を行う。

4/27～5/6 FREE
芝生広場の一画に絵本（主に植物が題材となったもの）
コーナーを設置。ご家族づれなど多くの方に楽しんでいた
だけた。

52 GWゴザの無料貸し出し
気持ちの良い園内でくつろげるように無料でゴ
ザの貸し出しを行う。

4/27～5/6 FREE

ゴザの無料貸し出しを実施し、お食事や読書に使用いただ
き、植物がかもしだすおだやかな一時を楽しんでいただい
た。芝をなるべく傷めないように通気性があるゴザを選択し
た。

53 GW大船スタンプラリー 大船駅周辺施設による合同スタンプラリー 4/27～5/6 1,416名
大船駅周辺８施設（ルミネウィング、大船観音など）を巡る
スタンプラリーを実施。大船周辺施設と協力し、相互相客を
行うことができた。

54 ナイトローズ
バラ園満開時にあわせた夜のバラを鑑賞でき
る展示。

5/18～5/19 FREE
新たなバラの見せ方として、夜のバラのライトアップイベント
を開催。２日間ともいらっしゃる方もおるなど、幻想的な風
景を楽しんでいただけた。

55 ハスの早朝開園
昼にはお花が閉じてしまうハスの花を一番きれ
いな状態である朝に観察する。

7/13・7/14・
7/15・7/20・
7/21

FREE
昨年に引き続きハスの早朝開園を実施。、開園前からお待
ちいただけるなど、毎年楽しみにご来園いただけるお客様
も多かった。

56
植物園でダンスをしよう！
お花や葉っぱに大変身！

植物園の芝生の上でのワークショップ。 8/3 8名
お子様限定で安全な芝生の上で楽しめるダンスイベント。
植物を表現したりダンス講師指導のもと楽しんで参加いた
だけた。8名

〇

57
みんなで歌おう！コーラス
講座

フラワーコンサートの関連講座。大勢での合唱
講座。

8/17 29名

毎月のコンサートに多くのお客様がご来園いただいている
ことより、ボイストレーナーを交えてお客様参加型のコーラ
スレッスンを開催。次回の開催日を問われるなどとても好
評の講座となった。

〇

58
採みつデモンストレーション
＆試食会

園内に設置してあるミツバチの巣箱からはちみ
つを実際に採取するイベント。

8/17～8/18 120名
当園で管理しているセイヨウミツバチの巣箱から巣枠をと
り、はちみつを取り出すイベントを開催。養蜂家指導のもと
試食したはちみつは参加者からはとても好評だった。

59
夜間開園ステージ　ダンス
パフォーマンス「星と植物」

夜間開園の開催を記念したパフォーマンス 8/25 FREE
夜間開園記念ステージとして、夜のダンスパフォーマンス
ショー。ライトアップされた園内を会場に多くの方に観覧い
ただけた。

60
敬老の日来園特典！季節
のミニ花鉢プレゼント

敬老の日にご来園いただいたお客様に対し花
鉢のプレゼントを行う。

9/16 100名
敬老の日に来園いただいた60歳以上の方優先で季節の花
鉢（ナデシコテルスター）をプレゼントした。花つきがよく、多
くの方に喜んでいただけた。



61 フラワーカーニバル2019
フラワーセンター最大の秋のお祭りイベント。さ
まざまなステージやワークショップを実施。

10/19・10/20 4,686名

フラワーセンターの最大のお祭りイベントである「フラワー
カーニバル」を開催。おばけかぼちゃをつかったゲームやコ
ンサートステージ、ワークショップなど多くのお客様がご来
園いただいた。１日目は雨天予報の影響もあり、人数は伸
び悩んだが、２日目は開園から多くのお客様が来園され
た。

62
採みつデモンストレーション
＆試食会

園内に設置してあるミツバチの巣箱からはちみ
つを実際に採取するイベント。

10/27 140名
実際のミツバチの巣箱の中から取り出した、巣枠から蜜を
絞るまでを紹介するデモンストレーション＆試食会を開催。
子供から大人まで多くの方が真剣に話を聞いていた。

63
神奈川県内4施設をめぐる
スタンプラリー

神奈川県内の4つの施設連携のワークショップ 10/6～11/24 FREE
大船フラワーセンター、花菜ガーデン、鎌倉文学館、ビオト
ピアの４施設によるスタンプラリーを開催。

64
夜間開園クリスマスコン
サート「ヴァイオリンアンサ
ンブル」

夜間開園開催を記念して行うクリスマスコン
サートステージ。

12/21 105名
夜間開園開催日のため、外が暗くなる前（ライトアップ前）
のイベントとして、コンサートステージを開催。ホールには
いっぱいのお客様がいらっしゃっていただけ、楽しんでいた

65 冬の夜間開園
グリーハウス内を中心としたクリスマス装飾とラ
イトアップイベント。

12/21 FREE

夜間開園でポインセチアツリーとして、展示していたポイン
セチアをクリスマスが過ぎた日に併せ来園されたお客様に
対し配布を行った。SNSのみの告知だったが50個ほどの鉢
はお客様が喜んでお持ち帰りいただけた。

66 ポインセチア配布
クリスマス装飾で使用したポインセチアを配布
するイベント

12/27 50名

夜間開園でポインセチアツリーとして、展示していたポイン
セチアをクリスマスが過ぎた日に併せ来園されたお客様に
対し配布を行った。SNSのみの告知だったが50個ほどの鉢
はお客様が喜んでお持ち帰りいただけた。

67 カレンダープレゼント
園内で毎月見ごろのお花を集めたオリジナルカ
レンダーを制作しお客様に配布する。

1/4 120名

新年最初の開園日に来園いただいたお客様の先着100名
様に当園で制作したオリジナルカレンダーのプレゼントを
行った。開園前から並ばれているお客様もいらっしゃなど、
1時間ほどですべて配布は終了した

68 新春くじ引き
新年最初にご来園いただいたお客様にちょっと
うれしい福引イベントを実施。

1/4・1/5 300名

新年の土日に来園されたお客様へ新年最初の運だめしに
福引イベントを実施。景品はフラワーセンターらしい花の種
や花鉢また、近隣のモノレール様などの協力企業から景品
をご協賛いただいた。多くの方に楽しんでいただけた。

69 七草がゆのふるまい
1月7日に春の七草が入ったお粥をふるまうイベ
ント

1/7 100名
昨年は土曜日に開催したが、今年は平日であるが、本来七
草がゆを食べる日である1/7に実施した。昨年より七草が
ゆを目的で来園されたお客様も多く、大変好評だった。

　（2）　展示会

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1
「フラワーセンター四季」写
真展・春編

国際写真家が選定したフラワーセンター内で撮
影された春の写真を中心とした展示会

4/3～4/14 FREE

園内で撮影されたお花の写真を集めたフラワーセンター写
真展を開催した。展示写真は前年の春に撮影された写真
が多くを占めるため、来園者は「またこのお花が咲いたら写
真を撮りたいので、また来ます」と再度入園を約束していた
だける方もいらっしゃった。

2 春の盆栽展
春の芽吹きを感じることができる盆栽展。販売
会も併せて開催

4/2～4/7 FREE

日本盆栽協会横浜西支部の協力による春の盆栽展。グ
リーンハウスでの展示のため、普段盆栽をご覧いただいて
いない方も見て頂けるため、興味を持たれているかたも多
くいらっしゃり好評だった。

3 野菜の品評会
JAさがみ協力による県内で育った野菜の品評
会

4/4～4/4 FREE
JAさがみに協力により、県内の生産農家による野菜の品
評会を開催。来園されたお客様は普段購入する野菜の品
質を学べる場ともなった。

4
フラワーセンター歴史パネ
ル展

フラワーセンターができてから今に至るまでを
写真にて紹介するパネル展

5/1～5/31 FREE

植物園の前身の農業試験場などからフラワーセンターにい
たるまでを写真によって紹介したフラワーセンター歴史写
真展を行った。足をとめてご覧になる方も多くいらっしゃっ
た。

5 サクラソウ展　当園展示 当園で育てたサクラソウを紹介する展示会 4/9～4/21 FREE
当園で保有のサクラソウを一同に展示する人気の展示会。
詳しく観察すると一つ一つ違いがわかり、その可愛い見た
目から、特に女性の方から人気だった。

6 サクラソウ展
江戸時代から武士達の間で栽培されていたとも
されるサクラソウ。愛好家による展示会と販売
会

4/16～4/21 FREE
湘南さくらそうの会による展示会。段飾りなど展示の仕方に
もこだわっており、多くの方を魅了していた。

7 おしば美術展　４月
自然の美しさをありのままの姿で表現できるお
しば。春の花を中心に展示を実施

4/23～5/6 FREE
湘南おしば会の協力による展示会。つくしなどの厚みのあ
るものを押し花にする技術は多くの方から興味をもって見
学されていた。

8 えびね展(1) 山の手えびね会による蘭の展示会 4/12～4/14 FREE
山の手えびね会の協力による展示。美しい姿にファンも多
く、遠くから来られるお客様も多かった。

9 えびね展(2)
多彩な色や香りが魅力的なランであるえびねの
展示会。ミニ教室や販売会なども実施

4/23～4/29 FREE
神奈川えびね会の協力による展示会。えびねの美しさや香
りに多くの方が魅了されていた。

10 色鉛筆植物画展　春 色鉛筆を使って描いた植物画を展示する。 4/27～5/6 FREE
一絵会の協力による、色鉛筆を用いてお花を描いた作品
の展示会。本物みたいと展示作品を目の前まで見てご覧い
ただく方が多くいらっしゃった。

11 こいのぼりの展示
無地のこいのぼりにマジックで絵を描いていた
だき、園内に吊るして展示をする。

5/4～5/5 FREE
子どもの日に無地のこいのぼりに自由に絵を描いていただ
けるワークショップ。自分のこいのぼりが空に浮かんでいる
姿は子供たちから好評だった。

12 ミツバチ展　春編 ミツバチと植物の関係を紹介する。 5/1～5/31 FREE
植物との関わりが深いミツバチの巣箱を園内に設置したこ
とに併せてミツバチの生態や養蜂について説明した展示を
紹介した。

