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〒650-0006 神戸市中央区諏訪山町2-8　☎078-351-6756
◯園芸相談　☎078（341）8705
◯花のテレフォンサービス　☎078（371）8711
◯E-mail　hanamidori@kobe-park.or.jp

◯ホームページアドレス
　http://www.kobe-park.or.jp
※ホームページについてのご意見、ご感想をお待ちしております。

こんな仕事を
しています

● 生垣緑化・ベランダ緑化助成　　● 花と緑の情報誌の発行
● 市民花壇コンクールの開催　　　● 緑化リーダー養成事業
● 花や緑に関する各種催物や講習会など
● 園芸相談その他、花と緑に関することならお気軽にご相談ください。
園芸に関するトラブルや質問等をお受けします。
お電話・おハガキ・E-mailで相談内容をお寄せください。

お気軽に
ご相談ください

睦月

如月

弥生

月1 やぶつばき　［藪椿］
　ツバキ科ツバキ属　開花時期：10月～４月
花の色は基本的に赤で、花径５～８センチくらいの筒状の５弁花を咲かせる。
一般的に椿と呼ばれ、園芸品種の基本種となっており、花の咲き方などに変異が多
い。花びらは１枚ずつ散らず、１花ごと落花する。
チェコスロバキアの宣教師カメルさんの名に因み、英名は｢カメリア｣。18世紀に同
氏が東洋からヨーロッパにもたらしたとされる。日本特産の樹木なので万葉集の
頃から知られ、近世に入り茶花として愛好されている。材は工芸品、細工物などに
使われる。俳句の季語は春。

ふくじゅそう　［福寿草］
　キンポウゲ科フクジュソウ属　開花時期：２～４月
一般的には３～４センチの黄色い花を咲かせるが、江戸時代より多数の園芸品種
も作られている古典園芸植物で、緋色や緑色の花をつける品種もある。
春を告げる花の代表で、元日草（がんじつそう）や朔日草（ついたちそう）の別名を持つ。
花弁を使って日光を花の中心に集め、その熱で虫を誘引する。そのため、太陽光に
応じて開閉し、夏になると地上部が枯れる典型的なスプリング・エフェメラルであ
る。根には強心作用や利尿作用があり民間薬としても使われるが、毒性も強い。花
言葉は永久の幸福。

月3 うぐいすかぐら　［鶯神楽］
　スイカズラ科スイカズラ属　開花時期：３～６月
葉腋から長さ１～２センチの細長い花柄を出し、先端に１花、２花を下垂する。花
冠はバラ紅色で長さ12～20ミリの漏斗状になる。初夏には赤いグミのような実が
なり、食べられる。
和名の由来は、鶯が繁みの陰で岩戸神楽を舞っていると見立てたものといわれる。
ドイツの採集家ロニツァーさんの名に因んだ属名を持つ。
日本の固有種であり、北海道南西部から九州まで広い範囲の山野で見られる樹木
である。半蔓性で細い枝を持ち毛や腺毛の有無など変化が多く、変種も多い。俳句
の季語は春。

月2

森林植物園
☎078-591-0253

神戸市北区山田町上谷上字長尾 1-2
http://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

● 新春探鳥会
開催期間　１月11日（日）　9時30分～12時
● 第10回  自然観察講座　「冬のツリーウォッチング」
　　　　　～木の樹皮に触れてみよう～
開催日時　１月18日（日）　10時30分～12時30分
● 冬芽観察会と七草がゆ
開催日時　2月8日（日）　10時15分～13時
● 第11回  バレンタインハイキング
　　　　　～春待ちスタンプラリー～
開催日時　２月14日（土）・２月15日（日）
　　　　　10時30分～16時30分
● 親子でバードウオッチング
開催日時　2月15日（日）　9時30分〜
● 第11回  自然観察講座「植物なぜなぜ入門」（冬編）
　　　　　～冬芽のふしぎ発見～　
開催期間　2月21日（土）　10時30分～12時30分

