
とっとり花回廊

令和4年度令和4年度

園芸教室

自然観察会

クラフト教室 子どもも大人も楽しめるモノ作り教室です♪

　園内を歩きながら勉強します♪

※材料の準備等の都合がございますので、体験希望の２週間前までにお申し込み下さい。
※団体教室は平日を中心に行います。土・日・祝については個別に相談を承ります。
※５名様以上であれば体験ができます。

団体教室をご希望の方は 1. 団体名 2. 希望日及び時間 ３．予定体験人数及び個数 ４．希望金額 (※寄せ植えの場合）５．連絡先 を
☎0859－48－3052 までご連絡ください。※こちらの電話での受付は団体教室のみです。園芸教室等の申し込みは中面をご確認ください。

団体教室

園芸カルチャー教室

【と き】６月 18 日（土）    
            ７月 18 日（月祝）       
      　  ９月 19 日（月祝） 
         10 月 22 日（土） 

【時 間】午後１時～
【講 師】久松 幸代 先生
　　　　（日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター）　

【定 員】各回 14 名　　 
【場 所】体験工房　　 　
【料 金】2,000 円　

わくわく ハーブ・アロマ教室

【と き】毎月第４日曜日
　　　　（＊12 月は第２日曜日
        　 　７月・８月・１月は休講）

【時 間】午後２時～
【講 師】勝中 れいこ先生
　　　　 （ヨーロピアンフラワーデザイン連盟
　　　　フラワーコーディネーター）

【定 員】各回 14 名
【料 金】2,500 円
【場 所】体験工房

フラワーアレンジメント教室

※キャンセルは開催日の３日前までにお願いいたします。

【と き】毎月第３日曜日（＊１月は休講）
【時 間】午後１時～
【講 師】隠樹 信子先生（華工房ブーケ）
【定 員】各回５名
【料 金】実　費   
【場 所】体験工房

押し花教室

【と き】４月 17 日（日）
　　　  ８月 ７ 日（日）
　　　 10 月 ２ 日（日）
　　　 11 月 13 日（日）

【時 間】午前 10 時 30 分～　【講 師】Piro’s Garden
【定 員】各回 10 名　　　　　【料 金】実　費   
【場 所】体験工房

ドライフラワー教室

コキアのほうき作り

【と き】10 月 29 日（土）
【時 間】 午前 10 時～ 11 時　 
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】10 名   
【料 金】1,500 円
【場 所】 体験工房
☆掃除もできてインテリアにもなる
　ほうきを作りましょう♪

クリスマスのクラフト

【と き】12 月３日（土）　    
【時 間】午後１時30分～２時30分　　　
【講 師】園芸スタッフ    
【定 員】８名 
【料 金】1,500 円 
【場 所】体験工房
☆木の実やドライフラワー等を
　使ったクリスマスのクラフトです。

☆自然の素材を使って
   来年の干支を作りましょう♪

木の実や木の枝で
干支を作ろう！

【と き】12 月 24 日（土）      
【時 間】  午後１時30分～２時30分
【講 師】園芸スタッフ  
【定 員】８名  
【料 金】1,000 円 
【場 所】体験工房

藍染体験

【と き】７月 30 日（土）
【時 間】午前10時30分～ 11時30分　 
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】８名   
【料 金】1,000 円
【場 所】 体験工房
☆藍の生葉を使って染めます。
　淡い青に染まります。

寄せ植え体験

【所要時間】約 45 分
【料　金】1,500 円～の希望価格
　　　　（花苗・鉢・土代込み）

【人　数】５名～ 30 名
（30 名様以上の場合は２回に分けて体験可能）

※10 日前には人数の確定を
　お願いいたします。
※キャンセル料について
　ご来園前１週間を切って
　から個数の減少が発生し
　た場合は、その代金をご
　負担いただきます。

フィールドビンゴ

園内を散策してビンゴを完成させる
ネイチャーゲームです！

【所要時間】約 60 分
【料　金】無 料
【人　数】５名～ 50 名

   【と き】          ６月 25 日（土）
                  　 「挿し木の方法」
　　　      　  ８月 20 日（土）
　　　　　　　「芽接ぎの方法」

