
この夏、
咲くや

この
花館
は

食虫植物
に乗っ

取られ
る！？

※イベントの詳細はＨＰをご覧下さい。参加費はすべて別途入館料が必要です

植物オリジナル缶バッチづくり
館長による特別ツアーもあるよ
［日時］7 月27 日（土）・28 日（日）
　　　13：30 ～15：30
［参加費］500 円
［定員］各回25 名　
［会場］1F フラワーホール
［対象］小学生以上

ワクワク工作大ブース
・プラバン＆レジンでキーホルダーづくり
・リサイクル工作・GOMI で宝物づくり
・キラキラ植物万華鏡
・当日のお楽しみ、シークレットメニュー
  などワークショップ
  盛りだくさん!

熱帯雨林のジオラマ模型作り
館長による植物体験ツアーのあと、熱帯雨林について
ジオラマを作りながら学ぼう
※持ち物 絵の具で使用する筆
［日時］8 月10 日（土）
　　　①10：15 ～12：30
　　　②14：00 ～16：15
［会場］2F フローラルサロン
［参加費］1,200 円　［定員］各回25 名　［対象］小学生以上

食虫植物観察教室
食虫植物の自生地、虫を捕るしく
みや、育て方についてわかりやす
く紹介します。楽しく学んだあと
は、3 種類の食虫植物をおうちで
育ててみよう！
［日時］7 月15 日（月・祝）・８月３日（土）
　　　①10：30 ～12：00②13：30 ～15：00
［会場］2F フローラルサロン
［参加費］2,000 円（ガイドブック、食虫植物3 種類付）
［定員］各回16 組　［対象］小学生～中学生

阿部雄介写真展 命の楽園ボルネオ
～メガダイバーシティの森～
写真で森をダイブする！熱帯
雨林最高の樹高80ｍのボル
ネオの森。最も多様化複雑化
が進んだ森の動物たち、植物
たちを０ｍから80ｍまで丁寧
に追います。
［日時］7 月27 日（土）
　　　～9 月23 日（月・祝）
［参加費］無料（別途入館料）
［会場］2F 展示室

ギャラリートーク

［日時］8 月11 日（日）11：00～11：45
［参加費］無料（別途入館料）
［会場］2F 展示室
［定員］25 名　
［講師］阿部雄介氏( フォトグラファー)

フォトグラファー　　
　　　　　阿部雄介氏
東京農業大学　農学部農学
科、セツ・モードセミナーデ
ザイン科卒業後、「ソトコト」

「翼の王国」などの多くの雑誌
やメディアで活動

「憧れの食虫植物を身近で」第163回咲くや塾

「すごいぞ！ボルネオの
森のいきものたち」第162回咲くや塾

※［申込・受付］の記載のない場合は6月15日（土）10：00 ～電話にて先着順

Borneo

夏の夜に咲く植物観察
夏の夜に花を咲かせる植物や、夜になると香る植物など普段は見られない「夜
に楽しめる植物」をご紹介します。国内で貴重な開花株のフニーバオバブの観
察会も実施します。つぼみの先端が割れ始めてから完全に開花するまでわずか
30分！ドラマティックに花開く姿を是非ご覧ください。
※詳細は決まり次第咲くやこの花館のＨＰ（7月下旬予定）にてご案内致しま

す。植物の状態によっては開催しない場合もございます。
［日程］申込期間　7 月下旬予定

サガリバナ

フニーバオバブ

ボルネオってどんなとこ ? 大きな森の中にどんど
ん入ってゆこう!昆虫いっぱい、不思議な動物や植
物たちのお話を聞いてみよう!
［日時］8 月11 日（日）13：30 ～15：00
［会場］2F フローラルサロン
［参加費］無料( 別途入館料)
［定員］70 名　
［講師］阿部雄介氏( フォトグラファー)

その世界で知らない人はいない！？食虫植物のスペシャリ
ストが、その魅力や栽培方法を解説します。持ち帰り用の食
虫植物も用意しています。
食虫植物を上手に育てたい人は必聴です！
［日時］9 月7 日（土）
13：30 ～15：00
［会場］2F フローラルサロン
［参加費］１,000 円（別途入館料）
［定員］70 名　
［講師］兵庫県立フラワーセンター　
　　　土居寛文氏