13 四季の花・風景写真展 四季の花と風景を併せた写真展を開催 5/8～5/12 FREE
茶苑呑カメラ同好会の協力による写真の展示会。美しい写
真の数々にお花同様に、多くのお客様に楽しんでいただけ
た。

14 サボテン・多肉植物展
若い方から注目度が高いサボテン・多肉植物
の展示会を開催。販売会も併せて開催

5/14～5/19 FREE
サボテン・多肉連合会の協力による展示会。比較的若いお
客様から人気で開園前から並ばれるお客様がいらっしゃる
ほど人気の展示会となった。

15 押花作品展
古くは植物標本として活用されていた押花。美
しい自然色のまま表現できる作品を多数展示

5/21～5/26 FREE
神奈川県押花倶楽部の協力による展示会。押し花の技術
が高く、作品の近くに目を持っていき観察しているお客様が
多くいらっしゃった。

16 春のバラ展
美しさから多くの人に親しまれるバラ。愛好会に
よる展示会を実施

5/14～5/19 FREE
湘南バラ会の協力によるバラの展示会。展示室の中は色
とりどりのバラの花であふれ、多くのお客様が楽しんで見学
されていた。

計画 実績



17 初夏の盆栽展 日本の伝統である盆栽の展示会の初夏編 5/8～5/12 FREE
神奈川県盆栽連盟の協力による展示会。展示する作品の
一つ一つはクオリティが高く、じっくりと観察されている方が
多く伺えた。

18 花の絵画展 障がい者団体による花を描いた絵画展 5/14～5/19 FREE
道工房の協力による絵画の展示会。花の絵画などクオリ
ティが高いものが多く、その場で絵を描くパフォーマンスは
多くの方が注目をされていた。

19 日本の自生アジサイ展
日本に自生しているヤマアジサイを中心とした
展示会＆ミニ教室

5/21～5/26 FREE
鎌倉アジサイ同好会の協力によるヤマアジサイの展示会。
鎌倉でのアジサイ展の人気は高く、メディアからの問い合
わせもあった。

20 さつき盆栽展（１） さつきを対象とした盆栽展 5/21～5/26 FREE
鎌倉さつき愛好会によるさつき盆栽の展示会。さつきの花
の姿、全体の迫力に多くの方が魅了されていた。

21 さつき盆栽展（２） 愛好会によるさつき盆栽を対象とした展示会 5/28～6/2 FREE
日本皐月文化振興会鎌倉支部の協力による展示会。展示
室に並ぶさつきはクオリティの高さに毎年訪れるお客様が
多くいらっしゃっていた。

22 ベゴニア展
人気のベゴニアの展示会。展示会に併せ販売
会も実施する。

5/28～6/2 FREE
日本ベゴニア協会湘南支部の協力による展示会。ベゴニア
の花はなじみが深い方が多く、人気が高いため、多くの方
が足を止めてみていらっしゃった。

23 花とみどりの写真展 花とみどりを撮影した写真展 6/4～6/16 FREE
神奈川自然写真の会の協力による花とみどりをテーマとし
た写真の展示会。花の写真の数々はクオリティが高く、多く
の方が写真を丁寧にご覧になっていた。

24 初夏の洋ラン展
大きくて美しいものから不思議な形をしたものま
で、さまざまなランを紹介する展示会

6/11～6/16 FREE
オーキッドクラブ藤沢によるランの展示会。ハウス内が蘭の
素敵な香りに包まれており、来園者を魅了していた。

25 四季の風写真展
デジタルカメラの愛好家による花やみどりを
テーマとした写真展

6/18～6/23 FREE
フォトサークル四季の風による写真の展示会。当園で撮影
された写真のほか、鎌倉と植物のマッチした写真のかずか
ずは多くの方を楽しませていた。

26 ギボウシ展 人気のギボウシの展示会 6/27～6/30 FREE
葉の美しさからガーデンなどで人気のあるギボウシ同好会
の協力によるギボウシの展示会。マニアの方以外にもガー
デニング好きの方から特に興味を持っていただけた。

27 サボテンミニ展示 人気のサボテンの展示会 7/1～7/2 FREE
サボテンの品評会を兼ねた展示。愛好家が育てたクオリ
ティの高いものが並ぶため、多くのお客様が興味を持って
いた。

28 七夕飾り 来園者参加型の七夕飾り。 6/25～7/7 FREE
来園されたお客様に短冊に願いごとを書いていただき、実
際に吊るしていただいた。エントランスに置くことで、華やか
になりご来園のお客様も喜んでご覧になっていた。

29 水生植物展 夏に涼しげな植物の展示会 7/1～7/31 FREE
夏の時期に水生植物とメダカとの展示。小さな容器でもで
きると感心される方が多かった。

30 食虫植物展　パート１
珍しい生態の多肉植物とそのしくみを解説を織
り交ぜながら展示する。

7/9～9/8 FREE
夏休みの自由研究向けにフラワーセンターの食虫植物の
しくみを掲示しながら保有する食虫植物の展示会。特にス
タンプラリーを多くの方に楽しんでいただけた。

〇

31 食虫植物展　パート２
愛好家が保持している貴重な食虫植物の展示
会

8/9～8/12 FREE
城南食虫植物の会の協力による食虫植物展示と販売会。
形などが面白い食虫植物は子供たちの自由研究対象にな
りやすく、展示や購入して育ててみるという方も多かった。

〇

32 こども絵画展 こどもが描いた植物画の展示会 7/23～9/1 FREE

春に幼稚園や小学校で当園を訪れてくださった教育機関に
ご協力いただき、遠足で来園された際の思い出の絵をお借
りして展示会を実施。自分の絵が飾られているのを見に来
ていただけるお客様もいらっしゃった。

〇

33 世界の植物と文化展 世界の植物と文化を紹介する展示会 6/25～6/30 FREE
夏らしい植物のハイビスカスの展示会を実施した。原種の
ハイビスカスは普段目にしている姿とは違った姿をしている
ため、写真に収める方も多くいらっしゃった。

34 夜間開館記念展示
夜間開館に併せ、ライトアップなどの特別展示
を実施

8/17・8/18・8/24・8/25FREE

夜間開園の記念展示として、ひょうたんのアーティストによ
るひょうたんライトアップ展示を行った。当園でもひょうたん
は栽培を行っているため、一風変わった展示は多くのお客
様に興味を持っていいただけた。

35
「フラワーセンター四季」写
真展・秋編

国際写真家が選定したフラワーセンター内で撮
影された秋の写真を中心とした展示会

9/3～9/16 FREE

写真クラブの写壇大船の協力によるフラワーセンターで撮
影された写真を展示する秋の写真の展示会。菊の花や大
きなおばけカボチャの写真など見ごたえのする写真ばかり
だった。

36 おしば美術展　9月
自然の美しさをありのままの姿で表現できるお
しば。秋の花を中心に作品を展示する。

9/25～10/6 FREE
湘南おしば会の協力による秋のお花の押し花の展示会。
休日には押し花のハガキづくりなど実際に体験でき、展示
会と両方で楽しんでいただけた。

37 秋の洋ラン展
愛好家が育てたランの展示会。販売会も併せて
開催

10/16～10/20 FREE

県内の蘭の愛好家やラン栽培業者などが選りすぐりの蘭を
集めて展示を行うランの展示会。当日はフラワーカーニバ
ル開園日のため、特に多くのお客様が美しい蘭をご覧に
なっていた。

38 アート展 植物をモチーフとしたアート展示会 9/10～9/16 FREE
「いろとかたちあそび」をタイトルに滝本優美氏によるグリー
ンハウス内の植物と絵画を融合させた展示会。幻想的な展
示に新たな植物園のワンシーンを提供することができた。

39 アート展（2） 植物画を中心としたアート展示会 10/22～10/27 FREE
ボタニカルアート（植物画）の展示会。秋の菊やバラなどを
絵画は押し花や写真と間違える程のクオリティだった。

40 四季の花・風景・写真展 四季の花と風景を併せた写真展を開催 10/8～10/14 FREE
茶苑呑カメラ同好会の協力による秋の花の写真会。春に御
覧いただいて再度秋にいらっしゃるお客様が多くいらっしゃ
り、人気度の高さをうかがえた。

41 サボテン・多肉植物展
若い方から注目度が高いサボテン・多肉植物
の展示会を開催。販売会も併せて実施

10/19～10/20 FREE
比較的若い方に人気のサボテンと多肉の展示会。フラワー
カーニバルと日程があわさっていたため、展示室には多く
のお客様が詰めかけていた。



42 おもと展
縁起の良い植物として有名なおもとを集めた展
示会

10/19～10/20 FREE
古典園芸植物であるおもとの展示会。その高貴の姿に多く
の方が、魅了されていた。

43 ミツバチ展　秋編 ミツバチと植物のかかわりを紹介する展示会 2/1～2/29 FREE
ミツバチの生態や養蜂についての展示会。実際のスズメバ
チの巣などは多くの方に興味をもっていただけた。

44 菊花大会（切花）
第55回を迎える伝統ある日本の菊栽培の技術
向上と普及を図るために開催する切り花の展
示会

10/29～11/17 FREE
第56回となる神奈川県菊花大会の切り花の展示会。切り
花は鉢の展示と違い、1本のクオリティが高いため、レベル
の高い作品が並んだ。

45 菊花大会（盆栽）
第55回を迎える伝統ある日本の菊栽培の技術
向上と普及を図るために開催する盆栽の展示
会

10/29～11/17 FREE

第56回となる神奈川県菊花大会の切り花や盆栽による展
示会。今年も多くの作品が並び、農林水産大臣賞を受賞す
る作品があるなど、素晴らしい作品の数々に多くのお客様
が楽しまれて観覧されていた。

46 ハロウィンディスプレー
ハロウィンに向けた仮装コーナーや50㎏にもな
るおばけカボチャの展示を行う。

9/25～10/31 FREE

50㎏にもなるおばけカボチャ（アトランティックジャイアント）
を100個以上を芝生広場に展示を行った。さわったり、転が
して遊べる展示は、子どもから特に人気で、元気に外で遊
ぶ姿が多かった。