  ※令和５年１月 21 日（土）
　　　　　　　 　22 日（日）

　　　　　　  「切り接ぎの方法」
　 ※令和５年３月 25 日（土）
　　　　　　　　 26 日（日）
　　　　　　　「消毒の方法」

【時 間】午前 10 時～
 　（※１月は 午後１時 30 分～）

【講 師】　舩本　典江先生
　　　　（日本ばら会公認講師） 

【定 員】各回 14 名
　　（※３月は 各回 30 名）

【料 金】受講内容により実費
【場 所】体験工房
（※３月は フラワードーム研修室）

※１月・３月の教室は両日の
　お申し込みはご遠慮ください。

☆６月、８月、１月は実技を行います

バラ教室（応用編）
【と き】４月 16 日（土）
　　　  ８月 27 日（土）

【時 間】午前 10 時～ 11 時
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】各回 20 名
【料 金】500 円
【場 所】フラワードーム研修室
☆花回廊の展示後の株を使って
　植え替えの実技をします♪

洋ラン教室（入門編）
【と  き】５月 14 日（土）壁掛け型
　　　　９月 11 日（日）壁掛け型
　　　  11 月　６日（日）壁掛け型

【時 間】 ①午前 10 時～ 11 時
　　　  ②午後２時～３時
※各日①午前②午後の２回開催です。
　ご都合の良い回へお申し込みください。
　①・②両方のお申し込みはご遠慮ください。

【講 師】ハンギングバスケットマスター
【定 員】各回８名
【料 金】4,000 円
◆過去に受講された方でバスケットを
　持参された場合は値引きいたします。

【場 所】体験工房

ハンギングバスケット教室

☆季節の花のハンギングバスケット作り♪
　初めての方もお気軽にご参加ください！

プレミアム寄せ植え教室

【と き】   ６月 15 日（水）
　　　　 ９月 28 日（水）
 令和５年３月 15 日（水）

【時 間】午後１時 30 分～２時 30 分
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】各回５名
【料 金】6,500 円
【場 所】体験工房

お正月の寄せ植え教室
【と き】  12 月 17 日（土）
【時 間】午後１時 30 分～２時 30 分
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】20 名
【料 金】4,000 円
【場 所】フラワードーム研修室

多肉植物の寄せ植え教室
【と き】７月２日（土）
【時 間】午後１時 30 分～２時 30 分
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】14 名
【料 金】2,500 円
【場 所】体験工房

クリスマスの寄せ植え教室
【と き】  11 月 26 日（土）
　　　　12 月   １日（木）

【時 間】午後１時 30 分～２時 30 分
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】各回 14 名
【料 金】4,000 円
【場 所】体験工房

【と き】11 月 12 日（土）
【時 間】 ①午前 10 時～ 11 時
　　　  ②午後１時 30 分
　　　　　　～２時 30 分

【講 師】園芸スタッフ
【定 員】各回 10 名
【料 金】2,000 円
【場 所】体験工房

秋球根の植え付け教室

①午前②午後の２回開催です。
ご都合の良い回へお申し込みください。
①・②両方のお申し込みはご遠慮ください。

山野草の探索会（春・秋）
【と き】 ５月８日（日）・10 月 15 日（土）
【時 間】午後１時～
【講 師】 前田雄一先生（前田森林植生研究所）
【定 員】各回 15 名
【受講料】無 料
【集合場所】北館１Ｆ
※小雨決行

【と き】６月４日（土）
【時 間】午前 10 時～
【講 師】園芸スタッフ
【定 員】14 名
【料 金】無 料
【場 所】体験工房

☆ササユリに関する簡単な
　講習と園内のササユリスポット
　ツアーです。

ササユリ教室

クレマチス教室
【と き】  　６月 12 日（日）
　令和５年２月 12 日（日）

【時 間】午後１時 30 分～
【講 師】藏田  豊先生（藏田園芸）
【定 員】各回 14 名
【料 金】受講内容により実費
【場 所】体験工房

きのこの勉強会
【と き】７月 16 日（土）
【時 間】午前９時 30 分～  
【講 師】牛島 秀爾 先生
　　　　（鳥取きのこ愛好会）

【定 員】15 名
【受講料】無 料
【集合場所】北館１Ｆ
※小雨決行

バラ教室（基本編）

   【と き】 　　 ５月 21 日（土）　
　　　　 　　　 22 日（日）　

　              ７月　９日（土）　
                       10 日（日）　

 　             ９月　３日（土）　
                       　４日（日）　
　           11 月 26 日（土）　
             　　　 27 日（日）　
     令和５年２月 25 日（土）　
                       26 日（日）　