［日時］7 月27 日（土）・28 日（日）
10：30 ～16：00（最終受付15：00）

［参加費］500 円（別途入館料）
［定員］各コーナー30 名　
［会場］1F フラワーホール　［対象］幼稚園以上
［申込・受付］当日10：00 ～１F フラワーホールにて先
着順（整理券配布）
［協力］近畿大学、甲南女子大学、嵯峨美術大学、

[VVV] ヴィークラフト

初開催

食虫植物販売（育て方付）
［日時］7月2日（火）～
　　　9月23日（月・祝）予定
［会場］1Fミュージアム
　　　ショップ
※無くなり次第販売終了と
　なります。

ヘリコニア (６月～ 10 月）

Heliconia rostrata
南米の北西部に分布する、人にも
ハチドリにも人気な植物です。
赤い苞 ( ほう ) の間に咲く花は蜜
をだし、ハチドリを呼びます。
主にハチドリにより受粉します。

地湧金蓮（７月～ 11 月）
Ensete lasiocarpa
中国雲南省の山間部に自生してお
り、寒さにも強い植物です。
開花期間が長く、半年ほど咲き続
けます。
「地から湧いてでてくる黄金の蓮」
のような姿が名前の由来です。

タキユリ（７月頃）
Lilium speciosum 
var. clivorum
カノコユリに似た魅力的なユリ
で、崖に下垂して咲き、徳島、高知、
長崎の山中に見られます。
四国では「タキ」とは崖のことを意
味します。

ダイヤモンドリリー
（10 月～ 11 月）

Nerine cv.
南アフリカが原産地で、秋の切り
花としても人気があります
花びらの表面がラメを散りばめた
ようにキラキラと輝き、その姿か
ら「ダイヤモンドリリー」の名前で
親しまれている球根植物です。
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　ヒトには悪臭と感じられる香りを持
つ花は多くありますが、その理由は、そ
うした臭いを好む虫を呼び寄せ、花粉を
運んでもらうためです。例えば当館で展
示しているクロユリは雑巾の生乾きの
ような悪臭を漂わせますが、この臭いに
惹きつけられ集まるのはハエの仲間。
　ヒトにとっては悪臭でも、ハエたちに
とってはごちそうの香りなのかもしれ
ません。当館にご来館の際は、ぜひいろ
いろな植物の香りを体験して、虫の気持
ちを想像してみてくださいね。
※クロユリはユリではなくフリティラリア（バイ
モ）という別属の植物。ユリの仲間は主にチョ
ウやハチにより花粉が運ばれます。

くさいニオイを好む虫を
呼び寄せるためです

Q
A

驚き！ライブ解説
食虫植物が虫をとらえる方法を解説します。ハエトリグサの捕虫方法紹介、
サラセニアの捕虫状況確認などを行います。
期間中の土日祝及び夏休み期間（7月20日（土）～8月25日（日））は1日3回
［時間］①11:40 ～　②13:40 ～　③15:40 ～
　　　その他平日は1日1回（13：40～）
         ※ 各所要時間約20分

くさいニオイの花があるのはどうして？

僕らは悪臭を漂わせ、
ハエたちを呼んでいるんだ♪

クロユリ

ラフレシア

ゾウコンニャク

概ね周年開花

不定期に開花

標本展示中

チユウキンレン



ふしぎ、かわいい、ちょっとこわい!?ネペンテス（ウツボカズラ）やハエトリグサをはじめ、独自の方
法で獲物を捕らえる食虫植物。そのしくみや故郷、昆虫たちとの関係にせまります。世界から集
められた50種以上もの食虫植物を身近に観察できます。自由研究にも最適な特別イベントも
開催。

