
5月スタート!
予告

5月スタート!
予告

最新の情報はホームページにてご案内しています。 @kanagarden2010_official
公式Instagram

https://kana-garden.com/
公式ホームページ

花菜ガーデンで展示会などを開催している花卉愛好者団体による
植物好きのためのマルシェです。

GW 緑とふれあいマルシェGW 緑とふれあいマルシェ 土・祝

日

4.29
5.7

▲

9:00～16:00詳細はHPをご覧ください！ ※最終日は14:00まで

ガーデニンググッズや花苗を販売します！

ガーデンマーケットガーデンマーケット
・・・4/ 15土 日 日23土22 16

春の球根掘り体験春の球根掘り体験
土・4/22 日23

受 付 各日11:00～14:30 参加費 100円（税込）⁄1名

※イメージ

手ぶらでピクニックのお花見バージョン！
本格的なランチBOXとレジャーシートを
ご用意します

2,000円
お一人様※ご利用日の1ヶ月前の同日から3日前までにご予約ください

ご予約はキッチンHanaまで！ 0463-73-6358

お花見ピクニックお花見ピクニック
手ぶらで

3/ 1 水 金

▲ 4/28

あなたのハンギングバスケットと寄せ植えの作品を園内に展示します！

※応募多数の場合には先着順の展示となります

作品テーマ 私の春！

あなたが作るガーデニングフェアあなたが作るガーデニングフェア

4/ 15土 日

▲

23

※イメージ

3月20日（月）まで作品募集中！

詳細はHPをご覧ください 人気投票で上位の方には
すてきなプレゼントも！

来園者の
みなさまによる

庭づくりのヒントになるサンプルガーデンを展示します

サンプルガーデンの展示サンプルガーデンの展示

4/ 15土 日

▲

23

その他にも著名な園芸家による講演会やスクールを開催します！

詳細はHPをご覧ください。

ガーデニングフェア
はじまる

ガーデニングフェア
春 はじまる
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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。4月

フォト金田作品展
四季の花々や自然の素晴らしさを表現した作品展です。

出　　展 フォト金田

月 日

▲4/3 4/9
初日は12時から 最終日は15時まで

サボテン・多肉観葉植物展示会
サボテンや多肉植物など温室や庭等で栽培が楽しめる植物を展示します。

出　　展 平塚サボテンクラブ

月 日

▲4/3 4/9
初日は12時から 最終日は14時まで 一部スペースで販売あり

椿展
椿の園芸品種（江戸椿や洋種椿）やカメリア属の原種等を鉢や切花で展示します。中国やベトナム原産の黄花ツバキ（金花茶）なども展示予定です。
椿に関する古文献や研究書も展示します。苗木の販売コーナーもあります。
協　　力 日本ツバキ協会　江戸椿研究会

日3/29 4/2水

▲

最終日は15時まで 一部スペースで販売あり

春の盆栽展
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 金田盆栽愛好会最終日は15時まで 一部スペースで販売あり

木 日

▲4/20 4/23

トールペイントとソープカービングの展示会
石鹸にナイフで彫ったお花のアレンジと小物に描いたトールペイントの展示です。体験教室や販売も行います。

出　　展 初めてのオランダトールペイント・ソープカービング 一部スペースで販売あり初日は13時から 最終日は16時まで

月 日

▲4/10 4/16

春の山野草展
春に咲く様々な草花を鉢等に植え、展示台に飾ります。

出　　展 湘南山野草友の会 一部スペースで販売あり最終日は15時まで

水 日

▲4/26 4/30

写真展「四季彩」
平塚市在住の写真愛好者グループが花や自然をテーマに撮影した作品を40点ほど展示します。

出　　展 さがみ写真愛好会最終日は15時まで

火 日

▲4/11 4/16

第34回エビネ展示会
春咲きエビネを展示します。合わせて展示エビネ種の説明と販売も行います。

出　　展 湘南野生蘭会最終日は16時まで

火 日

▲4/18 4/23
一部スペースで販売あり

※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://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

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
4/1

木
4/13

金
4/21

月
4/24

花菜ライブラリー
毎週 木曜・金曜・土曜

場　所
相談日

9：00～17:00（3～11月）時　間

園芸相談
あなたの園芸に関するお悩み・質問に園芸相談員がお答えします！
相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

※花菜ライブラリーの開室中の受付
※諸事情により臨時閉室の場合があります

園芸コラム園芸相談員の

春を彩るチューリップ
花びらの外側にある「ガク」は、花びらを守る
役目があります。チューリップの「ガク」は、その
役目を果たし終わると花色へ変化します。
開花した花は、開閉運動を繰り返しながら大きく
育ち、散るまでにおよそ倍くらいの大きさに
なります。
まもなく園内のチューリップも開花します。
じっくりと観察してみてください。

※12:00～13:00は休憩時間

※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。

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草木について、少し知識を深めてみませんか？

火4月11日 土4月22日 10:30～

日4月9日 13:30～

※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

なし定　員

10名（最小催行人数1名）定　員

野草観察会 土4月22日 13:00～10名（最小催行人数1名）定　員NEW