☆季節ごとの管理方法についての
　講義です。各月内容が変わります。

※同じ月の土・日は同じ内容です。
　ご都合の良い方にお申し込みください。
※両日のお申し込みはご遠慮ください。

【時 間】午前 10 時～
【講 師】舩本　典江先生
　　  　（日本ばら会公認講師）

【定 員】各回 30 名
【料 金】無 料
【場 所】フラワードーム研修室

花の万華鏡

万華鏡キットを組み立てて
中にドライフラワーの花びらや
葉っぱ等を入れて模様を楽しみます。

※室内開催の場合は定員 30 名
※ピクニックコーナーで開催の場合は定員 50 名
　（定員以上の場合は２回に分けて体験可能）

【所要時間】約 20 分　　【料　金】 500 円
【人　数】５名～※50 名

全教室、事前予約が必要です。お申し込みについては中面をご覧ください。
※開催日時等が変わる場合がございます。その際は、HP等でお知らせします。

　終了時間の記載がない教室
につきましては新型コロナウ
イルスの感染拡大状況をみて
判断いたします。
　決まり次第、HP等でお知ら
せいたします。

☆事前に自宅で押してきた押し花で、作品を作ります。

☆生産者に管理のコツを教えて
　もらいましょう♪

ＮＥＷ

※ご来園１週間前を目途にビンゴシートの
　データ・ビンゴのやり方、ビンゴの解答を
　メールでお送りします。
　必要枚数コピーして当日お持ちください。



曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名

16日 土 10:00～11:00
  洋ラン教室（入門編）
「洋ランの植え替え」

7日 日 10:30～ ドライフラワー教室 10:00～11:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午前の部
12日 日 13:３0～ クレマチス教室

10:30～ ドライフラワー教室 20日 土 10:00～
バラ教室（応用編）
「芽接ぎの方法」

14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
19日 日 13:00～ 押し花教室

13:00～ 押し花教室 21日 日 13:00～ 押し花教室 10:00～11:00
秋球根の植え付け教室

午前の部
25日 土 10:00～ バラ教室（基本編）

24日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 27日 土 10:00～11:00
  洋ラン教室（入門編）

「コチョウランの植え替え」
13:30～14:30

秋球根の植え付け教室
午後の部

10:00～ バラ教室（基本編）

8日 日 13:00～ 山野草の探索会（春） 3日 土 10:00～ バラ教室（基本編） 13日 日 10:30～ ドライフラワー教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室

10:00～11:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午前の部
4日 日 10:00～ バラ教室（基本編） 20日 日 13:00～ 押し花教室 15日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え

14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
10:00～11:00

ハンギングバスケット教室
（壁掛け型）午前の部

10:00～ バラ教室（基本編） 19日 日 13:00～ 押し花教室

15日 日 13:00～ 押し花教室 14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
13:30～14:30 クリスマスの寄せ植え 25日 土 10:00～

バラ教室（応用編）
「消毒の方法」

21日 土 10:00～ バラ教室（基本編） 18日 日 13:00～ 押し花教室 10:00～ バラ教室（基本編） 10:00～
バラ教室（応用編）

「消毒の方法」

10:00～ バラ教室（基本編） 19日 月祝 13:00～ ハーブ・アロマ教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室

14:00～ フラワーアレンジメント教室 25日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 1日 木 13:30～14:30 クリスマスの寄せ植え 　

4日 土 1０:00～ ササユリ教室 28日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え 3日 土 13:30～14:30 クリスマスのクラフト

12日 日 13:３0～ クレマチス教室 2日 日 10:30～ ドライフラワー教室 11日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室

15日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え 15日 土 13:00～ 山野草の探索会 17日 土 13:30～14:30 お正月の寄せ植え教室