47 色鉛筆植物画展　秋 色鉛筆を使って描いた植物画の展示会 11/1～11/4 FREE
色鉛筆を使って秋の植物を描いた作品を展示した、一絵会
協力の展示会の秋編を行った。秋の紅葉などの展示はそ
の季節を感じされるもので、多くの方に人気だった。

48 クリスマスを彩る植物展示 クリスマスにかかわる植物の展示会 12/1～12/25 FREE
クリスマスの時期にあわせ、グリーンハウスなどに電飾を
し、クリスマス気分を楽しめる展示を行った。

49 クリスマスツリー装飾
来園者参加型でクリスマスツリーを完成させる
展示イベント

12/1～12/25 FREE
クリスマスにあわせてポインセチアを集めてツリーを作成し
た。クリスマス期間が終了後はポインセチアのお花を来場
者の方へ配布すると多くの方から喜ばれた。

50 寒蘭展 寒い時期に咲く寒蘭を集めた展示会 11/12～11/17 FREE
冬の寒い時期に美しい花を咲かせる寒蘭の展示会。冬の
時期はあまり園内もお花が少なくなるため、美しい寒蘭は
来園者から人気だった。

51 こども＆おとなラン大賞 紙粘土を使用した参加型の展示 12/10～2/2 FREE
今年度は展示会に併せ「パンジー・ビオラ」のお花を題材に
した粘土大賞を開催。60点以上の作品が集まり、審査を行
い、優秀作品には表彰を行った。

〇

52 植物アート展 植物を題材としたアート展示会 2/18～2/24 FREE
植物画の講師としても活躍された小川吉四郎の植物画の
展示会。精密に描かれた作品の数々は絵を描かれている
方の参考となっていた。

53 パンジー・ビオラ展 人気のパンジー・ビオラを集めた展示会 12/10～2/2 FREE

うさぎのような可愛いビオラなどさまざまなパンジーとビオラ
の品種を集めた展示会を実施。この時期はお花が少なくな
るので、花やかなパンジービオラのお花は来園者に大変人
気だった。

54 新春盆栽展 新年にふさわしい華やかな盆栽の展示会 1/4～1/26 FREE
新春を彩る当園が保有する盆栽を集めた展示会。豪華な
盆栽の数々に多くの方が足を止めていた。

55 正月装飾 正月を彩る植物の展示会 1/4～1/26 FREE

お正月の展示として、干支の植物展を開催。今年の干支は
ネズミということで、ネズミの名前に関連した植物を展示し
た。メディアからのお問合せもあり展示を楽しみにご覧いた
だけるお客様も多かった。

56 サボテンミニ展示会 人気のサボテンの展示会 2/1～2/2 FREE
サボテンの秋の品評会開催した。普段販売されているもの
とは違った姿に多くのお客様が興味を持って観察されてい
た。

57 カカオミニ展示
カカオがチョコレートになるまでの工程を紹介す
る。

2/1～3/8 FREE

バレンタインの時期にあわせ、カカオの木からチョコレート
ができるまでの工程を詳しく説明をした展示会を開催した。
どうやってチョコレートができているかを知らない方も多く、
興味深く観察いただいた。

58 スプリングガーデン展
春に開花する花を集めて展示する当園主催の
ガーデンイベント

2/1～2/24 FREE

バレンタインの時期に併せ、ハート型の立体花壇を制作し、
パンジーのお花が詰まったフォトスポットを作成した。フォト
スポット以外にも色とりどりのチューリップやスイセンのお花
などは華やかで冬の時期に園内を楽しませていた。

59 クリスマスローズ展
愛好家によるかわいらしいクリスマスローズを
集めた展示会。販売会も併せて開催

2/23～3/8 FREE

クリスマスローズBCの協力によるクリスマスローズ展を開
催した。珍しいクリスマスローズの他にクリスマスローズの
絵画や寄せ植えなどにぎやかな展示は多くのお客様を魅
了した。3/2より臨時休園（新型コロナウィルス感染予防の
ため）となったため、展示途中での終了となった。

60 クリスマスローズ展 当園で集めたクリスマスローズの展示会 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

61 花に魅せられて写真展
フラワーセンターで撮影した花を中心とした写
真展

2/26～3/1 FREE

冬のお花の写真をテーマとした写真クラブ・フォト湘南の協
力による写真の展示会。この時期は写真撮影目的で来園
されるお客様も多く、カメラを掲げたお客様が感心して展示
をご覧いただく姿が多くみられた。

62 花ざんまい写真展 たくさんの花の写真を集めた展示会 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

63 ラナンキュラス展
花弁が重なった姿が人気なラナンキュラスを集
めた当園主催の展示会

- - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

64 サボテン展 人気のサボテンを集めたミニ展示会 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

65 植木品評会 植木生産農家による展示会＆販売会 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

66 春蘭展 春咲きの蘭の展示会 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

67 花の絵画展3月 障がい者団体による絵画展 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

68 花の会写真展 花を自由な写真の撮り方で撮影した写真展 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

69 季節の写真展示 写壇大船による季節の写真展示 通年 FREE
写壇大船の協力による月ごとに代わる写真の展示会。毎
月写真は変更になるため、楽しみに見て頂いている方も多
くいらっしゃった。

70 季節の盆栽展示 フラワーセンター保有の盆栽を展示する。 通年 FREE 季節の見ごろの盆栽の展示を年間を通して実施した。

71 季節の山野草展示 季節ごとの野草を紹介する。 通年 FREE 季節の見ごろの山野草の展示を年間を通して実施した。



72 四季の立体花壇 立体花壇を使ったオリジナル展示 年4回 FREE
季節の植物を使った立体花壇を制作。さまざまな姿に多く
の方が楽しんでご覧いただけた。

　（3）　園芸教室・ワークショップ

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1 四季の菊作り・春
菊作りのコツを公演
※講師：神奈川県菊花連盟会長

4/17 12名
神奈川県菊花大会会長による菊花の栽培講座。今年から
新会長が講義を行うため、リピーターの方も新たな内容が
聞けたと好評だった。

2 母の日の寄せ植え作り 親子で作る寄せ植え教室 5/3 20名
小学生と親子で参加できる寄せ植えづくり教室。手を泥だ
らけにしながら親子で制作し、皆楽しんでいただけている様
子だった。お花も豪華で人気だった。

〇

3 多肉植物の寄せ植え作り
展示会と連携教室　※講師：神奈川県サボテ
ン・多肉植物愛好クラブ連合会会長

5/11 18名
さまざまな形をした多肉植物を組み合わせて制作する寄せ
植えイベントを開催。多肉の育て方のプロが集まっている
ため、参加者も安心して講座を楽しんでいた。

4 ばら作り～初夏の手入れ
展示会との連携教室
※講師：湘南ばら会　会長

5/15 19名
バラ展にあわせて湘南バラ会会長の協力によりバラの栽
培方法を解説した講座。バラ栽培に関心を持つ方も多く、
参加者の多くが熱心に聞いていた。

5 色鉛筆植物画入門「春」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

5/25 6名
色鉛筆で植物を描く講座。2時間の講座ですが、１つの対象
物を集中して観察し描く作品は皆素晴らしいものばかりで、
好評だった。

6 色鉛筆植物画入門「春」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

5/25 6名
色鉛筆で植物を描く講座。2時間の講座ですが、１つの対象
物を集中して観察し描く作品は皆素晴らしいものばかりで、
好評だった。

7 四季の菊作り・初夏
菊作りのコツを公演
※講師：神奈川県菊花連盟会長

6/19 10名
神奈川県菊花大会会長により初夏の菊づくりの栽培講座
を実施。ほとんどの方が春に続き参加いただけた。

8 父の日の寄せ植え作り 親子で寄せ植え作り 6/8 20名
父の日に親子でつくり寄せ植えづくり教室。参加者は皆、一
生懸命にお父さんと作品を制作していただけた。

〇

9 ベゴニアの楽しみ方
展示会と連携教室
※講師：日本ベゴニア協会湘南支部会員

6/1 12名
ベゴニア展にあわせ日本ベゴニア協会湘南支部の協力に
よる栽培講座。身近だけど栽培法を知りたい方も多く、質問
も多くされている姿があった。

10 花を咲かせる洋ラン栽培
展示会と連携教室
※講師：洋ラン生産者

6/12 29名
フラワーカーニバル時に来園されたお客様に栽培の方法を
解説する講座を開催。

11 色鉛筆植物画入門「夏」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

7/20 20名
色鉛筆のみで植物を描く植物画入門講座の夏のお花編を
開催した。

12 色鉛筆植物画入門「夏」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

7/20 26名
色鉛筆のみで植物を描く植物画入門講座の夏のお花編を
開催した。

13 花育実践サポート講座 ※神奈川県園芸協会の協力による 7/30 30名

神奈川県園芸協会の協力による学校の先生のための花育
講座を開催。花を楽しんでもらい方（ガイド）を当園の園長
が行った。参加された先生方は生徒にお花を楽しく教える
ことができると大変好評だった。

〇

14 ユリの楽しみ方 ユリの栽培や楽しみ方の講義 2/9 35名
公益社団法人　日本植物園協会　やまゆりサミット顧問の
飯塚氏によるヤマユリの講座を開催した。

15 食虫植物教室①
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/8 26名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の２
倍ほどの応募数があった。

〇

16 食虫植物教室②
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/9 26名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の３
倍ほどの応募数があった。

〇

17 食虫植物教室③
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/9 26名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の４
倍ほどの応募数があった。

〇

18 食虫植物教室④
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/10 26名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の５
倍ほどの応募数があった。

〇

19 食虫植物教室⑤
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/10 26名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の６
倍ほどの応募数があった。

〇

20 食虫植物教室⑥
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/11 26名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の７
倍ほどの応募数があった。

〇

21 食虫植物教室⑦
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/11 26名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の８
倍ほどの応募数があった。

〇

22 食虫植物教室⑧
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/12 30名

夏休みの自由研究に役立つ企画として、食虫植物の観察
をする食虫植物教室を開催。さまざまな仕組みで食虫植物
を捕らえる姿はお子様から人気があるため、募集人数の９
倍ほどの応募数があった。

