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開園25周年を祝う

南斉藤公社理事長から感謝状が贈られたほか、とちはなちゃん
ドーム（鑑賞大温室）内にピンクの花を咲かすトックリキワタの
苗木の記念植樹も行いました。

とちぎ花センター開園25周年記念式典が10/6、栃木県、
とちぎ花センターを運営する栃木県農業振興公社、栃木市、
佐野市など関係者23人が出席して行われました。式典では、
花センターの運営に長年にわたり協力していただいているロー
ズクラブと日本ハンギングバスケット協会栃木支部に対して、

受賞者の横顔

【ローズクラブ】
ボランティア活動として、園内のバラの栽培管理やイベント
開催時にバラの普及・啓蒙活動を行っています。
【日本ハンギングバスケット協会栃木支部】
ボランティア活動として、年間を通して花壇の展示とイベント
開催時には来園者への栽培技術指導などを行っています。

農家がつくった おいしい商品
はなカフェで6次産業品販売
６ 次 産 業 っ て 何？農 業
者 が 生 産（１ 次 産 業）、加
工（2次産業）、そして商品
として販売する（3次産業）
までを一貫して行うこと
で、この3つの産業を掛け
て（１×2×3次 産 業）６ 次
産業といっています。
は な カ フ ェ で は、栃 木
県内の６次産業に取組む

いちごと花を描く
大花壇が３回目の植替え
大花壇の３回目の植え替えは 10 月中旬、花センターのボ
ランティアのみなさんなどの協力も受けて行いました。これか
ら冬に向い、寒さに強いパンジー・ビオラで大花壇を飾りまし
た。大花壇のデザインは、
いちごと花です。来年、
２月には「花
と苺のフェスティバル」が花センターを会場にして開催されま
す。そのころには、いちごの美味しい時季になっていますが、
大花壇の いちご も大きく育って見ごろとなっています。

▲トックリキワタ
4年後にはピンク
の花を咲かせます

▲記念植樹のもよう

農業者の支援と商品のＰＲを兼ねて、4事業所の商品10点を
販売しております。
次回から事業者と商品を紹介していきます。

「6次産業化応援コーナー」販売商品一覧
モリンガ茶（30個入）
モリンガ茶（5個入）
サラかん
開運八福餅（8個入）

2,160円
432円
864円
1,080円

桑の葉ウドン
社会福祉法人パステル（小山市） 桑の実ジャム
桑の葉パウンドケーキ

870円
650円
650円

（有）ECO山本 （小山市）

小林一夫ぶどう園 （栃木市） ブドウジュース
（株）前田牧場 （大田原市）

ビーフカレー
黒豆カレー

春まで花いっぱい

1,300円
400円
400円

販売中

花センター生まれの パンジー・ビオラ40種
花センターのパンジー・ビオ
ラが絶賛販売中です。７月から
土づくりを行い育ててきたパン
ジ ー と ビ オ ラ は、40種、
16,000株。花 センター の オリ
ジナルの土で育ったことで、株
が大きく、たくさんの花を咲か
せてくれます。寒い冬にも強く、
きれいな花を咲かせながら、暖
かな春まで大きく育って楽しませ
てくれます。
花センターの「とちはなちゃん
の花屋さん」でお求めください。

東南アジアの植物展

イベント情報

11/19（日）まで
美しいコチョウランが会場一杯に
咲いてお出迎えいたしております。

開催中

みかも山東エリアクイズラリー

11/26（日）まで
第 3 回を迎えた今年は、さらに賞品がアップ。これまでのコチョウラン、
スカイベリー、県営公園乗り物招待券に加えて、ソフトクリーム・花センター
お買い物券が抽選で当たります。ぜひ応募してください。とちぎ花センター、
観光農園いわふね、みかも山公園のクイズに答えて参加してください。
これから楽しみ

冬を彩る花展

サンタの森はポインセチアでいっぱい
11/21（火）〜 12/24（日）まで
冬の屋内では鮮やかなポインセチアは暖かな気持ちにさ
せてくれる、クリスマスには欠かせない植物となっています。
今回の冬を彩る花展では、中央に作られる高さ約4ｍの
ポインセチアのタワーが、絶好の撮影スポットになります。
また、たくさんの種類を一同に展示しますので、種類の多
さと美しさにも驚くかもしれません。