18日 土 13:00～ ハーブ・アロマ教室 16日 日 13:00～ 押し花教室 18日 日 13:00～ 押し花教室

19日 日 13:00～ 押し花教室 22日 土 13:00～ ハーブ・アロマ教室 24日 土 13:30～14:30 木の実と木の枝で干支を作ろう！

25日 土 10:00～
バラ教室（応用編）
「挿し木の方法」

23日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 21日 土 13:３0～
バラ教室（応用編）
「切り接ぎの方法」

26日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 29日 土 10:00～11:00 コキアのほうき作り 22日 日 13:３0～
バラ教室（応用編）
「切り接ぎの方法」

2日 土 13:30～14:30 多肉植物の寄せ植え教室  

9日 土 10:00～ バラ教室（基本編）

10日 日 10:00～ バラ教室（基本編）

16日 土 ９:３0～ きのこの勉強会

17日 日 13:00～ 押し花教室

18日 月祝 13:00～ ハーブ・アロマ教室

30日 土 10:30～11:30 藍染体験
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電 話：０８５９４８３０５２

メール：hana87@tottorihanakairou.or.jp
とっとり花回廊「花＊はな＊カレッジ係」

受付時間：午前９時～午後５時

【お申し込みのご注意】 ※必ずご確認下さい

●受講には予約が必要です。ホームページのお申し込みフォームに

てお申し込み下さい。(※電話・FAX・メールでは予約できません。）

●申し込み期間：開催前月１日～開催前月２０日(締切２０日１７時）

(例）５月の教室の場合 4/1～4/20受付（締切4/20  17時）

●申し込み多数の場合は抽選を行います。

※抽選の有無については２１日にホームページでお知らせします。

必ずご確認ください。

（掲載場所:Informationお知らせ または

「イベント・教室」→「教室（花＊はなカレッジ）」)

・抽選の場合（締切時点で定員を超える申し込みがあった）

→締切翌日（２１日）に抽選。３日以内にお申込みフォームに記入

されたメールアドレスに当落をご連絡します。

・抽選を行わない場合（締切時点で定員に達しなかった）

→申し込み時の自動返信メールのみで予約確定。２１日以降にメール

はお送りしません。当日会場へお越しください。

●追加募集について

開催前月２０日の締め切り時点で、定員に達しなかった教室は追加募集

する場合がございます。募集状況はホームページでご確認ください。

※追加募集は先着順で受付ます。満員の場合はお断りすることがござい

ますのでご了承ください。

※先着順のため、１回の申し込みで１名の受付とさせていただきます。

複数名で申し込まれたい場合は、１名ずつ入力をお願いいたします。

●欠席をされる場合には、電話で0859-48-3052にお知らせください。

●受講には入園料が別途必要です。

（→複数参加の場合“友の会”への入会がお得です！）

●材料費は教室開催時にお支払いください。
ご不明な点が

ありましたらこちらに

お問合せください

お申込みの期間や方法等については年度の途中で

変わる場合がございます。

【お申込み方法】

こちらをクリック

お申込みフォームはホームページ「イベント・教室」ページの

「教室（花＊はな＊カレッジ）」へすすみ

「花＊はな＊カレッジ申込はこちら」ボタンをクリックしてください。

曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名

16日 土 10:00～11:00
  洋ラン教室（入門編）
「洋ランの植え替え」

7日 日 10:30～ ドライフラワー教室 10:00～11:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午前の部
12日 日 13:３0～ クレマチス教室

10:30～ ドライフラワー教室 20日 土 10:00～
バラ教室（応用編）
「芽接ぎの方法」

14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
19日 日 13:00～ 押し花教室

13:00～ 押し花教室 21日 日 13:00～ 押し花教室 10:00～11:00
秋球根の植え付け教室

午前の部
25日 土 10:00～ バラ教室（基本編）

24日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 27日 土 10:00～11:00
  洋ラン教室（入門編）

「コチョウランの植え替え」
13:30～14:30

秋球根の植え付け教室
午後の部

10:00～ バラ教室（基本編）

8日 日 13:00～ 山野草の探索会（春） 3日 土 10:00～ バラ教室（基本編） 13日 日 10:30～ ドライフラワー教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室

10:00～11:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午前の部
4日 日 10:00～ バラ教室（基本編） 20日 日 13:00～ 押し花教室 15日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え

14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
10:00～11:00

ハンギングバスケット教室
（壁掛け型）午前の部

10:00～ バラ教室（基本編） 19日 日 13:00～ 押し花教室

15日 日 13:00～ 押し花教室 14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
13:30～14:30 クリスマスの寄せ植え 25日 土 10:00～