虫を食べる植物展
期間を延ばして、秋まで楽しい！

第164回咲くや塾 「ダイヤモンドリリーの魅力」
［日程］10月12日（土）13：30～ 15：00　［場所］2Fフローラルサロン
［参加費］無料（別途入館料）　［定員］70名
［申込・受付］9月12日（木）10：00～電話にて先着順
［講師］横山園芸　横山直樹氏
講師は、ＮＨＫ趣味の園芸でお馴染みの横山先生。
ダイヤモンドリリーの第一人者だからこそ自生地の様子から
栽培のコツまでを聞くことができます。

10月19日 ～10月27日
1Fフラワーホール、2F花回廊、2F展示室、2Fフローラルサロン

花々の命がよみがえる押し花の芸術。絵画のような現代押し花
アートの世界をお楽しみください。

［共催］日本レミコ押し花学院

２F花回廊10月29日 ～11月10日 　※最終日は16：00まで

秋の押し花展

［日程］11月2日（土）・3日（日）・4日（月・振休）・9日（土）・10日（日）
［時間］10：00～ 16：00（随時受付）　［場所］1Fフラワーホール
［参加費］300 円～　［講師］日本レミコ押し花学院

2F展示室10月12日 ・13日

ダイヤモンドリリーと
原種シクラメン、秋の山野草販売会

日本の自然が育んだフウラン。暖地の樹木に着生するランで、
稀に斑入り葉、変わり葉などが見られ、これら変異品は、江戸
時代中期に将軍や大名が愛好し、以降富貴蘭と呼ばれてい

となっています。
販売会や相談コーナーも開催します。 

［共催］近畿風貴蘭会

2F展示室11月2日 ・3日

富貴蘭美術品大会

咲き誇るカトレヤやミルトニアなど蘭愛好家の育てた原
種から栽培品種まで約 200 点を展示します。期間中は相
談コーナーや育て方講習会を開催。これから洋ランを育て
てみたい方にもおすすめです。また、有名蘭店による特別
販売会も開催します。

［主催］大阪愛蘭会

1Fフラワーホール

秋の洋ラン展
11月12日 ～11月17日

1Fフラワーホール11月19日 ～24日

寒蘭のゆったりと曲線を描く葉の優雅さ、葉上高く抜け咲く花は清
澄な香りを漂わせ至高の喜びを味わえます。寒蘭展期間中は、寒
蘭の栽培相談コーナーや販売会も開催します。

［共催］なにわ蘭友会

寒蘭展

役立つ植物広場にあつまろう！

1Fフラワーホール11月26日 ～12月25日

クリスマスに関連する植物、針葉樹、ヤドリギ、セイヨウヒイラギ、
ポインセチアなどの紹介、世界各地のツリーもお楽しみいただけ
ます。キリスト誕生にまつわる植物の解説や試食を通してグロー
バルに源流から現在までを垣間見ます。

植物でたどるクリスマス

10月 マコモダケの収穫＆ワークショップ
11月 麦を植えよう＆ワークショップ
12月 キャッサバでタピオカを作ろう
［参加費］有料（別途入館料）
※内容が変更になる場合があります。詳細は決まり次第ＨＰにてご案内致します

咲くやこの花館にある植物を対象にした「植物スケッチコンクール」の作品を募集します。
色とりどりの花や不思議な植物をじっくり観察してえがいてください。入賞作品は展示・表
彰もします。
［応募期間］7月13日（土）～8月31日（土）※郵送の場合は8月31日（土）消印有効
［応募資格］小学生　［応募方法］詳細は咲くやこの花館のHPにてお知らせします。
［参加費］無料　［賞］最優秀賞(賞状・副賞・毎日小学生新聞に掲載)他
［後援］毎日小学生新聞

［作品募集］

植物スケッチコンクール作品募集第26 回

［教室・レッスン］

7月13日 ・14日 2F展示室

日本の自然が育んだフウラン。暖地の樹木に着生するランで、稀に斑
入り葉、変わり葉などが見られ、これらの変異品は江戸時代中期に将
軍や大名が愛好し、以降富貴蘭と呼ばれてます。7月は花の時期、
清 し々い香りをお楽しみください。販売会や相談コーナーも開催します。