◆◆◆　春来祭　◆◆◆
● 早朝・定例探鳥会
開催期間　３月8日(日）　早朝開園：7時～　
　　　　　　　　　　　 早朝探鳥会：7時30分～ 
　　　　　　　　　　　 定例探鳥会：9時30分～
● 森の薬箱　～くらしと植物～　〈春編〉
開催期間　3月14日（土）　10時30分～12時30分
● 第12回  自然観察講座「春に出会おう」
　　　　　～木々の芽吹き～
開催期間　3月21日（土・祝）　10時30分〜12時30分
● 親子で和だこ作り教室
開催期間　３月22日(日）　10時～12時15分　
● 第8回　たこあげ大会
開催期間　3月22日（日）　13時30分～15時　（雨天中止）

● 干支のお饅頭プレゼント  
開催日時　1月4日（日)･10日(土)～12日(月･祝)午前9時～
内　　容　干支のお饅頭を各日先着100名様にプレゼン
　　　　　トいたします｡
● 名曲カバーライブ　
開催日時　2月15日(日) 3月29日(日)午後2時より1時間程度
開催場所　旧小寺家厩舎
内　　容　父娘デュオ｢ひでボー&絵夢｣による
　　　　　名曲カバーライブです｡
● うまや寄せ植え教室
開催日時　1月16日(金)・2月20日(金)・3月20日(金)
　　　　　10:00～1時間程度
開催場所　旧小寺家厩舎
内　　容　すこっぷ先生   1回2,300円
　　　　　(入園料別途必要です)｡予約が必要です｡

相楽園
☎078-351-5155

神戸市中央区中山手通 5-3-1
http://www.sorakuen.com/shisetsu.html

王子動物園
☎078-861-5624

神戸市灘区王子町 3 丁目 1
http://www.kobe-ojizoo.jp

●「王子動物園オリジナルカレンダー」をプレゼント
開催日時　1月2日（金）～4日（日）　午前9時～
内　　容　各日先着1,000名の方に王子動物園オリジナル
　　　　　カレンダーをプレゼントします。
● 干支展「羊・ヒツジ・未」
開催日時　12月13日（土）～5月17日（日）
内　　容　平成27年の干支「未」にちなんだ特別展を開催
します。野生のヒツジや家畜のヒツジについて、またヒツ
ジの生態やヒツジの毛から羊毛になるまでの過程など、
様々な視点からヒツジを紹介します。パネルでの展示のほ
か、羊毛を作った作品展や「ひつじがいっぱい」と題した写
真コーナーなどもあり、子どもから大人まで誰でも楽しく
学んでいただけます。
● 第47回未年賀状版画コンクール　表彰式・作品展
開催日時　表彰式　１月11日（日）　午後1時30分～
　　　　　作品展　（全作品）　1月2日（金）～13日（火）
内　　容　平成26年11月に募集した平成27年の干支「未」
を題材とした賀状版画コンクールの入賞者表彰式を実施。
また動物科学資料館にて全応募作品を展示します。
● 開園記念日　入園無料
募集期間　3月21日（土）
内　　容　1951年3月21日に開園したことを記念し、通常
　　　　　600円（高校生以上）の入園料を無料とします。

◆◆◆　迎春　◆◆◆
開催期間　1月4日（日）～1月12日（月祝）
　　　　　※期間中　入園無料・駐車有料
○ ジャンボ松竹梅の展示
開催期間　12月20日（土）～1月12日（月祝）
　　　　　※12/29～1/3は休園
場　　所　中門広場
○ 新春昔あそび
開催期間　1月4日（日）・10日（土）・11（日）・12（月祝）
　　　　　11時～15時（※11日のみ13時～）雨天中止
場　　所　潮見台休憩所
○ 新春もちつきとぜんざいのふるまい
開催期間　1月11日（日）雨天時1/12（月祝）
　　　　　餅つき10時50分頃～
場　　所　中門広場
参  加  等　先着400名　整理券引き換え11時
　　　　　（各門配布9時～）
○なかよし太鼓の演奏
開催日時　1月11日（日） 10時30分～11時 雨天時1/12（月祝）
場　　所　中門広場

