
贔罐

餞‐又餞絋

け%餓轟閻瘍
◎場所/溝蒻亭1広爾席■|■ ■■

③時間/奪繭10時
～
喩l後3時30分

◎事主/東饉饉1栗1曲佐代子■

鐵聰斃m‐鯰1罐ml難趙隋
雖蓼イ聴蒻亭露澄撃1率隼暉■|
③時間/午 ilii10時 ～午後3時30分|

O亭主/織尾流美譲冤会1機撼豪凛

黎

S鶴鐸蝙黒箕■|
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市バス・地下鉄でのおでかけが便利でお得で七

ドニ手量慮きっぶ・一日乗車券を利用してご来園の方は、大入300円→240円
※「ドニチエコきっぷJ「一日乗車券Jは、ゆとリーとライン(高架区間)、 名鉄バス、あおなみ線、リニモでは利用できません。

当日利用したドニチエコきつぷ等の一日乗車券を提示するだけ0名 古屋市内の施設・飲食店などで害」引等の特典が受けられます I

※詳細は地下鉄駅で配布している特典ガイドブック「なこや得ナビJをご覧ください。
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◎料金 それぞれす綴500 1il  .

※一席ごとの入れ替え制になります|

当日予約制 (年 前9時予約開始)になりますので、国

内散策の前に溝羽亭入り出茶会受付にてご予約を
お願いします:席数に限りがありますのでお早めにお
越し下さい:無くなり次第終了とさせてtヽ ただきます。予
めご了承下さい。     ■ | ‐   ‐ ‐
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～地下鉄開業 60周年～

慟
60年の想い つなげる未来へ
名古屋市営地下鉄



続ませ難警難ジ‡クトとは、各家庭でお雛様としての役目を終えて不要となった雛人形たちを救済して「福よせ雛Jと して新しい役害」を持って再生し、

地域や施設の振興に寄与することを目的とした取り組みです。今年で8回 目を数え、名古屋を中心に愛知・岐阜 奈良県全23会場で開催しています。

鰺鶉隷霙颯辟魃罐颯蜆
今年はお穐見翁準備のため:こ 、自鳥庭国のお季

隋 贔 %は M薇 蓑 罐 憮 k'
福よせ鐘と鐵撻奎:=ちなス.な満轟磯畿尭、

纏ませ雛体験遷…十一などヽ

3月 31日 (土)4月 1日 (日 )

◎場所 :芝生広場 ○時間 :午前10時～午後4時

:`簿験機―警―・ 櫨ませ欝な争t勢て与お〕i

福よせ雛を動かしたり小道具を持たせたりして、福よせ雛 とiF7ぼう。

※人形・′
Jヽ 道具のお持 ち帰 りはできません。

講師 ′′福よせ雛ブロジェクト 参加費 無́料

穣甕く畿薦庭国で楽しい体験してみませんな。

競予での鬱鸞大歓選です。

③場所 :芝生広場 0時間 :午前10時～午後4時
来小学校 3年 生以下は保護者同伴でお願いします。

3用 31日 、4月 1目

講 師 羊毛フェルト作家meinnd

参加費  1,000円 (金十が折れた場合別途 100円

'
「羊毛で作る☆ウダイスもちJアニマル和菓子シリーズ第 14:単

ら、わふわの羊毛を専用の針 でチクチクつついて、かわいいウグイスのお

まんじ,う を作ります。羊毛シートを使いますので、初心者やお子さまにも

手軽にお楽しみいただけます。 ※食べられません

3用 31圏 、4月 1日
講 811 清寿園イテ藤尚哉(日 本茶インストラクター)

参カロ費 500円 (お 土産付き)

お茶の歴史 や豆知識、お茶 のおいしい湾れ方 を実演しながらご説 F/i

します.滝 れ方 による味の違いを体験してください。

【開催時間】●1030～。1130～01230～01400～ (各20分程度)

3月 31日 、4月 1目
講 :百  ‖eur couleur(フ ルールクルール)山 崎祐美子

参加費 600円
造花の桜を使 ったミニリースを作って、お部屋 に春を飾りましょう。

(直 径 15cm程度 )

3月 31日 、4月 1日

講 師 刊eur couleur(フ ルールクルール)山 崎祐美子

参加費 /500円 (別途、多内植物代が必要 )

お好きな多肉植物を選んでいただき、その場で寄せ植え体験ができます.