〇

23
ピンホールカメラで写真現
像体験①

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/30 7名

カメラの製作から撮影、暗室での現像までカメラの構造や
写真が撮れるしくみを考えながら学べる講座を開催した。
暗室での作業などは大人の方でも体験したことがない方も
多く、親子で楽しんでいただける姿が多くあった。

〇

24
ピンホールカメラで写真現
像体験②

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/30 7名

カメラの製作から撮影、暗室での現像までカメラの構造や
写真が撮れるしくみを考えながら学べる講座を開催した。
暗室での作業などは大人の方でも体験したことがない方も
多く、親子で楽しんでいただける姿が多くあった。

〇

25
ピンホールカメラで写真現
像体験③

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/31 7名

カメラの製作から撮影、暗室での現像までカメラの構造や
写真が撮れるしくみを考えながら学べる講座を開催した。
暗室での作業などは大人の方でも体験したことがない方も
多く、親子で楽しんでいただける姿が多くあった。

〇

26
ピンホールカメラで写真現
像体験④

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

8/31 9名

カメラの製作から撮影、暗室での現像までカメラの構造や
写真が撮れるしくみを考えながら学べる講座を開催した。
暗室での作業などは大人の方でも体験したことがない方も
多く、親子で楽しんでいただける姿が多くあった。

〇

27 秋のこけ玉盆栽作り①
風情のある苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

9/28 25名
初心者の方でも楽しめる秋のこけ玉盆栽づくり教室を開催
した。その可愛い見た目から人気の講座で、講師の方も丁
寧にお教えいただけるため、人気の講座であった。

28 秋のこけ玉盆栽作り②
風情のある苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

9/28 0
初心者の方でも楽しめる秋のこけ玉盆栽づくり教室を開催
した。その可愛い見た目から人気の講座で、講師の方も丁
寧にお教えいただけるため、人気の講座であった。

計画 実績



29 洋ラン栽培の楽しみ
展示会との連携教室
※講師：洋ラン生産者

10/20 20名
フラワーカーニバルと同時開催。来園された方に向け、展
示している蘭の品種の解説や栽培法を詳しく解説した。来
園者がお持ちの植物に対しても詳しく解説していただけた。

30 押し花の色紙作り
展示会との連携教室
※講師：湘南おしばな会会長

5/1 8名
つくしを使った押し花の色紙づくりを開催した。実際に咲い
ている姿を想像しながらつくるつくしの配置は難しく、時間を
かけて丁寧に作品をつくる様子があった。

31 色鉛筆植物画入門「秋」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

10/26
２回合計
で7名

色鉛筆で季節の植物を描く講座の秋。植物の実などを特に
難しいが先生のお話をしっかりと聞いて作業をされている
姿があった。

32 色鉛筆植物画入門「秋」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

10/26
２回合計
で7名

色鉛筆で季節の植物を描く講座の秋。植物の実などを特に
難しいが先生のお話をしっかりと聞いて作業をされている
姿があった。

33
四季の菊作り・冬の作業と
観賞

講演後、菊花展をご案内
※講師：神奈川県菊花連盟会長

11/6 20名

神奈川県菊花大会会長による菊のお花の冬の作業と菊花
展のガイドを組み合わせた講座を開催。実際に多くの菊の
お花を見ながら解説できるため、多くのお客様が感心して
聞かれていた。

34 お正月の和風寄せ植え作り 松竹梅の寄せ植え作り 12/7
２回合計
で21名

お正月に豪華なお花を咲かせる松竹梅が入った寄せ植え
講座を行った。盆栽教室のプロの講師が丁寧にお教えいた
だけるため、お客様は皆満足した作品のできだった。

35 お正月の和風寄せ植え作り 松竹梅の寄せ植え作り 12/7
２回合計
で21名

お正月に豪華なお花を咲かせる松竹梅が入った寄せ植え
講座を行った。盆栽教室のプロの講師が丁寧にお教えいた
だけるため、お客様は皆満足した作品のできだった。

36 クリスマスリースづくり 自然素材のリース作り 12/8 30名
園内で落ちたドングリやメタセコイアなどの実を使ってつくる
クリスマスリースづくりを開催。木の実などで制作する手作
りリースは販売しているものと違って愛着がわくととても人

37
松ぼっくりのミニツリーづくり
①

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/19
全日合計
60名

園内で採れた松ぼっくりなどを使用して自由に装飾して楽
しめる松ぼっくりミニツリーづくりを開催した。色をや形など
大人の発想ではあまり思いつかないような作品も多く、たく
さんの方に楽しんでいただけた。

38
松ぼっくりのミニツリーづくり
②

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/20
全日合計
60名

園内で採れた松ぼっくりなどを使用して自由に装飾して楽
しめる松ぼっくりミニツリーづくりを開催した。色をや形など
大人の発想ではあまり思いつかないような作品も多く、たく
さんの方に楽しんでいただけた。

39
松ぼっくりのミニツリーづくり
③

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/21
全日合計
60名

園内で採れた松ぼっくりなどを使用して自由に装飾して楽
しめる松ぼっくりミニツリーづくりを開催した。色をや形など
大人の発想ではあまり思いつかないような作品も多く、たく
さんの方に楽しんでいただけた。

40
松ぼっくりのミニツリーづくり
④

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/22
全日合計
60名

園内で採れた松ぼっくりなどを使用して自由に装飾して楽
しめる松ぼっくりミニツリーづくりを開催した。色をや形など
大人の発想ではあまり思いつかないような作品も多く、たく
さんの方に楽しんでいただけた。

41
松ぼっくりのミニツリーづくり
⑤

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/24
全日合計
60名

園内で採れた松ぼっくりなどを使用して自由に装飾して楽
しめる松ぼっくりミニツリーづくりを開催した。色をや形など
大人の発想ではあまり思いつかないような作品も多く、たく
さんの方に楽しんでいただけた。

42
松ぼっくりのミニツリーづくり
⑥

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/25
全日合計
60名

園内で採れた松ぼっくりなどを使用して自由に装飾して楽
しめる松ぼっくりミニツリーづくりを開催した。色をや形など
大人の発想ではあまり思いつかないような作品も多く、たく
さんの方に楽しんでいただけた。

43 バラの剪定実演① バラ園で剪定を解説 1/11 14名
当園スタッフによるバラの剪定講座の実演編。実際のバラ
園で講義、剪定作業を行うため、実物を見ることができるた
め、お客様が熱心に聞いていただけた。

44 バラの剪定実演② バラ園で剪定を解説 1/11 10名
当園スタッフによるバラの剪定講座の実演編。実際のバラ
園で講義、剪定作業を行うため、実物を見ることができるた
め、お客様が熱心に聞いていただけた。

45 色鉛筆植物画入門「冬」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

2/29 9名
色鉛筆植物画の冬の講座。今回は１枚のはがきにツバキ
のお花を描く講座。皆熱心に描き満足されていた。

46 色鉛筆植物画入門「冬」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

2/29 9名
色鉛筆植物画の冬の講座。今回は１枚のはがきにツバキ
のお花を描く講座。皆熱心に描き満足されていた。

47 クリスマスローズ教室
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

2/19 10名
クリスマスローズの病気や育て方を解説する講座。熱心に
質問される姿も多くあった。

48 クリスマスローズ教室
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

2/26 12名
クリスマスローズの栽培法を解説する講座の２回目。今回
はクリスマスローズの寄せ植えの実演も組み込むことでよ
り楽しんでいただける講座となった。

49 早春の苔玉づくり①
早春の植物を使った苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

2/22 21名
人気のこけ玉をつくる講座。今回はこの時期に美しい花を
咲かせるクリスマスローズを使った講座。豪華なお花のこ
け玉に参加者の方は満足していた。

50 早春の苔玉づくり②
早春の植物を使った苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

2/22 21名
人気のこけ玉をつくる講座。今回はこの時期に美しい花を
咲かせるクリスマスローズを使った講座。豪華なお花のこ
け玉に参加者の方は満足していた。

51
初心者のためのデジカメ教
室①

講演後、園内で写真撮影
※講師：日本写真協会会員

2/23 10名

初心者の方のためにカメラの構造、園内でのお花の撮影
の仕方などをお教えする講座。デジタルカメラの操作はさま
ざまな機能があるため把握されていない方も多く、勉強に
なったたとおっしゃって帰っていただけるお客様なども多く
いらっしゃった。

52
初心者のためのデジカメ教
室②

講演後、園内で写真撮影
※講師：日本写真協会会員

2/23 10名

初心者の方のためにカメラの構造、園内でのお花の撮影
の仕方などをお教えする講座。デジタルカメラの操作はさま
ざまな機能があるため把握されていない方も多く、勉強に
なったたとおっしゃって帰っていただけるお客様なども多く
いらっしゃった。

53 ラナンキュラスを楽しもう
展示会との連携教室
※講師：ラナンキュラス生産農家

3/7 - コロナウィルス感染予防のため中止

54 クリスマスローズ教室
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

3/4 - コロナウィルス感染予防のため中止

55 ヨモギ染め体験 ヨモギを使った染物教室 4/27 20名
園内で採れたヨモギを使いブックカバーを染色をする体験
講座を開催した。オリジナルの模様なども染めることがで
き、お客様は楽しんでいただけた。

56 きのこのストラップづくり
さまざまな種類のきのこを学習しながら楽しめ
るワークショップ

4/28 136名
さまざまなきのこを紹介し、オリジナルのプラバンづくりを実
施。当日は子供からご年配の方まで多くの方に参加いただ

57 ハーブでクッキング
ハーブをブレンドしてオリジナルハーブミックス
を作ります。

4/30 19名
自分好みに配合で使用できるハーブミックスづくりを開催。
料理などであまりがちのハーブを詳しく解説いただくこと
で、多くの方に好評となった。

58 GWクラフトコーナー 自由に楽しめるクラフトコーナー 4/27～5/6 FREE

レストハウス横で自由に制作できるクラフトコーナーを設置
した。今年は不思議な木の実であるアルソミトラやフタバガ
キ、文字が書くことができるタラヨウの葉などを紹介、体験
できるように設置したところ連日多くのお客様に楽しんでい
ただけた。