バラ教室（応用編）
「消毒の方法」

21日 土 10:00～ バラ教室（基本編） 18日 日 13:00～ 押し花教室 10:00～ バラ教室（基本編） 10:00～
バラ教室（応用編）

「消毒の方法」

10:00～ バラ教室（基本編） 19日 月祝 13:00～ ハーブ・アロマ教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室

14:00～ フラワーアレンジメント教室 25日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 1日 木 13:30～14:30 クリスマスの寄せ植え 　

4日 土 1０:00～ ササユリ教室 28日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え 3日 土 13:30～14:30 クリスマスのクラフト

12日 日 13:３0～ クレマチス教室 2日 日 10:30～ ドライフラワー教室 11日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室

15日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え 15日 土 13:00～ 山野草の探索会 17日 土 13:30～14:30 お正月の寄せ植え教室

18日 土 13:00～ ハーブ・アロマ教室 16日 日 13:00～ 押し花教室 18日 日 13:00～ 押し花教室

19日 日 13:00～ 押し花教室 22日 土 13:00～ ハーブ・アロマ教室 24日 土 13:30～14:30 木の実と木の枝で干支を作ろう！

25日 土 10:00～
バラ教室（応用編）
「挿し木の方法」

23日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 21日 土 13:３0～
バラ教室（応用編）
「切り接ぎの方法」

26日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 29日 土 10:00～11:00 コキアのほうき作り 22日 日 13:３0～
バラ教室（応用編）
「切り接ぎの方法」

2日 土 13:30～14:30 多肉植物の寄せ植え教室  

9日 土 10:00～ バラ教室（基本編）

10日 日 10:00～ バラ教室（基本編）

16日 土 ９:３0～ きのこの勉強会

17日 日 13:00～ 押し花教室

18日 月祝 13:00～ ハーブ・アロマ教室

30日 土 10:30～11:30 藍染体験
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月　日 月　日
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11日 日

土

８月
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１０月

７月
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月　日

26日

1月

2月

26日

日

26日 土

月　日
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１２月

27日

12日

日

14日 土

５月

６月

電 話：０８５９４８３０５２

メール：hana87@tottorihanakairou.or.jp
とっとり花回廊「花＊はな＊カレッジ係」

受付時間：午前９時～午後５時

【お申し込みのご注意】 ※必ずご確認下さい

●受講には予約が必要です。ホームページのお申し込みフォームに

てお申し込み下さい。(※電話・FAX・メールでは予約できません。）

●申し込み期間：開催前月１日～開催前月２０日(締切２０日１７時）

(例）５月の教室の場合 4/1～4/20受付（締切4/20  17時）

●申し込み多数の場合は抽選を行います。

※抽選の有無については２１日にホームページでお知らせします。

必ずご確認ください。

（掲載場所:Informationお知らせ または

「イベント・教室」→「教室（花＊はなカレッジ）」)

・抽選の場合（締切時点で定員を超える申し込みがあった）

→締切翌日（２１日）に抽選。３日以内にお申込みフォームに記入

されたメールアドレスに当落をご連絡します。

・抽選を行わない場合（締切時点で定員に達しなかった）

→申し込み時の自動返信メールのみで予約確定。２１日以降にメール

はお送りしません。当日会場へお越しください。

●追加募集について

開催前月２０日の締め切り時点で、定員に達しなかった教室は追加募集

する場合がございます。募集状況はホームページでご確認ください。

※追加募集は先着順で受付ます。満員の場合はお断りすることがござい

ますのでご了承ください。

※先着順のため、１回の申し込みで１名の受付とさせていただきます。

複数名で申し込まれたい場合は、１名ずつ入力をお願いいたします。

●欠席をされる場合には、電話で0859-48-3052にお知らせください。

●受講には入園料が別途必要です。

（→複数参加の場合“友の会”への入会がお得です！）

●材料費は教室開催時にお支払いください。
ご不明な点が

ありましたらこちらに

お問合せください

お申込みの期間や方法等については年度の途中で

変わる場合がございます。

【お申込み方法】

こちらをクリック

お申込みフォームはホームページ「イベント・教室」ページの

「教室（花＊はな＊カレッジ）」へすすみ

「花＊はな＊カレッジ申込はこちら」ボタンをクリックしてください。

【お申し込みのご注意】※必ずご確認ください
●�受講には予約が必要です。ホームページのお申し込み
フォームにてお申し込みください。(※電話・FAX・メー
ルでは予約できません。）

