
種類 行事名 時間 定員 参加費 講師・展示者

自然

ゲーム
【季節を感じる自然体験】
フィールドビンゴ体験、フィールドクイズなど

３月～12月（定休日以外）
9時～

15時30分
- 無料 日光だいや川公園

緑の相談員

展示 【体験型展示】 音を鳴らしてみよう♪ 通年 日光だいや川公園

展示 早春ミニ盆栽展 3/31(金) ～ 4/2(日) 四季彩盆栽

つくる ミニ盆栽の作り方 4/2(日) 10時～1２時 15 名 600 円 四季彩盆栽　山田博昭

展示 「只見線絶景鐡道写真展」 4/5(水) ～ 4/17(月) 日光鐡道写真倶楽部
新部 魁理

つくる 寄せ植え教室【春】 4/8(土) 10時～12時 15 名 2,400 円 ハンギングバスケットマスター
大嶋晴美

ガイド・

ウォーク

《初心者向け　公園の散策》
さくらと山野草を見に行こう【１】

4/9(日) 10時～12時 10 名 100 円 日光だいや川公園
緑の相談員

展示 春のコケ玉展 4/19(水) ～ 4/23(日) コケ玉愛好会

ガイド・

ウォーク

《初心者向け　公園の散策》
さくらと山野草を見に行こう【２】

4/22(土) 10時～12時 10 名 100 円
日光だいや川公園
緑の相談員

展示
日光だいや川公園みどりの会
春の展示会

4/28(金) ～ 4/30(日) 日光だいや川公園みどりの会

5月

展示 ツツジ・シャクナゲ展 5/1(月) ～ 5/5(金)
日本ツツジ・シャクナゲ協会
栃木支部

知る ツツジ・シャクナゲの楽しみ方 5/5(金) 10時～12時 15 名 無料 日本ツツジ・シャクナゲ協会栃
木支部　　鷹觜 芳夫

展示 ボタニカルアート展 5/12(金) ～ 5/21(日) ボタニカルアートサークル
「花日和」

展示 春～初夏の公園写真展 5/25(木) ～ 5/31(水) 日光だいや川公園
みどりの会、緑の相談員

6月

展示 鬼怒焼陶芸展　～四季の彩り～ 6/9(金) ～ 6/12(月) 鬼怒焼上原窯

つくる 【陶芸体験】お皿や器を作ろう！ 6/10(土) 10時～12時 10 名 2,000 円 鬼怒焼上原窯
上原 季絵

展示
＜新感覚＞
根洗いで作る草もの盆栽展

6/15(木) ～ 6/18(日)
根洗いで作る
草もの盆栽愛好会
星野光芳

ガイド・

ウォーク
「夏のきのこ」発見＆鑑定会！ 6/24(土) 10時～12時 20 名 無料 きのこアドバイザー

川嶋 健市

7月～8月

展示 日光木彫　刃画展 7/8(土) ～ 7/29(土)
手彫工房「弘岷」
山口弘美

つくる 真夏のハンギングバスケット 7/16(日) 10時～12時 15 名 3,500 円
ハンギングバスケットマスター
矢嶋広美

ワーク

ショップ
夏のおり紙工作
～昆虫、ひまわり、壁飾りをつくろう～

10時～12時　1時～3時 各6名程度 300円 緑の相談員

裏面へ　》》

開催日

7/29(土）7/30(日）8/6(日）

通年

4月

開催1か月前の、同日9:00～ 受付

■申込方法・・・電話／来館（1人4人まで可能）
■定休日の場合、翌営業日から受付 ■先着順

体験
お申込み

無料 9：00～17：00
■最終日は、15～16時頃に

終了する場合があります。

展示
観賞

火曜日(祝日の場合は翌平日)、12/29～1/1定休

0288-23-0208（9:00～17:00）窓口

体験・展示 スケジュール
感染症等の状況により、変更や中止と

なる場合があります。その際は、ホーム

ページや園内掲示板でお知らせします。

2023
年度



種類 行事名 時間 定員 参加費 講師・展示者

8月

展示 「切手に描かれた蝶たち」 8/5(土) ～ 8/20(日) 新部 公亮

9月

展示 押し花アート展 9/3(日) ～ 9/10(日)
ふしぎな花倶楽部