3月 31日
講 師 不二木材工業 (株 )カロ藤岡J嗣

参加費 500円 ～

間伐材や本の枝 本の実を使って本工作品を作ります。

3月 31日
講 師 名古屋学院大学 マイルボスト

参加費 100円
使用済みフェアトレードコーヒー豆を使った消臭斉」作り,

3月 31日 、4月 ]日

指 導 白鳥庭 園

参加費 500円 ～

庭師のロープワーク(男 結びや飾り結び、関守石に挑戦 )、 和の寄せ植え1ミ

ニ盆栽や寄せ植え 苔玉づくり)等  々 ☆お庭や緑の相談コーナーもあります。

伊 藤 民 子

衣紋道高倉流元会頭。

十二単を学んで二十年。

憑お輩い禽わせ先

白鳥庭園管理事務所
指定管理者 岩間 トーエネックみどりの協会グループ

名古屋市熱 田区熱 田西町2番5号

入れにおひな機たちがやつてき意した

ひ毅祭ξ∫が終わつた藤ひな機翁

整量茶会を機きに薫ませんか。

3月 31日 (土)4月 1日 (日 )

◎場所 :清羽亭

◎時間:午前9時 30分～午後4時

3月 31日 (土)4月 1日 (日 )璽醸鐘
◎場所 :芝生広場

0時間 :午前10時～午後4時

白鳥庭国の絵葉書を描いてくださつている、

熱田区在住の山田久仁夫先生による、

作品の展示やスケッチライブ&トーク、そして、

ワークショップ『スケッチ白鳥庭園 入問編』も

開催します。

3月 31日 (土)4月 1日 (日 )

◎場所 :芝生広場

◎時間 :午前10時～午後4時

第一回衣 紋 道    ■    |
錦綾なす日本文化の精神を支える「道」。     |■|

難距警i糧薇  (通重亀ξa舞誌菖轟増:頌麗な現考Fl
第一回は「衣紋道J。           |  |■ |

衣紋道とは、有職故実にもとづき、礼をもって平安富廷業本の着装技法を伝えるもの。

十二単着付けの実演鑑賞とともに、日本人の心と形について学びます。

紫堂 恵
朗読家。

朗読法研究「恵笙会J主宰。

リヨ24日●靱3日 :靱圏 纂■   |
●場所 :清羽亭 広間 ●定員 :各回20名           |
●講習費 :2,500円 ※抹茶セット込み。別途入園料等が必要。      |
※申し込み問い合わせは自鳥庭園管理事務所まで 電話(052)6818928  1

*雨天の場合はイベント内容が変更になることがありま魂
爾蘭園時間/午前9時～午後5時 (入園:よ午後411330分まで)

同入園料′/大人300円 (中学生以下無料)名宙屋市内在住65歳以上(要 敬老手帳等)]⑬⑬円

鰺交通のご案内

当日は、駐車場(有料:普通乗用車1台 1回300円 )が大変混雑しますので、
公共交通機関(地下鉄・市バス)をご利用ください。
●地下鉄名城線「神宮西」駅下車、4番出口徒歩約10分 彰ヽ 絋 凸 絋

硼鰊鸞炒軍∬葛21ム罐 落輛鮒』鮮

地域の特麓晶やグルメ。地元で篠れた無農纂野菜などの紹介と販売。

3月 31日 午後1時～午後2時

3月 31日、4月 1日 午前10時～午後4時
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