59 オリジナルこけ玉づくり
こけ玉をデコレーションして自分だけのオリジナ
ルこけ玉を作ります。

5/4 28名
GWにお子様向けのこけだまづくり。手を泥だらけにして土
の感触を感じていただき楽しんでいただいた。

60
母の日にカーネーションで
プードルプレゼント

カーネーションを使ってプードルを作ります。 5/12
２回合計
で30名

スプレーカーネーションを使用し、母の日にお花でプードル
をつくるプログラム。大人のかたからもかわいいと好評。当
日は朝日新聞の取材も入った。

〇

61
母の日にカーネーションで
プードルプレゼント

カーネーションを使ってプードルを作ります。 5/12
２回合計
で30名

スプレーカーネーションを使用し、母の日にお花でプードル
をつくるプログラム。大人のかたからもかわいいと好評。当
日は朝日新聞の取材も入った。

〇



62
オリジナルこいのぼりをつく
ろう

こどもの日にあわせ園内にオリジナルのこいの
ぼりを制作して飾る。

5/4～5/5 30名
子どもの日に無地のこいのぼりに自由に絵を描いていただ
けるワークショップ。

〇

63 ローズキャンドルづくり
バラが咲く季節にあわせて作るキャンドルの
ワークショップ。

5/18 22名
バラの季節にあわせとかしたロウを組み合わせてつくる
ローズキャンドルを制作。火をつけるのがもったいないと皆
素敵な作品ができていた。

64
母の日お母さんの笑顔を咲
かせようカーネーションプレ
ゼント

お母さんの似顔絵を描いていただいたお子様
の絵を園内に掲示し、掲示したお子様にはカー
ネーションのお花をプレゼントします。

5/11～5/12 37名
GW期間中にお母さんの似顔絵を描いて展示していただい
たお客様にカーネーションをプレゼントするイベント。

〇

65
鎌倉芸術館オープンデイ
出張ワークショップ

近隣の鎌倉芸術館のオープンデイに当園のPR
をかねてワークショップを行う。

5/19 250名
鎌倉芸術館で行われた「オープンデイ」イベントに企業連携
として参加。開始30分前からお客様が並ばれるなど大変好
評で親子連れが多かったため、良い施設PRができた。

66 父の日にうちわ・風船づくり
父の日にオリジナルのうちわと風鈴をつくりま
す。

6/9 14名
父の日に白地のうちわと風鈴に自由に絵を描いていただ
き、プレゼントしていただくイベント。参加したお子様はお父
さんの似顔絵などを描いていただき楽しんでいただけた。

〇

67 初夏のデジカメ教室
カメラのしくみから撮影の実践までをお教えしま
す。

6/22 22名
デジカメのしくみから実際の撮影の仕方まで丁寧にお教え
いただけるカメラ講座を開催。わからないところが、解決し
たなど参加者から大変好評だった。

68 ミツバチの内検体験会
ミツバチの生態を観察することができる体験
会。

7/6 30名
園内で飼育しているミツバチの巣箱の中を観察することが
できる体験会。実際に養蜂を行っているという参加者もい

69 夏休みしぜん観察会
夏休みに園内の花と昆虫を見て調べる観察
会。

7/24 32名
昨年度の同イベントの参加者は１２名だったが、今年は３２
名の参加者（３５名定員３名は当日病欠）増加した。

〇

70 ケーナをつくろう！ 竹で南米の民族楽器をつくるワークショップ。 8/3 32名
昨年度も好評だった竹から作る民族楽器「ケーナ」づくり体
験を開催。お子様から大人まで幅広い方に参加いただい

〇

71 ミツバチの内検体験会 ミツバチの巣箱の中を観察する体験会。 8/17 58名
当園で管理しているセイヨウミツバチの巣箱の中を観察す
るイベント。巣の中を開けた時には歓声があがるなど子供
から大人まで多くの方にご参加頂けた。

〇

72 ひょたんランプづくり
ひょうたんを加工してランプをつくるワークショッ
プ

8/25 14名
夜間開園でも展示いただいているひょうたんのアーティスト
によるひょうたんのランプをつくるイベント。人気が高く、多く
のお客様から応募があった。

〇

73
観察してひまわりを描いて
みよう！

水彩画でひまわりを描くワークショップ。 8/28 6名
ボタニカルアーティストによる子供から大人まで参加できる
水彩画教室。夏にふさわしいひまわりを題材に実施した。

〇

74 ミツバチの内検体験会 ミツバチの巣箱の中を観察する体験会。 10/27 32名
夏にも実施したミツバチの巣箱の中をみる内検体験会を実
施。小さなお子様も多くご参加いただけた。

75
菊を使った和風フラワーア
レンジメント講習

菊花大会記念として菊を使ったフラワーアレン
ジメント講習を行う。

11/2 25名
菊花大会にあわせ、菊の花を使用したフラワーアレンジメ
ント教室を開催。豪華なアレンジメントに多く方に楽しんで
いただけた。

76 出張事業「玉縄まつり」
玉縄小学校で行われる玉縄まつりにフラワーセ
ンターのPRとしてワークショップを行う。

11/17 100名
玉縄小学校で実施された「玉縄まつり」に昨年度に引き続
き参加させていただいた。人気のオリジナル缶バッチづくり
は特に女の子に人気で、100名程の方に参加いただいた。

77
展示会関連イベント
冬のぽこぽこアクセサリー
づくり

展示会の作者の関連したワークショップイベント 12/21 7名
グリーンハウス内の展示と同じ素材、作者によるアクセサ
リーづくりイベント。展示をご覧になり、興味をもって参加い
ただけ、好評だった。

78 節分お面づくり
節分にあわせて、木の実などをつかいオリジナ
ルのお面を制作できるイベント

2/1・2/2・2/3 250名

節分にあわせ、真っ白な鬼のお面に落ち葉や木の実などを
つけるなど自由に制作できるお面作りコーナーを設置。完
成したらインフォメーションへ持ってくるとミニ福豆プレゼント
を行った。シンプルなクラフト工作だが、予想外にお客様に
楽しんでいただけた。

79
体験しよう！カカオからチョ
コレートができるまで

カカオ豆からチョコレートができるまでの工程を
解説するイベント

2/8 72名

（株）明治とカカオの木がある植物園との協力企画として、
カカオの実から実際にチョコレートがどうできているかを紹
介するイベント。６０名定員でしたが、満席を超えるお客様
に来園いただけ、楽しんでいただけた。

　（4）　ガイドツアー

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 4/14 70名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

2
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 5/12 70名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

3
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 6/9 70名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

4
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 7/14 70名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

5
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 8/11 35名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

6
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 9/8 30名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

7
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - - 台風により中止

8
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 11/10 30名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

9
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 12/8 30名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

10
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 1/12 34名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

11
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 2月9日　　 50名
園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽを実
施。

12
季節の植物ガイド（園長さ
んぽ）

季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - - 新型コロナウィルス感染予防のため中止

13 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する 5/23 82名
昨年も好評いただいた雑誌「NewRose」編集長の玉置氏に
よる特別ガイドツアーを開催。当日はお天気もよく１時間程
のガイドを82名の方が楽しんでいただけた。

14 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する 5/29 68名
趣味の園芸などの雑誌でも取り上げられているローズライ
フアドバイザーの有島氏によるガイド＆栽培講座を実施。

15 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する 10/24 40名
バラの先生として有名な有島薫氏を招き、秋のバラ園のガ
イドを実施した。講師目当てにきていただける方も多かっ
た。

16 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する 10/30 30名
バラの雑誌で有名な玉置氏による秋バラのガイドツアーを
実施。バラの香りの違いや表現などを織り交ぜた説明で多
くの方が楽しんでいた。

17
ウメガイド①（園長ウメさん
ぽ）

見ごろのウメ園をご案内 2/15
２回合計
で50名

フラワーセンター園長による見ごろのウメを紹介するガイド
ツアー。品種によっても早咲きや遅咲きのものがあるため、
今度また見に来てくださいと再入園をご案内することもでき
た。

計画 実績



18
ウメガイド②（園長ウメさん
ぽ）

見ごろのウメ園をご案内 2/15
２回合計
で50名

フラワーセンター園長による見ごろのウメを紹介するガイド
ツアー。品種によっても早咲きや遅咲きのものがあるため、
今度また見に来てくださいと再入園をご案内することもでき
た。



４　令和２年度
　（1）　イベント

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
2 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
3 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
4 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