●�申し込み期間：開催前月１日～開催前月20日（締切20日17時）
（例）５月の教室の場合　4/1～4/20受付（締切4/20��17時）

●申し込み多数の場合は抽選を行います。
　※�抽選の有無については21日にホームページでお知らせ
します。必ずご確認ください。

　　（掲載場所:Informationお知らせ　または　
「イベント・教室」→「教室（花＊はなカレッジ）」）

・抽選の場合（締切時点で定員を超える申し込みがあった）
　→�締切翌日（21日）に抽選。３日以内にお申し込みフォー
ムに記入されたメールアドレスに当落をご連絡します。

・抽選を行わない場合（締切時点で定員に達しなかった）
　→�申し込み時の自動返信メールのみで予約確定。21日以降

にメールはお送りしません。当日会場へお越しください。

●追加募集について
　�開催前月20日の締切時点で、定員に達しなかった教室は
追加募集する場合がございます。募集状況はホームページ
でご確認ください。

　※�追加募集は先着順で受付けます。満員の場合はお断りす
ることがございますのでご了承ください。

　※�先着順のため、１回の申し込みで１名の受付とさせてい
ただきます。複数名で申し込まれたい場合は、１名ずつ
入力をお願いいたします。

●�欠席をされる場合には、電話で0859-48-3052にお知ら
せください。

●受講には入園料が別途必要です。
　　（→複数参加の場合“友の会”への入会がお得です！）

●材料費は教室開催時にお支払いください。

【お申し込み方法】

花回廊ホームページのお申し込みフォームより
必要事項を記入してお申し込みください

☆�申し込みフォームでお申し込み後にhana87@
tottorihanakairou.or.jpより自動返信のメールが
届きます。

※�このメールが届いた時点では予約確定ではありません。
左の【お申し込みのご注意】をご確認ください。

※�１回の入力で申し込めるのは３名まで（ただし追加募
集は除く）です。

　�２名以上で申し込まれた場合に、抽選で落選してキャ
ンセル待ちになった際には、キャンセルが出た人数し
かご案内できませんのでご了承ください。

※電話・FAX・メールからの受付はできません。

　お申し込みフォームはホームページ「イベント・教室」
ページの「教室（花＊はな＊カレッジ）」へすすみ「花＊
はな＊カレッジ申込はこちら」ボタンをクリックしてく
ださい。

こちらをクリック

曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名 曜日 時　間 講　座　名

16日 土 10:00～11:00
  洋ラン教室（入門編）
「洋ランの植え替え」

7日 日 10:30～ ドライフラワー教室 10:00～11:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午前の部
12日 日 13:３0～ クレマチス教室

10:30～ ドライフラワー教室 20日 土 10:00～
バラ教室（応用編）
「芽接ぎの方法」

14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
19日 日 13:00～ 押し花教室

13:00～ 押し花教室 21日 日 13:00～ 押し花教室 10:00～11:00
秋球根の植え付け教室

午前の部
25日 土 10:00～ バラ教室（基本編）

24日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 27日 土 10:00～11:00
  洋ラン教室（入門編）

「コチョウランの植え替え」
13:30～14:30

秋球根の植え付け教室
午後の部

10:00～ バラ教室（基本編）

8日 日 13:00～ 山野草の探索会（春） 3日 土 10:00～ バラ教室（基本編） 13日 日 10:30～ ドライフラワー教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室

10:00～11:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午前の部
4日 日 10:00～ バラ教室（基本編） 20日 日 13:00～ 押し花教室 15日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え

14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
10:00～11:00

ハンギングバスケット教室
（壁掛け型）午前の部

10:00～ バラ教室（基本編） 19日 日 13:00～ 押し花教室

15日 日 13:00～ 押し花教室 14:00～15:00
ハンギングバスケット教室

（壁掛け型）午後の部
13:30～14:30 クリスマスの寄せ植え 25日 土 10:00～

バラ教室（応用編）
「消毒の方法」

21日 土 10:00～ バラ教室（基本編） 18日 日 13:00～ 押し花教室 10:00～ バラ教室（基本編） 10:00～
バラ教室（応用編）

「消毒の方法」

10:00～ バラ教室（基本編） 19日 月祝 13:00～ ハーブ・アロマ教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室 14:00～ フラワーアレンジメント教室

