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とき／ 3 月 13 日（月）～ 19 日（日）10 時～ 16 時
ところ／韮山反射炉　芝生広場
内 容／大型花飾り・ミニ花壇・ハンギングバスケット・寄せ植
えコンテナなどの展示、ワークショップの開催、花苗の販売
主催／花咲く伊豆の国推進協議会
※都合により開催内容が変更になる場合があります。

とき／ 3 月 13 日（月）9時 30 分
内容／会場に展示する大型花壇の制作、飾り付け
定員／ 10 人
料金／無料
講師／設楽和男氏（（株）興農園）

　あなたの暮らしにゆとりと活力をもたらす、
花と緑の催しに出かけてみませんか？

とき／ 3 月 18 日（土）～ 19 日（日）
内 容／ハンドメイド雑貨、キッチンカー
の出店
協力／ドコカノmarket

とき／ 3 月 12 日（日）10 時
内容／ミニ花壇（1ｍ× 1ｍ）の制作
　（制作花壇は会場での展示とコンテストを実施）
定員／ 15 組（ご家族、グループなどでご参加ください）
料金／ 500 円（花壇用の花資材は主催者が用意します。
　装飾用資材は参加者でご用意ください。）
講師／杉山律子氏（オーキッド・スギヤマ）

申込期間／ 2月 10 日（金）～ 28 日（火）
　8時 30 分～ 17 時 15 分に電話で（先着順）

とき 内容 受付時間 事前予約 当日受付 参加費 講師など

3 月16 日（木） 花の寄せ植え教室 13 時
14 時30 分 各回10 人 若干名 1,200 円

（材料費込）
杉山律子氏

（オーキッド・スギヤマ）

3月17 日（金） 苔玉づくり教室   13 時
14 時30 分 各回10 人 若干名 500 円

（材料費込）
杉山律子氏

（オーキッド・スギヤマ）

3月18 日（土） 選んで楽しむ
寄せ植え教室

10 時
11 時30 分
13 時30 分

各回10 人 若干名 500 円
（別途材料費）

高橋さゆり氏
（（株）一葉）

3月19 日（日） 多肉植物の
寄せ植え教室

10 時
13 時30 分 各回15 人 各回 5人 1,500 円

（材料費込）
内田志げる氏
（ミモザ）

3月19 日（日） 花苗の販売 10 時～ - - - 伊賀野、遠藤園芸
オーキッド・スギヤマ

問 環境企画課
☎ 0558-76-8002
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大型花壇づくり

ワークショップ一覧

ハンドメイドマルシェ同時開催

ミニガーデン教室

分

室

／イベント特集／ 春をむかえに行こうイベントに出かけて ／イベント特集／

おおひと梅まつり写生コンクール

韮山反射炉ガイダンスセンター前の芝生広場で６回目
となる「手作りマーケット」を開催します。ハンドメイド、
クラフト・ワークショップなどのお店が出店します。こ
の春、思い出に残る 1日をお過ごしください。

「のる～ら乗車券」を受付本部で提示すると、
先着 100 人に景品をプレゼントします。

プレゼント企画開催

とき／ 3 月 5 日（日）10 時～ 15 時（小雨決行・荒天中止）
ところ／韮山反射炉ガイダンスセンター前芝生広場
内 容／手づくり雑貨、ワークショップ 40 店舗
　キッチンカー 7店舗
注 意事項／・各店舗にて、新型コロナウイルス感染症の予防策
に取り組んでいます。
　・マスクの着用、検温、手指の消毒などにご協力ください。
　・ 新型コロナウイルス感染症の流行状況により、開催を中止
または内容を変更する場合がありますのでご了承ください。

梅の開花時期は、例年 1月下旬～ 3月上旬。
大仁梅林で「もうすぐ春！」を感じてみませんか。

とき／ 2月 19 日（日）9時 30 分～ 12 時
　（受付　9時 30 分～ 11 時 30 分
　大仁神社境内「梅まつり本部」にて）
内容／大仁梅林の写生
対象／小学生以下
料金／無料
※画板・クレヨンは貸し出します。

【表彰式】
金賞・銀賞・銅賞の入賞者を発表します。
金賞の作品は、翌年の「おおひと梅まつり」
ポスターとチラシに掲載します。
とき／ 2月 19 日（日）13 時 40 分頃
ところ／大仁神社境内

とき／ 2 月 19 日（日）9時 30 分～ 15 時 30 分（雨天決行）
　・9時 30 分　開会式、甘酒の無料サービス、出店開始
　・9時 30 分～ 12 時　写生コンクール
　・ 10 時～ 12 時、13 時～ 15 時 30 分　屋外ステージ演芸
　（雅楽と神楽、伊豆長岡芸妓の舞、伊豆の国市音頭保存会、
　アマノーツジャズ演奏、伊豆ウインドアンサンブルなど）
　・13 時 40 分頃　写生コンクール表彰式
ところ／大仁梅林および大仁神社境内
主催／おおひと梅まつり実行委員会

※  会場内では新型コロナウイルス感染予防にご協力くださ
い。感染拡大の状況により、イベント内容が変更・中止と
なる場合があります。

▲最新情報はこちら
（手作りマーケットフェイスブック）

◀観光協会HP

問  ひとつなぎ伊豆の国。
　（事務局：観光文化課）
☎ 055-948-1480

問  伊豆の国市観光協会
☎ 055-948-0304