5 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

6 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

7 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

8 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

9 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

10 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

11 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

12 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

13 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

14 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

15 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

16 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

17 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 8/2
２日合計
で102名

4名のヴァイオリニストによるコンサートステージ。コロナ対
策をしっかり行い開催したため混乱もなくお楽しみいただけ

18 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 8/2
２日合計
で102名

4名のヴァイオリニストによるコンサートステージ。コロナ対
策をしっかり行い開催したため混乱もなくお楽しみいただけ

19 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 8/16
２日合計
で85名

2名のピアニストによるコンサートステージ。コンサート目的
の来園者の方も目立った。

20 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 8/16
２日合計
で85名

2名のピアニストによるコンサートステージ。コンサート目的
の来園者の方も目立った。

21 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 9/6
２日合計
で122名

YouTubeヴァイオリニスト「あき火」によるソロライブ。アニメ
の曲などの演奏だったが、新鮮でご好評いただけた。

22 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 9/6
２日合計
で122名

YouTubeヴァイオリニスト「あき火」によるソロライブ。アニメ
の曲などの演奏だったが、新鮮でご好評いただけた。

23 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 9/20
２日合計
で156名

4名のヴァイオリニストによる演奏。蜜を避ける配慮を行い
ながら、多くのお客様に楽しんでいただけた。

24 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 9/20
２日合計
で156名

4名のヴァイオリニストによる演奏。蜜を避ける配慮を行い
ながら、多くのお客様に楽しんでいただけた。

25 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 10/4
２日合計
で178名

チェロとピアノによる演奏。多くの方にお越しいただいたた
め、入場制限を設けながら開催をした。

26 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 10/4
２日合計
で178名

チェロとピアノによる演奏。多くの方にお越しいただいたた
め、入場制限を設けながら開催をした。

27 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 10/18
２日合計
で176名

ピアノと箏によるステージ。以前箏を習っていた方など、普
段よりご高齢のお客様が多くいらっしゃった。

28 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 10/18
２日合計
で176名

ピアノと箏によるステージ。以前箏を習っていた方など、普
段よりご高齢のお客様が多くいらっしゃった。

29 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 11/1
２日合計
で177名

クラシックとポップの楽曲をピアノで演奏する内容だったた
め、幅広い年齢層のお客様にお越しいただけた。

30 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 11/1
２日合計
で177名

クラシックとポップの楽曲をピアノで演奏する内容だったた
め、幅広い年齢層のお客様にお越しいただけた。

31 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 11/15
２日合計
で176名

高音のフルートと低音のチェロが奏でる演奏は人気があ
り、多くのお客様にご好評をいただけた。

32 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 11/15
２日合計
で176名

高音のフルートと低音のチェロが奏でる演奏は人気があ
り、多くのお客様にご好評をいただけた。

33 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 12/6
２日合計
で177名

ヴァイオリン2名とピアノ1名によるステージ。クリスマスの楽
曲が中心だったため、幅広いお客様から好評だった。

34 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 12/6
２日合計
で177名

ヴァイオリン2名とピアノ1名によるステージ。クリスマスの楽
曲が中心だったため、幅広いお客様から好評だった。

35 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 12/20
２日合計
で212名

グリーンハウス内の特設ステージにて実施。普段とは異な
るステージにご好評をいただけた。

36 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 12/20
２日合計
で212名

グリーンハウス内の特設ステージにて実施。普段とは異な
るステージにご好評をいただけた。

37 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 1/17 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

38 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 1/17 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

39 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 1/31 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

40 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 1/31 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

41 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 2/7 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

42 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 2/7 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

43 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 2/21 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

44 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 2/21 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

45 フラワーコンサート① 植物園で行う季節のコンサート 3/7 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

46 フラワーコンサート② 植物園で行う季節のコンサート 3/7 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

47 フラワーコンサート③ 植物園で行う季節のコンサート 3/21 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

48 フラワーコンサート④ 植物園で行う季節のコンサート 3/21 -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

49 春のクイズラリー 見ごろの花を中心にしたクイズラリー 4/6～4/9 FREE
園内の6か所に見ごろの花を中心としたクイズを設置。クイ
ズを大人用と子供用に分けたところ幅広い世代の方にご参
加いただけた。

50
不思議なかたちのきのこた
ち

きのこの観察や、プラバンストラップ作りができ
るイベント。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

計画 実績



51 ミニビオトープづくり ミニサイズのビオトープを作るイベント - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

52 ハスの早朝開園
昼にはお花が閉じてしまうハスの花を一番きれ
いな状態である朝に観察する

7/4・5・11・12・14～19・23～26FREE
毎年恒例となっている、早朝開園を実施。ハスシャワーを
設置したところ非常に人気だった。

53 七夕飾り 来園者参加型の七夕飾り。 6/23～7/7 FREE
エントランスに七夕飾りを設置。設置初日から多くのお客様
に短冊を書いていただけた。

54 夏のクイズラリー 見ごろの花を中心にしたクイズラリー 7/7～8/31 270名
夏の見ごろの花を中心とした全6問のクイズラリー。大人用
と子供用に分けた問題を作り幅広い世代にご参加いただ

55
ミツバチの内検・採蜜体験
会

園内で飼育しているミツバチの巣箱の中の観
察と、採れた蜜を試食するイベント

8/15・16 62名
応募の段階から予約数を大きく上回る応募があり、イベント
の人気がうかがえた。

〇

56 敬老の日イベント
ご来園いただいたお客様へ花鉢のプレゼントを
実施

9/21 100名
コスモスの鉢を来園者に年齢制限なく無料配布を行った。
開演前から並ぶお客様もいらっしゃり、用意した鉢はすぐに
なくなった。

57 フラワーカーニバル
ワークショップやコンサートでお客様をお迎えす
る秋のお祭りイベント。

- - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

58
鎌倉ジュニアオーケストラ
特別コンサート

湘南地区で小学生から高校性までが活躍する
オーケストラ団体の特別コンサート

10/25 316名
弦楽合奏や管打楽器演奏を合計4公演実施。普段のコン
サートとは異なるフレッシュな演奏でご好評いただけた。

59 ナゾトキラリー 園内のクイズスポットを回るラリー 10/13～10/31 2,626名
園内6か所にクイズスポットを設置しラリーを実施。参加者
には、植物の種、またはオリジナル缶バッチをプレゼント
し、幅広く楽しんでいただけた。

60 ハロウィンのお菓子配布 お子様向けのお菓子配布 10/13～10/31 2,700名
ハロウィンにあわせお子様にお菓子配布を行った。約2700
セットのお菓子を配布し、とても喜んでいただけた。

61 展示会ラリー
期間中、展示会へ複数訪れるとプレゼンを配
布するイベント

9/1～11/23 177名

9月から11月までで行われる8つの展示会にて4回展示会に
訪れた方へ、特製エコバックをプレゼントした。エコバックと
交換された方は177名。特製バックは非常に人気で、展示
会への集客効果は大きかった。

62 ポインセチア配布
クリスマス装飾で利用したポインセチアの配布
イベント

12/25・26 55名
装飾に利用したポインセチアを来園のお客様に無料配布を
行った。喜んでお持ち帰りいただけた。

63 新春くじ引き
新年最初にご来園いただいたお客様へ福引イ
ベントを実施

1/4・5 748名
ハズレなしの新春福引を実施。湘南モノレール(株)や(株)明
治に協賛いただき、多くの方に楽しんでいただけた。

64 カレンダープレゼント
園内の毎月の見ごろの花を集めたオリジナル
カレンダーを制作し配布

1/6 50名
先着50名様限定でカレンダーを配布。約50分で配布終了と
なりご好評だった。

65 七草がゆのふるまい
1月7日に春の七草が入ったお粥をふるまうイ
ベント

1/7 23名
新型コロナウイルス感染拡大予防のため例年行っている
無料配布ではなく、カフェにて販売する形で実施。甘酒も一
緒に提供し喜んでいただけた。

66 節分のお面づくり
節分に合わせてオリジナルのお面を制作でき
るイベント

2/2 45名
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、園内に制作ス
ペースは作らず、ぬりえなどができるお面を配布した。家で
ゆっくり作成できるためご好評だった。

67 節分福豆プレゼント
節分に合わせて、来園者に福豆をプレゼントす
るイベント

2/2 133名
ご来園の方に先着で福豆を配布した。当日は雨のため、配
布数は少なかったが喜んでいただけた。

68 バレンタインチョコ配布
バレンタインに合わせて、チョコをプレゼントす
るイベント

2/14 540名
ご来園の方に先着でチョコをプレゼント。当日は入園者数
が多く準備分は早めの時間に終了した。

69 玉縄桜まつり 玉縄桜を楽しむイベント。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言延長)

70 「鎌倉のサクラ」講演会 鎌倉生まれの桜について学べる講演会 3/27 FREE
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言延長)、職員向けの講習会として実施

　（2）　展示会

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1
「フラワーセンター四季」写
真展・春編

国際写真家が選定したフラワーセンター内で撮
影された春の写真を中心とした展示会。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

2 春の盆栽展
春の芽吹きを感じることができる盆栽展。販売
会も併せて開催。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

3
フラワーセンター歴史パネ
ル展

フラワーセンターができてから今に至るまでを
写真にて紹介するパネル展。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

4 サクラソウ展（１） 当園で育てたサクラソウを紹介する展示会。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

5 サクラソウ展（２）
江戸時代から武士達の間で栽培されていたと
もされるサクラソウ。愛好家による展示会と販

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

6 おしば美術展　春編
自然の美しさをありのままの姿で表現できるお
しば。春の花を中心に展示を実施。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

7 えびね展（１） 山の手えびね会による蘭の展示会。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

8 えびね展（２）
多彩な色や香りが魅力的なランであるえびね
の展示会。ミニ教室や販売会なども実施。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

9 色鉛筆植物画展　春 色鉛筆を使って描いた植物画を展示する。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

10 ミツバチ展　春編 ミツバチと植物の関係を紹介する - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

11 四季の花・風景写真展 四季の花と風景を併せた写真展を開催。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

12 サボテン・多肉植物展
若い方から注目度が高いサボテン・多肉植物
の展示会を開催。販売会も併せて開催。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

13 押花作品展
古くは植物標本として活用されていた押花。美
しい自然色のまま表現できる作品を多数展示。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

14 春のバラ展
美しさから多くの人に親しまれるバラ。愛好会
による展示会を実施。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

15 初夏の盆栽展 日本の伝統である盆栽の展示会の初夏編。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

16 花の絵画展 障がい者団体による花を描いた絵画展。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

17 日本の自生アジサイ展
日本に自生しているヤマアジサイを中心とした
展示会＆ミニ教室。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

18 さつき盆栽展（１） さつきを対象とした盆栽展。 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

19 さつき盆栽展（２） 愛好会によるさつき盆栽を対象とした展示会 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

20 ナイトローズ展
バラ園満開時にあわせたよるのバラを鑑賞で
きる展示

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

21 ベゴニア展
人気のベゴニアの展示会。展示会に併せ販売
会も実施する。

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

22 花とみどりの写真展 花とみどりを撮影した写真展。 - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

23 初夏の洋ラン展
大きくて美しいものから不思議な形をしたもの
まで、さまざまなランを紹介する展示会。

- - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

24 四季の風写真展
デジタルカメラの愛好家による花やみどりを
テーマとした写真展。

- - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

25 ギボウシ展 人気のギボウシの展示会 - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
26 サボテンミニ展示 人気のサボテンの展示会 - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

27 ハイビスカス展示
夏らしいハイビスカスを原種から交配種までさ
まざまな色や種類を集めた展示。

7/7～7/26 FREE
約50鉢のハイビスカスを展示。夏らしい植物を見ることがで
きご好評だった。

計画 実績



28 ハスの花写真展 ハスの花の写真の展示会 7/23～8/30 FREE
昼には閉じてしまうハスの花を写真でどの時間でも見ること
ができるためご好評をいただけた。