［共催］近畿風貴蘭会

第160回咲くや塾 「エアプランツの紹介と育て方」
［日程］7月20日（土）13：30～ 15：00　［場所］2Fフローラルサロン
［参加費］無料（別途入館料）　［定員］70 名
［申込・受付］6月20日（木）10：00～電話にて先着順
［講師］園芸研究家　田中友幸氏
エアプランツ（ティランジア）の上手な栽培法からよくある失敗を防ぐポイントまで普及
種を中心に紹介します。初心者の方にもおすすめ。

7月20日 ・21日 2F展示室

部屋の中でも風変わりに楽しめる人気のエアプランツ（属名：ティラン
ジア）。エアプランツの紹介と販売会を行います。また同時開催とし
て、山野草やその斑入り植物の展示販売も行います。

［共催］㈱陽春園植物場、船坂農園

第161回咲くや塾 「斑入り植物の魅力」
［日程］7月21日（日）13：30～ 15：00　［場所］2Fフローラルサロン
［参加費］無料（別途入館料）　［定員］70 名
［申込・受付］6月21日（金）10：00～電話にて先着順
［講師］船坂農園　池田真樹氏
多くの斑入り植物の歴史や栽培法について紹介。

エアプランツと斑入り植物展

富貴蘭展

1F フラワーホール、熱帯雨林植物室、高山植物室

クリスマスの起源を味わうライブ解説
［日程］期間中毎日開催
［時間］①11：45～②13：45～
　　　③15：45～（各所要時間15分）　
［場所］1Fフラワーホール　［参加費］無料（別途入館料）
クリスマスの起源となるキリスト誕生にまつわる植物、「乳香（にゅうこう）」と「没薬（もつ
やく）」にスポットをあて、クリスマスと植物の関係をご紹介します。また香りの実演では、
2000年前にタイムスリップするような高貴な香りをお楽しみいただけます。

［日程］12月15日（日）・21日（土）・22日（日）　［時間］15：00～16：15　
［場所］1Fフラワーホール　［参加費］無料（別途入館料）
心地よいハーモニーを奏でる吹奏楽部によるクリスマスコンサート。クリスマスソング
から、どの世代でも楽しめる音楽をトロピカルな大温室で
お楽しみください。
◆15日（日） 大阪信愛学院中・高等学校
◆21日（土） 大阪国際滝井高等学校
◆22日（日） 大阪府立四條畷高等学校 

クリスマスコンサート

昆虫教室
［日程］第6回7月28日（日）、第7回8月18日（日）、第8回9月8日（日）、
　　　第9回10月6日（日）、第10回11月10日（日）
［時間］午前の部 10：30～12：00　午後の部 14：00～15：30
［所用時間］お話とワークショップ（50分）＋観察会（40分）
［参加費］1,500円/人（材料費＋テキスト代込み）入館料別途
［定員］午前・午後各回30名
［共催］非営利団体　昆虫科学教育館　久留飛克明氏（元箕面昆虫館館長）他
　　　　　　　　　　　

プリザーブドフラワー講習会
［日程］7月10日（水）、9月11日（水）10月9日（水）11月13日（水）、12月11日（水）
［時間］14：00～15：30
［定員］20名
［対象］どなたでも（小学生以下のお子様は、保護者の方と一緒にご参加ください。）
［講師］ユニバーサルデザイナーズ協会　酒井妙子
［申込・受付］随時受付 090－9095－6111　　　　　　　　　　

クリスマスリースとスワッグ体験教室
花の美しさを保存できるプリザーブドフラワー。季節の素敵な作品が作れます。
［日程］11月30日（土）、12月1日（日）　［場所］１Ｆフラワーホール
［時間］10：00～16：00　［参加費］1,000円～
［定員］クリスマスリース 各日20名　スワッグ　各日20名
［講師］一般社団法人 ユニバーサルデザイナーズ協会
［申込・受付］10月30日（水）～電話にて先着順　　　　　　　　　　

①ビオラのハンギングバスケット
［日程］11月10日（日）
［申込・受付］10月10日（木）10：00～電話にて先着順

②春まで育てて楽しめるクリスマス風のリース
［日程］12月1日（日）
［申込・受付］11月1日（金）～お電話にて先着順

［時間］10：30～12：00　
［参加費］5,000円（別途入館料）
［定員］12名
［講師］グリーンオフィスベルデ　吉田朱里氏
※準備の都合上、受付は10日前に締め切らせて頂きます。

