
～光と緑が織り成すみんなの笑顔～

12
2022

洗練されたジャズアレンジによるクリスマスや
アニメの曲の数々!手作り楽器で一緒に演奏に
参加しましょう！

赤塚謙一 ビッグバンドセブン
ポップスやアニメ音楽のブラスバンドアレンジを
数多く手がける、ブラスオーケストラ界の旗手

出 演

野外ステージでJazzのミニライブ！

13:00～14:00
※雨天中止

「音楽の種まき」2022
アイスチューリップとJAZZのXmas

クリスマス特別企画

※写真は昨年の様子です。
　天候などの状況によって
　開花状況はかわります。

※写真は昨年の様子です。
　天候などの状況によって
　開花状況はかわります。

12月に咲くように育成した
チューリップが冬を彩ります。

アイスチューリップ

サンタも
   やってくる！

���
日�

湘
南

ひ
らつ

か花菜ガーデンの
開

花
・
展
示
会
・
イ
ベ
ン
ト
情
報

https://.kana-garden.com/ @kanagarden2010_official
公式Instagram公式ホームページ12月の

休園日
12月7日（水）14日（水）・21日（水）及び 
年末・年始12月28日（水）～1月4日（水）

シクラメン展

代表的な冬の花、シクラメンの展示代表的な冬の花、シクラメンの展示

※無くなり次第終了
12月11日（日） 14:00～12月11日（日） 14:00～展示品

販売会
展示品
販売会

最終日
 限定！
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今年もチャペックの家を
　大きなリボンでラッピング！



展示会 会場：四季ギャラリーほか
展示会の詳しい情報は
ホームページにてご案内しています。12月

盆栽展
会員が日ごろ育てている盆栽や山野草を席飾りで飾ります。

出　　展 金田盆栽愛好会一部スペースで販売あり

木 12/412/1 日

▲

最終日は15時まで

花と緑の写真展
「花菜ガーデン」で撮影したものを中心に様々な感動・発見を会員それぞれの視点からとらえ、作品にしました。
四季折々の様子をご覧ください。
出　　展 フォト花水写真クラブ

日12/4

▲

火11/29
最終日は15時まで

芳乃和陶芸展
展示会を通じて陶芸の魅力と楽しさを多くの人に伝えます。

出　　展 陶房芳乃和最終日は15時まで

木 火

▲ 12/2012/15

ハンギングバスケット・寄せ植えの展示会
クリスマスを華やかに彩る寄せ植えやハンギングバスケット、リースの展示、販売会です。
春まで長く楽しめる作品をご覧ください。

出　　展 一般社団法人日本ハンギングバスケット協会神奈川支部一部スペースで販売あり

木12/8 日

▲ 12/11
最終日は14時まで

おもちゃの広場
子どもから大人まで誰もが夢中になれる「おもちゃ」の魅力を伝えます。また手作りおもちゃの体験も行います。

協　　力 神奈川グッド・トイ委員会

木 火

▲ 12/2712/22
最終日は14時まで

「お申し込み」ページにある
応募フォームからお申し込み
ください。

当園の入園窓口にある
申込書にご記入の上、
ご提出ください。

※FAXや受付期間前のお申し込みは無効となります。
※定員に満たないスクールは開催日の3日前まで先着順で受け付けます。

※スクールは全て有料エリアで開催します。参加費以外に別途入園料金が必要です。
※お預かりした個人情報は、スクールの開催の連絡のみに使用し、責任を持って管理します。応募多数の場合、抽選となります。

申 込 方 法 次の1～3、いずれかの方法でお申し込みください。 申込受付期間：2022年 12月1日（木）～15日（木）
ホームページから申し込む 往復ハガキで申し込む

往復ハガキに下記の必要事項をご記入の上、お送りください。
入園窓口で申し込む

スクール名・開催日・開催時間・申込組数・参加人数・参加人数の内訳（高校生以上、中学生、
小学生/学年を明記、未就学児)、参加費の合計、代表者氏名、住所、電話番号(日中連絡先)
※1枚で5組までお申し込みができます。    ※往復ハガキは、15日必着でお送りください。
※スクール名・開催日・開催時間の違う複数のお申し込みをされるときはハガキを変えてお送りください。

1. 2. 3.