29 食虫植物展　パート１
珍しい生態の多肉植物とそのしくみを解説を織
り交ぜながら展示する。

7/21～8/30 FREE
当園が保有する食虫植物の展示会。ジオラマも展示し、ど
のような場所に生息しているのかもわかるよう工夫をした
展示となった。

〇

30 食虫植物展　パート２
愛好家が保持している貴重な食虫植物の展示
会。

- - 展示団体からの希望により中止 〇

31 こども絵画展 こどもが描いた植物画の展示会。 - -
新型コロナウイルスの影響により近隣学校へ展示作品の
依頼が出来なかったため中止

32 夜間開館記念展示　夏
夜間開館に併せ、ライトアップなどの特別展示
を実施。

8/22・23 FREE
夜咲く花・夜香る花・夜眠る木等を中心に植物の生態展示
を実施。加えて、ミスト・ライトアップ等による演出を行い、植
物の持つ別の魅力を引き出した。

33
「フラワーセンター四季」写
真展・秋編

国際写真家が選定したフラワーセンター内で撮
影された秋の写真を中心とした展示会。

9/1～9/13 FREE
写真クラブの写壇大船の協力によるフラワーセンターで撮
影された写真を展示する秋の展示会。菊などの秋の花の
写真は見ごたえある写真が展示された

34 おしば美術展　秋編
自然の美しさをありのままの姿で表現できるお
しば。秋の花を中心に作品を展示する。

9/24～10/4 FREE
湘南おしば会の協力による秋のお花の押し花の展示会。
土に生えた状態の花とは異なる押し花での花の観賞をお
楽しみいただけた。

35 秋の洋ラン展
愛好家が育てたランの展示会。販売会も併せ
て開催。

11/3～8 FREE
県内の蘭の愛好家やラン栽培業者など選りすぐりの蘭を集
めた展示会。菊花大会の時期と重なったため、多くのお客
様が美しい蘭を鑑賞されていた。

36 植物アート展　(1) 植物をモチーフとしたアート展示会。 10/17・18 FREE
小川吉四郎さんの植物画の展示会。秋の植物を中心とし
た作品を展示し、多くのお客様がじっくりと鑑賞されていた。

37 植物アート展（2） 植物画を中心としたアート展示会 10/20～25 FREE
小川吉四郎さんの植物画の展示会。17・18日に行った展示
会を見た方もいらしており、人気度もうかがえた。

38 四季の花・風景・写真展 四季の花と風景を併せた写真展を開催。 10/6～10/11 FREE
茶苑呑カメラ同好会にの協力による秋の花の写真展示会。
春の展示会が中止となったため、楽しみにされていたお客
様が多くいらしていた。

39 サボテン・多肉植物展
若い方から注目度が高いサボテン・多肉植物
の展示会を開催。販売会も併せて実施。

10/13～10/18 FREE 幅広い客層の方に人気の為、若い方も多くいらしていた。

40 おもと展
縁起の良い植物として有名なおもとを集めた展
示会。

- - 展示団体側の希望により中止

41 ミツバチ展　秋編 ミツバチと植物のかかわりを紹介する展示会 9/15～11/2 FREE
ミツバチの生態や養蜂についての展示会。養蜂の道具など
は普段目にすることはないため、興味をもっていただけた。

42 秋バラのライトアップ
秋バラの満開時にあわせた夜のバラを鑑賞で
きる展示

10/17・18・24・25 FREE
これまで春バラで実施していたライトアップを秋バラでも実
施。

43 菊花大会（切花）
第58回を迎える伝統ある日本の菊栽培の技術
向上と普及を図るために開催する切り花の展
示会。

10/28～11/23 FREE
第57回となる神奈川県菊花大会の切り花の展示会。今回
は122点の出品がありレベルの高い作品がお客様を魅了し
ていた。

44 菊花大会（盆養・盆栽)
第58回を迎える伝統ある日本の菊栽培の技術
向上と普及を図るために開催する盆栽の展示
会。

10/28～11/23 FREE
第57回となる神奈川県菊花大会の盆養・盆栽の展示会。
合計348点の美しい菊が並べられ、圧巻の光景をお楽しみ
いただけた。

45 ハロウィンディスプレー
ハロウィンに向けた仮装コーナーや50㎏にもな
るおばけカボチャの展示を行う。

9/24～11/30 FREE
50㎏以上にもなるおばけカボチャを芝生広場にて100個以
上展示。今年はフォトスポットも他に設け、ハロウィンの雰
囲気を楽しまれていた。

46 色鉛筆植物画展　秋 色鉛筆を使って描いた植物画の展示会。 10/30～11/3 FREE
色鉛筆を使って描いた秋の植物の作品の展示。紅葉の絵
などを通して秋を感じていただけた。

47 夜間開園記念展示　冬 夜間開園にあわせ展示を実施。 12/15～20 FREE
グリーンハウス内をメインに園内各所をライトアップし開園
時間を延長。普段とは異なるライトアップされた植物の姿は
非常にご好評だった。

48 クリスマス装飾の展示 クリスマスに植物と関連した展示 12/1～12/27 FREE
エントランスのアーチに植物を巻き付けリースのようにする
など園内の数か所を装飾。多くの方が写真撮影を楽しんで

49 寒蘭展 寒い時期に咲く寒蘭を集めた展示会。 11/17～11/23 FREE
寒い時期に美しい花を咲かせる寒蘭の展示会。園内の花
などがあまりない時期の為、お客様から好評だった。

50 こども＆おとな粘土大賞 紙粘土を使用した参加型の展示。 - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止 〇

51 植物アート展 植物を題材としたアート展示会 2/27・28 FREE
小川吉四郎さんの植物画の展示会。植物の特徴をとらえた
見事な作品は見ごたえたっぷりだった。

52 寺村サチコ個展 染色技法を用いて植物の魅力を伝える展示会 12/7～12/20 FREE
温室内にてショクダイオオコンニャクとキノコをモチーフにし
た大型作品を展示。その大きさと繊細さにお客様は圧倒さ
れていた。

53 パンジー・ビオラ展 人気のパンジー・ビオラを集めた展示会。 12/1～2/7 FREE
様々なパンジーやビオラを集めた展示会。パンジーで作っ
たハート形のフォトスポットは非常にご好評だった。

54 新春盆栽展 新年にふさわしい華やかな盆栽の展示会。 1/4～1/24 FREE
当園の保有する盆栽での展示会。豪華な盆栽は好評で、
多くの方が写真などの撮影をされていた。

55 正月装飾 正月を彩る植物の展示。 1/4～1/31 FREE
干支の「丑」を題材に園内を装飾。芝生広場に設置した牛
の模型は非常に人気なフォトスポットとなっていた。

56 干支の植物展
新しい年の干支にちなんだ植物を集めた展
示。

1/4～1/24 FREE
干支の「丑」にちなんだ植物展。ウシの「モゥ」という鳴き声
にちなんだものなど多数の関連植物を展示した。

57 サボテンミニ展示会 人気のサボテンの展示会 - - 緊急事態宣言延長に伴い中止

58 カカオミニ展示
カカオがチョコレートになるまでの工程を紹介す
る。

2/8～3/10 FREE
バレンタインの時期にあわせ、カカオからチョコができるま
での工程の説明を展示。普段食べているものだからかお客
様は非常に興味深く見ていた。

59 フォトコンテスト応募作品展
フラワーセンター内で開催したフォトコンテスト
の出品作品を展示する。

11/25～2/7 FREE
園内で撮影された写真を募集し展示。カメラを通して描か
れる普段とは異なる植物の姿は、どれも素晴らしく、レベル
の高い出品作品が並んだ。

60 クリスマスローズ展（１）
愛好家によるかわいらしいクリスマスローズを
集めた展示会。販売会も併せて開催。

- - 緊急事態宣言延長に伴い中止

61 クリスマスローズ展（２） 当園で集めたクリスマスローズの展示会。 2/20～3/7 FREE
愛好家の方にご協力いただき規模を縮小し、展示のみを実
施。展示会という形ではなかったものの様々な品種のクリ
スマスローズをご覧いただけた。

62 花に魅せられて写真展
フラワーセンターで撮影した花を中心とした写
真展。

- - 展示団体からの希望により中止

63 花ざんまい写真展 たくさんの花の写真を集めた展示会。 - - 緊急事態宣言延長に伴い中止

64 ラナンキュラス展
花弁が重なった姿が人気なラナンキュラスを集
めた当園主催の展示会。

3/2～3/21 FREE
ラナンキュラスの切り花及び鉢物を集め、展示のみを実
施。品種により色や形の異なるラナンキュラスをお楽しみい

65 サボテン展 人気のサボテンを集めたミニ展示会。 - - 緊急事態宣言延長に伴い中止
66 植木品評会 植木生産農家による展示会＆販売会。 - - 緊急事態宣言延長に伴い中止
67 春蘭展 春咲きの蘭の展示会。 - - 緊急事態宣言延長に伴い中止
68 花の絵画展3月 障がい者団体による絵画展 - - 緊急事態宣言延長に伴い中止
69 花の会写真展 花を自由な写真の撮り方で撮影した写真展。 - - 緊急事態宣言延長に伴い中止

70 季節の写真展示 写壇大船による季節の写真展示 通年 FREE
写壇大船の協力による月ごとに代わる写真の展示会。毎
月写真は変更になるため、楽しみに見ていただいているお
客様も多くいらっしゃる。

71 季節の盆栽展示 フラワーセンター保有の盆栽を展示する。 通年 FREE 季節の見ごろの盆栽の展示を年間を通じて実施した。
72 季節の山野草展示 季節ごとの野草を紹介する。 通年 FREE 季節の見ごろの山野草をの展示を年間を通じて実施し

73 四季の立体花壇 立体花壇を使ったオリジナル展示。 年4回 FREE
季節の植物を使って、その時期に合わせた模様を立体花
壇に描いた。多くの方に楽しんでご覧いただけた。