カサブランカ押花倶楽部インス
トラクター　和田 富枝

展示 秋のミニ盆栽展 9/15(金) ～ 9/17(日) 四季彩盆栽

つくる ミニ盆栽の作り方(秋） 9/17(日) 10時～12時 15 名 600 円 四季彩盆栽
山田 博昭

展示 小学生あいさつに関する絵画展 9/20(水) ～ 9/25(月) 今市地区社会福祉協議会

10月

展示
日光だいや川公園みどりの会
秋の展示会

9/29(金) ～ 10/1(日) 日光だいや川公園みどりの会

展示 「竹はり画」作品展 10/6(金) ～ 10/15(日) 竹真会

ガイド・

ウォーク
「秋のきのこ」発見＆鑑定会！ 10/8(日) 10時～12時 20 名 無料 きのこアドバイザー

川嶋 健市

展示 写真と押し花アート夫婦展 10/20(金) ～ 10/30(月)
ネイチャーフォト写真家

雅
マサ

　ヤマガタ

11月

つくる 多肉植物の寄せ植え教室 11/4(土) 10時～12時 15 名 2,400 円 ハンギングバスケットマスター
大嶋晴美

ガイド・

ウォーク

《初心者向け　公園の散策》
もみじ、カエデ、さくらを見に行こう

11/5(日) 10時～12時 10 名 100 円 日光だいや川公園
緑の相談員

展示 高文連　生け花美術展 11/10(金) ～ 11/12(日) 栃木県高等学校文化連盟

展示 油彩絵画展～草の想い～ 11/17(金) ～ 11/26(日) 光風会会員　岩本佳子

つくる クリスマスリースを作ろう 11/26(日) 10時～12時 15 名 1,900 円 ラッピング協会講師
ハーブ研究家　　髙橋 純美子

12月
ワーク

ショップ
親子でクリスマスリースを作ろう 10時～12時　1時～3時 8組 600 円

日光だいや川公園
緑の相談員

ガイド・

ウォーク
野鳥観察会 12/9(土) 10時～12時 20 名 無料 日本野鳥の会栃木

石濱 徹

つくる
お正月を迎える
ハンギングバスケット

12/10(日) 10時～12時 20 名 3,500 円
ハンギングバスケットマスター
矢嶋広美

展示 日光だいや川公園写真展 12/15(金) ～ 1/5(金)
日光だいや川公園
みどりの会、緑の相談員

つくる 正月を飾るフラワーアレンジメント 12/17(日) 10時～12時 20 名 2,900 円
市民ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室
中村 笑子

1月

展示 小学生公園絵画入賞作品展 1/13(土) ～ 1/22(月) 栃木県公園事務所

3月

展示 書道展　『自然とともに』 3/8(金) ～ 3/16(土) 日光書道連盟

つくる ハーブ染め教室 3/10(日) 10時～12時 15 名 1,900 円 ラッピング協会講師
ハーブ研究家　　髙橋 純美子

展示 雪割草展 3/17(日) ～ 3/20(水) 日光雪割草愛好会

展示 春の寄せ植え、ハンギングバスケット作品展 3/22(金) ～ 3/24(日) うえる花夢くらぶ

12/2(土）12/3(日）12/9(土）

開催日

https://nikko-daiyagawapark.jp

日光だいや川公園ホームページ

会員になると、公園ボランティアや、山野草などの展示会、写真展など、お

好きな活動に参加いただけます。 くわしくは緑の相談所にお問合せください。

日光だいや川公園みどりの会

開催1か月前の、同日9:00～ 受付

■申込方法・・・電話／来館（1人4人まで可能）
■定休日の場合、翌営業日から受付 ■先着順

体験
お申込み

無料 9：00～17：00
■最終日は、15～16時頃に

終了する場合があります。

展示
観賞

火曜日(祝日の場合は翌平日)、12/29～1/1定休

0288-23-0208（9:00～17:00）窓口

体験・展示 スケジュール