14:00～ フラワーアレンジメント教室 25日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 1日 木 13:30～14:30 クリスマスの寄せ植え 　

4日 土 1０:00～ ササユリ教室 28日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え 3日 土 13:30～14:30 クリスマスのクラフト

12日 日 13:３0～ クレマチス教室 2日 日 10:30～ ドライフラワー教室 11日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室

15日 水 13:30～14:30 プレミアム寄せ植え 15日 土 13:00～ 山野草の探索会 17日 土 13:30～14:30 お正月の寄せ植え教室

18日 土 13:00～ ハーブ・アロマ教室 16日 日 13:00～ 押し花教室 18日 日 13:00～ 押し花教室

19日 日 13:00～ 押し花教室 22日 土 13:00～ ハーブ・アロマ教室 24日 土 13:30～14:30 木の実と木の枝で干支を作ろう！

25日 土 10:00～
バラ教室（応用編）
「挿し木の方法」

23日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 21日 土 13:３0～
バラ教室（応用編）
「切り接ぎの方法」

26日 日 14:00～ フラワーアレンジメント教室 29日 土 10:00～11:00 コキアのほうき作り 22日 日 13:３0～
バラ教室（応用編）
「切り接ぎの方法」

2日 土 13:30～14:30 多肉植物の寄せ植え教室  

9日 土 10:00～ バラ教室（基本編）

10日 日 10:00～ バラ教室（基本編）

16日 土 ９:３0～ きのこの勉強会

17日 日 13:00～ 押し花教室

18日 月祝 13:00～ ハーブ・アロマ教室

30日 土 10:30～11:30 藍染体験
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電 話：０８５９４８３０５２

メール：hana87@tottorihanakairou.or.jp
とっとり花回廊「花＊はな＊カレッジ係」

受付時間：午前９時～午後５時

【お申し込みのご注意】 ※必ずご確認下さい

●受講には予約が必要です。ホームページのお申し込みフォームに

てお申し込み下さい。(※電話・FAX・メールでは予約できません。）

●申し込み期間：開催前月１日～開催前月２０日(締切２０日１７時）

(例）５月の教室の場合 4/1～4/20受付（締切4/20  17時）

●申し込み多数の場合は抽選を行います。

※抽選の有無については２１日にホームページでお知らせします。

必ずご確認ください。

（掲載場所:Informationお知らせ または

「イベント・教室」→「教室（花＊はなカレッジ）」)

・抽選の場合（締切時点で定員を超える申し込みがあった）

→締切翌日（２１日）に抽選。３日以内にお申込みフォームに記入

されたメールアドレスに当落をご連絡します。

・抽選を行わない場合（締切時点で定員に達しなかった）

→申し込み時の自動返信メールのみで予約確定。２１日以降にメール

はお送りしません。当日会場へお越しください。

●追加募集について

開催前月２０日の締め切り時点で、定員に達しなかった教室は追加募集

する場合がございます。募集状況はホームページでご確認ください。

※追加募集は先着順で受付ます。満員の場合はお断りすることがござい

ますのでご了承ください。

※先着順のため、１回の申し込みで１名の受付とさせていただきます。

複数名で申し込まれたい場合は、１名ずつ入力をお願いいたします。

●欠席をされる場合には、電話で0859-48-3052にお知らせください。

●受講には入園料が別途必要です。

（→複数参加の場合“友の会”への入会がお得です！）

●材料費は教室開催時にお支払いください。
ご不明な点が

ありましたらこちらに

お問合せください

お申込みの期間や方法等については年度の途中で

変わる場合がございます。

【お申込み方法】

こちらをクリック

お申込みフォームはホームページ「イベント・教室」ページの

「教室（花＊はな＊カレッジ）」へすすみ

「花＊はな＊カレッジ申込はこちら」ボタンをクリックしてください。

お申し込みの期間や方法等については年度の途中で
変わる場合がございます。