74 四季の立体花壇 立体花壇を使ったオリジナル展示。 年4回 FREE
季節の植物を使って、その時期に合わせた模様を立体花
壇に描いた。多くの方に楽しんでご覧いただけた。



　（3）　園芸教室・ワークショップ

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1 四季の菊作り・春
菊作りのコツを公演
※講師：神奈川県菊花連盟会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

2 サクラソウの栽培講座 サクラソウの栽培方法を学べる講座 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

3 母の日の寄せ植え作り 親子で作る寄せ植え教室 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

〇

4
母の日フラワーアレンジメン
ト教室①

親子でつくるフラワーアレンジメント教室 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

〇

5
母の日フラワーアレンジメン
ト教室②

親子でつくるフラワーアレンジメント教室 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

〇

6 多肉植物の寄せ植え作り
展示会と連携教室　※講師：神奈川県サボテ
ン・多肉植物愛好クラブ連合会会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

7 バラ染め体験 バラを使った染物体験 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

8 ばら作り～初夏の手入れ
展示会との連携教室
※講師：湘南ばら会　会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

9 色鉛筆植物画入門「春」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

10 色鉛筆植物画入門「春」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

11 押花づくり教室
展示会との連携教室
※講師：湘南おしばな会会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

12 プリザードアレンジメント
バラを使ったアレンジメント講座
※講師：日比谷花壇スタッフ

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

13 四季の菊作り・初夏
菊作りのコツを公演
※講師：神奈川県菊花連盟会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

14 父の日の寄せ植え作り 親子で寄せ植え作り - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止 〇

15 ベゴニアの楽しみ方
展示会と連携教室
※講師：日本ベゴニア協会湘南支部会員

- - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

16 花を咲かせる洋ラン栽培
展示会と連携教室
※講師：洋ラン生産者

- - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

17 色鉛筆植物画入門「夏」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

- - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

18 色鉛筆植物画入門「夏」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

- - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

19 花育実践サポート講座 ※神奈川県園芸協会の協力による - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止

20 食虫植物教室①
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/7 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして2日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

21 食虫植物教室②
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/7 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして3日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

22 食虫植物教室③
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/8 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして4日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

23 食虫植物教室④
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/8 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして5日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

24 食虫植物教室⑤
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/9 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして6日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

25 食虫植物教室⑥
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/10 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして7日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

26 食虫植物教室⑦
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/11 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして8日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

27 食虫植物教室⑧
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/12 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして9日間の実施。開催開催すべての回で満席となり、
好評だった。

〇

28 食虫植物教室⑨
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/13 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして10日間の実施。開催開催すべての回で満席とな
り、好評だった。

〇

29 食虫植物教室⑩
展示会との連携教室
※講師：城南食虫植物の会会長

8/14 15
新型コロナウイルス対策として、1回の定員人数を15人に
減らして11日間の実施。開催開催すべての回で満席とな
り、好評だった。

〇

30
ピンホールカメラで写真現
像体験①

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

- - 講師からの希望により中止 〇

31
ピンホールカメラで写真現
像体験②

暗室での現像体験
※講師：日本写真協会会員

- - 講師からの希望により中止 〇

32 ケーナを作ろう！ 竹で南米の民族楽器を作るワークショップ 8/23 31
ケーナ奏者の方からケーナづくりを学べる講座。大人の方
が多く参加し、オリジナルのケーナ作りを楽しんでいた。

33 秋のこけ玉盆栽作り①
風情のある苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

- - 講師からの希望により中止

34 秋のこけ玉盆栽作り②
風情のある苔玉づくり
※講師：湘南盆栽教室講師

- - 講師からの希望により中止

35 押し花の色紙作り
展示会との連携教室
※講師：湘南おしばな会会長

- - 講師からの希望により中止

36 色鉛筆植物画入門「秋」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

10/24 15
色鉛筆で季節の植物を描く講座。秋の季節に合わせた植
物をじっくりと見つめながら、思い思いに描かれていた。

37 色鉛筆植物画入門「秋」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

10/24 12 0

38
四季の菊作り・冬の作業と
観賞

講演後、菊花展をご案内
※講師：神奈川県菊花連盟会長

- - 講師からの希望により中止

39 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する 10/23 19
有島薫氏を講師として迎えての園内のバラのガイドと剪定
方法の実演紹介を実施。

40 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する 10/30 42
玉置一裕氏を講師として迎えての園内のバラのガイドと剪
定方法の実演紹介を実施。

41
ハロウィンフラワーアレンジ
メント

カボチャをつかったアレンジメント教室 10/17 35
ミニカボチャと季節の花を使ったアレンジメント。参加者は
各々でご自身のアレンジを加えて楽しんでいた。

42
ポンポン菊を使ってウサギ
を作ろう！

ポンポン菊を使ったアレンジメント 11/7 32
菊花大会に合わせポンポン菊を使ってウサギを作るアレン
ジメント。参加者は若い方も多く、若い方にも菊の魅力を感
じていただけた。

43 お正月の和風寄せ植え作り 松竹梅の寄せ植え作り - - 協力団体の新型コロナウイルス感染リスク回避の為中止。
44 お正月の和風寄せ植え作り 松竹梅の寄せ植え作り - - 協力団体の新型コロナウイルス感染リスク回避の為中止。

計画 実績



45 クリスマスリースづくり 自然素材のリース作り 12/5 25
園内に落ちている木の実などを使ったリース作り。家の中
を華やかにできるものを作れて嬉しいという声が多くあっ

46
松ぼっくりのミニツリーづくり
①

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/19
全日合計
で105名

コロナウイルス感染予防の観点から、お子様向けにミニツ
リー作成キッドを配布する形で実施。家でゆっくり作れるた
め好評だった。

47
松ぼっくりのミニツリーづくり
②

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/20
全日合計
で105名

コロナウイルス感染予防の観点から、お子様向けにミニツ
リー作成キッドを配布する形で実施。家でゆっくり作れるた
め好評だった。

48
松ぼっくりのミニツリーづくり
③

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/21
全日合計
で105名

コロナウイルス感染予防の観点から、お子様向けにミニツ
リー作成キッドを配布する形で実施。家でゆっくり作れるた
め好評だった。

49
松ぼっくりのミニツリーづくり
④

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/22
全日合計
で105名

コロナウイルス感染予防の観点から、お子様向けにミニツ
リー作成キッドを配布する形で実施。家でゆっくり作れるた
め好評だった。

50
松ぼっくりのミニツリーづくり
⑤

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/23
全日合計
で105名

コロナウイルス感染予防の観点から、お子様向けにミニツ
リー作成キッドを配布する形で実施。家でゆっくり作れるた
め好評だった。

51
松ぼっくりのミニツリーづくり
⑥

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/24
全日合計
で105名

コロナウイルス感染予防の観点から、お子様向けにミニツ
リー作成キッドを配布する形で実施。家でゆっくり作れるた
め好評だった。

52
松ぼっくりのミニツリーづくり
⑦

松ぼっくりを可愛く飾り付ける 12/25
全日合計
で105名

コロナウイルス感染予防の観点から、お子様向けにミニツ
リー作成キッドを配布する形で実施。家でゆっくり作れるた
め好評だった。

53
キラキラ☆冬のオーナメント
作り

絞り染めと型染めを体験できるオーナメント作
り

12/19 10
特徴的な作りかたに難しさを感じられたお客様もいたが、オ
リジナルのオーナメントを作れ、ご満足いただけた。

54 紙のリースづくり
クリスマスの時期に合わせ、紙を使ったリース
を作る

12/3・6 19
やり方を覚えればご自宅でもできる内容の為、おうち時間
を豊かにできるとご好評だった。

55 バラの剪定実演① バラ園で剪定を解説 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

56 バラの剪定実演② バラ園で剪定を解説 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

57 色鉛筆植物画入門「冬」①
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

58 色鉛筆植物画入門「冬」②
色鉛筆で季節の植物を描く
※講師：一絵会会長

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

59 ウメガイド 見ごろのウメ園をご案内 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

60 クリスマスローズ教室（１）
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

61 クリスマスローズ教室（２）
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

62 クリスマスローズ教室（３）
クリスマスローズの栽培法の解説
※講師：クリスマスローズBC会員

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

63 フラワーアレンジメント教室 日比谷花壇スタッフによる生花を使った講習 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

64 フラワーアレンジメント教室 日比谷花壇スタッフによる生花を使った講習 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

65
初心者のためのデジカメ教
室①

講演後、園内で写真撮影
※講師：日本写真協会会員

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

66
初心者のためのデジカメ教
室②

講演後、園内で写真撮影
※講師：日本写真協会会員

- -
新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止(緊急
事態宣言発令)

67 ラナンキュラスを楽しもう
展示会との連携教室
※講師：ラナンキュラス生産農家

- -
緊急新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
(緊急事態宣言延長)

68
ひよこフラワーアレンジメン
ト

季節の花を使ったアレンジメント教室 - -
緊急新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
(緊急事態宣言延長)

69 アロマ教室 携帯用アロマ除菌スプレーを作る教室 - -
緊急新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
(緊急事態宣言延長)

　（4）　ガイドツアー

No. 事業名 概要
実施
時期

参加
人数

実施状況
花育の推進
に係るもの

1 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

2 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

3 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

4 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - - 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
5 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 8/9 48名 園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽの実
6 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 9/13 40名 園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽの実
7 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 10/11 33名 園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽの実
8 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 11/8 35名 園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽの実
9 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 12/13 42名 園長による園内の見ごろの植物を紹介する花さんぽの実

10 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - -
緊急新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
(緊急事態宣言発令)

11 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - -
緊急新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
(緊急事態宣言延長)

12 季節の植物ガイド 季節ごとに園内の見ごろの植物を案内 - -
緊急新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止
(緊急事態宣言延長)

13 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

14 バラガイドツアー 見ごろのバラを紹介する - -
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策
における臨時休園の為中止

15 ハスの早朝開園特別ガイド 朝に美しい花を咲かせるハスのガイドイベント7/4・5・11・12・14～19・23～26616
ハスのガイドを8:00～と10:00～の一日2回実施。参加者は
ハスの豆知識とともに朝しか見れない花の姿を楽しんでい
た。

計画 実績