11月3日（金）13：30 〜
センニチコウの トピアリー ￥800
とちぎ花センター産のセンニチコウの
ドライフラワーを使ってスタント型の
可愛いトピアリーを作ります。

11月5日（日）13：30 〜
パンジー・ビオラの
リースプランター作り ￥2,500
壁に掛けて楽しめる、リース型のプランター
にパンジー・ビオラなどを植えこみます。

11月12日（日）13：30 〜
草木染め（栗染め）￥1,000〜
栗でストールを綺麗な茶色に染めます。

11月19日（日）13：30 〜
パンジー・ビオラの
ミニ寄せ植え ￥500

クリスマスファンタジー
クリスマス
ファンタジー
12/16（土）
・17（日）
、23（土）
・24（日）の４日間、
17：00 〜開場、入園料大人400円、子供200円。ク
リスマスを楽しんでもらうため、イルミネーションと歌
謡・音楽コンサート、体験講座（クリスマスリースづくり）、
展示品販売、クリスマスセールなどを開催いたします。
また、ザ・カラオケバトル年間チャンピオンとなった、
「堀優衣」さんの歌謡ショーが 12/23（土）、18：30
から開かれます。

みかも花割

11 月 の 体 験 教 室

12/1（金）
〜 ドームで見るか、トレインに乗るとお得

みかも花割（はなわり）が、12/1 〜 2/28 まで実施されます。
とちぎ花センターの「とちはなドーム（鑑賞大温室）」、
またはみかも山公園「フラワートレイン」のどちらか
を利用すると、もう一つの施設の利用料金が 20％
割引きとなるほか、いわふねフルーツパークのレジー
ナでミニ・ジェラードが 50 円引きとなります。
利用の時には、どちらかの利用券（入館料、乗
車券）を提示してください。

これからの季節にピッタリ！
色鮮やかなパンジー・ビオラ小さい
プランターに寄せ植えをします。
どこにでも置けて可愛いです。

11月23日（木）13：30 〜
クリスマスリース作り ￥1,500
リースに木の実や小物を飾って、
クリスマスには欠かせない素敵な
リースを作ります。玄関やリビン
グに飾ってみませんか。

11月26日（日）13：30 〜
生ヒバを使った
Ｘ ｍａｓリース ￥2,500
生ヒバや木の実などをあしらって
豪華なＸ masリースを作ります。
玄関などに飾ってみませんか。

みかも山のイベント

花の生産者のトークショー

みかも山公園 （問合せ先 事務局 佐野商工会議所 0283-22-5511）
万葉柚子収穫祭 11/23（木）
、9：30 〜、西口ハーブ園、柚子無料配布、ゲームなど。
道の駅みかも （問合せ先 0282-62-0990）
みかもウォーク 12/2（土）
、9：00 〜、10ｋｍ・7ｋｍコース、受付11/24（金）まで。
とちはなちゃん
ドーム

ブラックキャット

ハナキリン

ベニヒモノキ

グレープバニラ

県内若手生産者による花の直
売とトークショーなど。
（詳細は、次回マンスリー 12月号）

家庭の日

お得情報

毎月、第３日曜日は「家庭の日」。
この日は、お子様のみ、とちはな
ちゃんドーム入 館 料（鑑 賞 大 温
室）が無料となります。

【開花情報】
外は寒くても、ドームの
中は暖かくて、花もたく
さん咲いています。熟し
て赤くなったコーヒーの
実も見てください。

とちはなちゃんのお花屋さん
グレビレア

とちぎ花センター

12/20（水）

コーヒー

ストレリチアニコライ オオミトケイソウ

11/10日（金）10％、19日（日）
20％の割引販売。

栃木県栃木市岩舟町下津原1612
TEL：0282-55-5775 FAX：0282-55-5770
Mail：t-hanac@ﬂorence.jp
開園時間：9：00〜16：30
休園日：11/6・13・20・27