◆◆◆　第５８回 春の洋らん展　◆◆◆
開催期間　3月16日（月）～3月22日（日）【臨時開園】3/19（木）
○洋らんの育て方講習会
開催日時　3月21日（土祝）　10時30分～
場　　所　講習室（観賞温室横）
申　　込　3月9日（月）9時から電話受付
参  加  等　先着15名　材料費800円

◆◆◆　スプリングフェスティバル2015　◆◆◆
開催期間　3月21日（土祝）～5月6日（火休）
◆◆◆　四季の植物と見どころ散歩　◆◆◆
開催日時　1月20日（火）2月20日（金）3月20日（金）13時～
　　　　　（約2時間程度）雨天決行
場　　所　潮見台休憩所

須磨離宮公園
☎078-732-6688

神戸市須磨区東須磨 1-1
http://www.kobe-park.or.jp/rikyu/

● スタジアム見学会
開催日時　1 月 10 日（土）お年玉プレゼント付き　
　　　　　1 月 24 日（土）2 月 7 日（土）2 月 22 日（日）
 【問い合わせ先】
神戸ウイングスタジアム　078-652-5656
● 全日本高校サッカー女子サッカー選手権大会
開催日時　準決勝 1 月 7 日（水）
　　　　　1 試合目 11 時／ 2 試合目 14 時　キックオフ
　　　　　決勝 1 月 11 日（日）14 時 10 分　キックオフ
 【問い合わせ先】兵庫県サッカー協会　078-232-3540
● 神戸市成人お祝いの会
開催日時　1 月 12 日（月・祝）　
 【問い合わせ先】神戸市こども青少年課　078-322-5181
TEL 0120-123-396　FAX 0120-789-396

ノエビアスタジアム神戸
☎078 -652-5656

神戸市兵庫区御崎町 1丁目 2番地の 2
http://www.noevir-stadium.jp/

花と緑のまち推進センター
☎078 -351- 6756

神戸市中央区諏訪山町 2-8（諏訪山公園内）
http://www.kobe-park.or.jp/

● 富貴の花・冬ぼたん展 
開催日時　1 月 6 日（火）～ 1 月 18 日（日）
　　　　　花と緑のまち推進センター
●花と緑の市民ボランティア活動展 
開催日時　1 月 20 日（火）～ 1 月 25 日（日）
　　　　　花と緑のまち推進センター
●花の絵コンクール作品展 
開催日時　1 月 27 日（火）～ 2 月 8 日（日）
　　　　　花と緑のまち推進センター
●クリスマスローズ展 
開催日時　2 月 10 日（火）～ 3 月 1 日（日）
　　　　　花と緑のまち推進センター
●野の花の型絵染展
開催日時　3 月 3 日（火）～ 3 月 8 日（日）
　　　　　野の花山の花
●種子から育てる早春の山野草展
開催日時　3 月 10 日（火）～ 3 月 15 日（日）
　　　　　神戸実生増殖研究会
●春の寄せ植えコンクール作品展 
開催日時　3 月 17 日（火）～ 3 月 22 日（日）
　　　　　花と緑のまち推進センター
●緑花クラブ KOBE 作品展
開催日時　3 月 24 日（火）～ 3 月 29 日（日）
　　　　　緑花クラブ KOBE