花菜スクール 1月 開催

神奈川県の地大豆「津久井在来大豆」と、花菜ガーデンで収穫したお米で作った麹（こうじ）で味噌を仕込みます。香り豊かな味噌作りにチャレンジしてみませんか？
※本講座では、味噌の仕込みまでを行います。数か月ほどご自宅で寝かせて出来上がりです。※調理の工程の中でほかの方と共同作業があります。

KoHo natural garden design(コホナチュラルガーデンデザイン)代表　発酵愛好家　伊能美緒氏講　師
対　象定　員 参加費 2,800円18歳以上20名

みんなで仕込もう！
おいしい、おいしい♪味噌作り

13:30

▲

15:30

1/21 22土 日

手作りヤンニョムでキムチ作り
キムチも乳酸菌のパワーを秘めた発酵食品の一つです。キムチの素となる「ヤンニョム」から手作りし、ハクサイとダイコンを漬けます。
※作ったキムチはお持ち帰りいただき、ご自宅で発酵させ完成となります。※調理の工程の中でほかの方と共同作業があります。

1/9 月・祝

10:30

▲

12:00

KoHo natural garden design(コホナチュラルガーデンデザイン)代表　発酵愛好家　伊能美緒氏講　師
対　象定　員 参加費 2,000円18歳以上20名

なぜみそ？WHY MISO？
味噌を知って免疫力UP！
なんとなく知っているけど、きちんとわかっていなかった味噌について、講座で理解を深めた後は、手軽に作れる味噌料理の実習を行います。
毎日の生活に味噌を取り入れ、健康に役立てましょう。講師主宰の「miso drop」のおみやげつきです。

糀マイスター　高橋　もとみ氏講　師
対　象定　員 参加費 2,000円18歳以上30名土

13:00

▲

14:30

1/28

花菜スクールの詳しい情報は
ホームページにてご案内しています。

※年間パスポート：発行日より1年間有効です。ご利用の方は駐車料金が無料になります。
　（小人パスポート・大型車を除く）
※団体：有料のご入園者が20名以上の場合となります。
※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は、入園料金が無料となります。窓口へ手帳をご提示ください。
※ペットとのご入園はご遠慮ください（身体障害者補助犬は除く）。
※レストラン・ショップで合計2,000円以上ご利用の方は、駐車料金が無料（大型車を除く）になります。
※入園料金・開園時間・休園日はシーズンにより異なります。

普通車
500円／回 無料1,5２0円／回

大型車 二輪車
駐車料金（税込）

 個人 団体 個人 団体 個人 団体
大人（20歳～64歳） 900円 800円 550円 450円 200円 150円
中人（高校生・学生・20歳未満） 550円 450円 300円 200円 100円   50円
小人（小学生・中学生）  300円 200円 200円 100円 100円   50円
シニア（65歳以上）  600円 500円 400円 300円 150円 100円
幼児（未就学児）  
年間パスポート  

4月・6月～12月・2月・3月

大人・中人・シニア

5月 1月

ピークシーズン レギュラーシーズン

無料
2,400円 小人

スローシーズン

入園料金（税込）

900円

JR平塚駅北口バス乗り場8番　71･74･75 系統
秦野駅行き　約20分小田原厚木道路

平塚 I.C. より 約５分車
電車
バス 小田急線秦野駅北口バス乗り場1番　71･74系統

平塚駅(北口) 行き　約25分

｢平塚養護学校前｣
下車

徒歩約5分
アクセス

〒259-1215
神奈川県平塚市寺田縄496-1 https://www.kana-garden.com花菜ガーデン 公式ホームページTEL 0463-73-6170

5月 12月・1月・2月

毎週水曜日（祝日の場合は翌日）
及び12月28日～1月4日

無休休園日

開園時間 8:30～17:00

開園時間・休園日

9:00～17:00 9:00～16:00

7月・8月・9月 第2・４水曜日（祝日の場合は翌日）

4月・6月～11月・3月

4月～6月・10月・11月・3月 無休

小人用年間パスポート 900円新発売

10:00～11:00時　間 無料参加費センターフィールドほか場　所

「緑の中でカラダを動かそう！！」こころとからだを
健康に！

新たに「けんこう体操」と「はじめてのTAICHI（太極拳）とストレッチ」を加え、好評開催中！
参加費は無料です。お気軽にご参加ください。

体幹＆ストレッチ教室
高橋美紀氏 JW（ジャパンウェルネイノベーション）コンサルタント

アップルスポーツカレッジ非常勤講師／La Luz CLUB HOUSE代表　

けんこう体操
山崎真貴子氏 フリーランスインストラクター　

はじめてのTAICHI（太極拳）とストレッチ
萩野代志江氏 パーソナルフィットネストレーナー　

ヨガ教室
大木真琴氏講　師

講　師

講　師

講　師

龍村ヨガHHC取得／丹田力強化法インストラクター　土
12/3

木
12/8

金
12/16

月
12/26

花菜ガイドによるガイドツアーガイドツアー
樹木ガイドツアー

宿根草ガイドツアー

実施日当日、開園時間より先着順で受付 中学生以上対　象申　込

いつも何気なく見ている樹木について、少し知識を深めてみませんか？

新たなガイドツアーがスタート！園内各所の宿根草をご紹介します。

※各ツアーともに雨天の場合、少雨決行・荒天中止となります。

参加
無料

NEW!

なし定　員

10名（最小催行人数1名）定　員

12月の開催
火12月13日 土12月24日 10:30～

12月の開催
日12月11日 13:30～

※展示会の観覧や花菜スクール・イベントへの参加には入園料金が必要です。園内では感染症拡大予防にご協力ください。