山野草アートボトル・ドライフラワーアレンジメント教室
特殊乾燥させた植物をガラスボトルに閉じ込め、あざやかな花色と美しい形を長くた
もつことができるドライフラワーのアートボトルも展示します。アートボトルを作る初心
者向けの体験教室です。
［日程］10月11日（金）～14日（月・祝）　［場所］　［場所］１Ｆフラワーホール
［時間］10：00～16：00（随時受付）※最終日のみ15：00まで　
［参加費］1,000円～（別途入館料）
［講師］四季楽観きたがわ　　　　　　　　　

花びらの表面がラメを散りばめたようにキラキラと輝き、その美しさ
からダイヤモンドリリーの名前で親しまれている球根植物のネリネ
と、葉も花も非常にバリエーション豊富な原種シクラメンの数々。
そして、季節の山野草も展示販売します。

［共催］横山園芸、船坂農園

今年も花と緑をテーマにした咲くやフォトコンテストの作品を募集します！入賞作品は11
月26日（火）～2020年1月19日（日）の間、咲くやこの花館で展示させていただきます。
応募資格はどなたでも！たくさんの応募お待ちしております♪
［応募期間］～9月13日（金）※郵送の場合は9月13日（金）消印有効
［作品規定］部門1　咲くやこの花館内で撮影した植物
 　部門2　海外で撮影した植物
［応募資格］どなたでも（未成年の場合は、保護者名も記入してください）
［応募方法］詳細は咲くやこの花館のHPにてお知らせします。
［応募点数］1人1点まで　※2点以上応募の場合は対象外
［賞］部門1・2最優秀賞（商品券）、
　　館長賞（咲くやこの花館・オリジナルカレンダー2020掲載）他

会仙狂、会協念記会覧博の緑と花際国）財公（ ］賛協［

咲くやフォトコンテスト　作品募集第23 回

［7～12 月のイベント情報］

屋外ロータリー～7月21日

7月2日 ～9月23日

まるで水面を歩いているかのような感覚で、約250（品）種
の花蓮、そして睡蓮・水生植物を間近でお楽しみいただけ
ます。水生植物の販売や蓮茶の試飲、各種ワークショップ
なども開催予定。日程についてはＨＰをご覧下さい。

芸園若杜）株（］力協［

花蓮と睡蓮・水生植物展２０１９
～水辺を彩る妖精たち～

2F展示室10月12日 ・13日

ダイヤモンドリリーと
原種シクラメン、秋の山野草販売会

２F花回廊9月25日 ～10月14日

子どもたちの視点でえがいた植物スケッチコンクール。力作ぞろいの入賞作
品を展示します。

［共催］毎日小学生新聞
このイベントは2019年7月13日～8月31日に募集した「第26回植物スケッチコンクール」の作品
が対象です。※詳しくはページの右側をご覧下さい。

植物スケッチコンクール入賞作品展第26 回

２F花回廊 11月26日 ～2020年1月19 

花と緑をテーマに開催した咲くやこの花館フォトコンテストの入賞作品展。いつもと違う植物
の表情が見られる個性あふれる素晴らしい写真を展示します。

会仙狂、会協念記会覧博の緑と花際国）財公（ ］賛協［

咲くやフォトコンテスト入賞作品展第23 回

大阪市立中学校の生徒たちの作品を集めた総合文化祭で
す。美術、書道、家庭手芸、技術工作作品を一堂に展示しま
す。どの作品も力作ぞろいです。

［主催］大阪市教育委員会、大阪市立中学校文化連盟

大阪市立中学校総合文化祭第28 回

8月13日

鶴見緑地フェスタ2019
10月19 ・20

11月16日 ・17日

12月28日 ～2020年1月4日ご来館された方に「咲くやこの花館・オリジナル
カレンダー2020」をプレゼントします。
※おひとり様1部。無くなり次第終了となります。
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