神戸総合運動公園
☎078-795-5151
神戸市須磨区緑台

http://www.kobe-park.or.jp/sougou/

● 神戸総合運動公園で走り初め
開催日時　１月10日(土)  9時30分～12時（雨天中止）
開催場所　補助競技場
参  加  等　 無料
申　　込　電話かＦＡＸ・Ｅメールで、参加される代表者
　　　　　の方のお名前と連絡先、参加人数、ご住所(区ま
　　　　　で)をお知らせください。１月５日(月)必着。
<問合せ先>管理センター 078-795-5151 Fax:078-792-3122
●第７回GA杯3on3バスケットボール大会
募集期間　3月21日(土)
　　　　　１部(小学生～一般)　12時～15時　
　　　　　２部(高校生～一般)　17時～20時
開催場所　グリーンアリーナ神戸　メインアリーナ
参  加  等　１チーム5,000円
申　　込　 FAXもしくはEメールで、必要事項をご記入の
　　　　　上お申し込みください(申し込み期間2/1～2/28)。
　　　　　 大会の詳細・申し込み用紙のダウンロードはこちら
　　　　　→http://www.kobe-park.or.jp/sougou/
<問合せ先>グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター
　　　　　078-796-1126 FAX:078-796-1192
　　　　　E-mail:3on3@katc98.com
●親子リンピック
日　　時　１月27日（火） 10時～12時（9時30分～受付）
対　　象　２歳～４歳までの子どもとその保護者
　　　　　定員３０組
開催場所　グリーンアリーナ神戸　サブアリーナ
参  加  等　1,500円（兄弟追加１人につき1,000円）
申　　込　12月27日（土）9時～受付を開始します。（先着順）
<問合せ先>グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター
　　　　　TEL:078-796-1126
●春休み！！フットサルクリニック
日　　時　3月25日（水）10時〜12時
対　　象　小学1年〜6年生　各30名
参  加  等　800円
申　　込　メールまたは、FAXで
　　　　　申込み期間　2月1日(日)〜2月28日(土)
　　　　　（応募者多数の場合、抽選とさせて頂きます）
<問合せ先>グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター
　　　　　TEL:078-796-1126
　　　　　E-mail:kyoshitsu@katc98.com
★魅力あっぷセミナー「総合運動公園で野鳥観察」　
日　　時　2月28日（土）　
　　　　　9時30分～12時（9時～受付開始）
開催場所　神戸総合運動公園　案内所集合（須磨区緑台）
参  加  等　無料　定員30名 
申　　込　電話かFAX・Eメールで住所（区まで）、氏名、
　　　　　年齢、性別、連絡先をお伝え下さい。
　　　　　受付開始　2月8日（日）から先着順
<問合せ先>神戸総合運動公園　管理センター
〒654-0163　神戸市須磨区緑台　TEL：078-795-5151
★魅力あっぷセミナー「ハーブの手練り石けんづくり」　
日　　時　3月26日（木）
　　　　　10時00分～12時（9時30分～受付開始）
開催場所　神戸総合運動公園　
　　　　　グリーンアリーナ会議室（須磨区緑台）
参  加  等　1,000円（消費税込み）※石けん(小)約3個分
　　　　　定員20名 
申　　込　往復ハガキに住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電
話番号を、宛先に「手練り石けんづくり」と明記の上、返信用に住
所・氏名を記入してご応募ください。  締め切り 3月15日(日)必着
<問合せ先>神戸総合運動公園　管理センター
〒654-0163　神戸市須磨区緑台　TEL：078-795-5151
● ユニバーウォーキングクラブ
日　　時　10:00～12:00
●1月10 日（土）「ユニバーウォーキングクラブ歩き初め」
●1月25 日（日）「ノルディックウォーキング」(要予約)
●2月14 日（土）「タイトル未定」
●2月22 日（日）「ノルディックウォーキング」(要予約)
●3月14 日（土）「タイトル未定」
●3月22 日（日）「ノルディックウォーキング」(要予約)
参  加  等　500円
　　　　　（ノルディックウォーキングはポールレンタルあり）
申　　込　ノルディックウォーキングは要申込。
　　　　　開催2週間前からお電話で受付（※先着順）
<問合せ先>グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター
　　　　　TEL:078-796-1126




