
月 イ　ベ　ン　ト　名 主催団体名

5日 （金） ～ 7日 （日） 第２４回彩風展 彩風展組織委員会

13日 （土） ～ 14日 （日） 第８７回春の安行花植木まつり （公財）川口緑化センター

19日 （金） ～ 21日 （日） 山野草と小さな盆栽展 川口山野草友好会

20日 （土） ◎春の寄せ植え講習会 川口園芸商協同組合

21日 （日） ◎春のハンギングバスケット講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

24日 （水） ～ 25日 （木） 山野草と斑入植物展 山の草花会

26日
（金）
午後 ～ 30日 （火） 春の山野草・盆栽・鉢物展 川口販売会

27日 （土） ～ 28日 （日） 第１７回駒込・安行植木まつり （公財）川口緑化センター

27日 （土） ～ 5/6 （月/祝） 花と緑の感謝ウィーク 協同組合川口園芸販売

27日 （土） ～ 5/6 （月/祝） ツツジ・シャクナゲ展 日本ツツジ・シャクナゲ協会

1日 （水/祝） ～ 6日 （月/祝） 伝統園芸展 伝統園芸展実行委員会

3日 （金/祝） ～ 6日 （月/祝） 花と緑の祭典 （公財）川口緑化センター
第２８回川口市安行の花・緑と物産展示即売会
場所：東京都新宿区「新宿駅西口広場・イベントコーナー」

17日 （金） ～ 19日 （日） 春の小品盆栽展 安行小品会

19日 （日） ◎ハーブでスッキリ楽しむ寄せ植え講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

23日 （木） ～ 26日 （日） 皐月展 新小雅良盆栽共同組合

25日 （土） ◎バラを使ったガーデニング講習会 川口園芸商協同組合

25日 （土） ～ 26日 （日） 第２２回春の園芸フェスタ （公財）川口緑化センター

1日 （土） ～ 2日 （日） ウチョウラン展 新日本羽蝶蘭ブリーダー協会

1日 （土） ～ 2日 （日） 初夏の古典園芸植物展 さいたま市古典植物愛好会

7日 （金） ～ 9日 （日） 初夏の盆栽展 川口盆栽組合

15日 （土） ◎初夏のハンギングバスケット講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

15日 （土） ～ 16日 （日） ウチョウランと山野草展 むさしの緑凰会

22日 （土） ◎野草の寄せ植え講習会 川口園芸商協同組合

22日 （土） ～ 23日 （日） 第８回秩父岩ギボウシ展 秩父岩ギボウシ連合会

22日 （土） ～ 23日 （日） 山野草とシダ展 山の草花会

6日 （土） ～ 7日 （日） 第２３回朝顔・ほおずき市 （公財）川口緑化センター

6日 （土） ～ 7日 （日） 夏の観葉植物の寄せ植え展 川口インドア・グリーン協同組合

12日 （金） ～ 14日 （日） 植物と骨董展 安行骨董会

14日 （日） ◎半日陰で楽しむコンテナガーデン講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

26日 （金） ～ 28日 （日） 斑入植物展 斑入植物研究会

26日 （金） ～ 8/2 （金） 花と緑の写真展 全日本写真連盟川口支部

8月 30日 （金） ～ 9/1 （日） 夏の小品盆栽展 安行小品会

6
月

7
月

２０１９年４月～２０１９年８月　イベントスケジュール（春・夏）

4
月

5
月

川口市園芸協会

開　催　日

8日 （水） ～ 10日 （金）

◎・・・園芸講習会　お申し込み方法は緑化センターまでお問い合わせ下さい　☎ 048-296-4021
※開催日と催事内容は変更になる場合があります。



月 イ　ベ　ン　ト　名 主催団体名
6日 （金） ～ 8日 （日） 秋の山野草・盆栽・鉢物展 川口販売会

14日 （土） ◎多肉植物の寄せ植え講習会 川口園芸商協同組合

14日 （土） ～ 16日 （月/祝） 第14回早秋盆栽展 新小雅良盆栽共同組合

21日 （土） ◎季節の変わり目を楽しむ寄せ植え講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

第10回川口安行の植木・盆栽展 麻布十番
場所：東京都港区麻布十番「パティオ十番」

21日 （土） ～ 22日 （日） 第１８回ミニ盆栽きらく会展 きらく会

28日 （土） ～ 29日 （日） 秋の岩ギボウシ展 秩父岩ギボウシ連合会

28日 （土） ～ 29日 （日） 秋の古典園芸植物展 さいたま市古典植物愛好会

12日 （土） ～ 14日 （月/祝） 第８８回秋の安行花植木まつり （公財）川口緑化センター

19日 （土） ◎ハロウィンの寄せ植え講習会 川口園芸商協同組合

第１1回秋の並木元町公園花植木市
場所：埼玉県川口市「並木元町公園」

19日 （土） ～ 20日 （日） ローヤ柿・山野草・植木鉢展 むさしの緑凰会

19日 （土） ～ 20日 （日） 花のある空間 フラワーアレンジメント フリージア

20日 （日） ◎秋色のハンギングバスケット講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

26日 （土） ～ 27日 （日） 秋の大感謝祭 協同組合川口園芸販売

26日 （土） ～ 27日 （日） 第２６回坂東おもと名作展 日本おもと協会　坂東支部

1日 （金） ～ 4日 （月/祝） 秋の小品盆栽展 安行小品会

2日 （土） ～ 3日 （日） 第２８回緑と大地の豊年まつり 川口市農家組合連絡協議会

8日 （金） ～ 10日 （日） 紅葉展 伝統園芸展実行委員会

15日 （金） ～ 17日 （日） 植物と骨董展 安行骨董会

17日 （日） ◎簡単豪華なリース作り講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

23日 （土/祝） ◎クリスマスの寄せ植え講習会 川口園芸商協同組合

23日 （土/祝） ～ 24日 （日） 川口市いけばな愛好会展 川口市いけばな愛好会

23日 （土/祝） ～ 12/8 （日） 歳末ギフトフェア 協同組合川口園芸販売

13日 （金） ～ 15日 （日） 新春鉢物展 野草研究会

14日 （土） ◎クリスマスとお正月の2Way寄せ植え講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

21日 （土） ◎松竹梅の寄せ植え講習会 川口園芸商協同組合

4日 （土） 新春緑花祭 協同組合川口園芸販売

12日 （日） ◎室内で楽しむインドア寄せ植え講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

18日 （土） ～ 19日 （日） フラワーアレンジメント作品展 花倶楽部

14日 （金） ～ 16日 （日） 植物と骨董展 安行骨董会

15日 （土） ◎室内で楽しむインドア寄せ植え講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

22日 （土） ◎盆栽の手入れ講習会 川口園芸商協同組合

6日 （金） ～ 8日 （日） 放春花・地梨展（ボケ・シドミ展） 野草研究会

7日 （土） ～ 8日 （日） 雪割草と山野草展 むさしの緑凰会

13日 （金） ～ 15日 （日） 第１９回押花展 コスモス押花教室

20日 （金/祝） ～ 22日 （日） 春の古典園芸植物展 さいたま市古典植物愛好会

21日 （土） ◎苔玉の作り方講習会 川口園芸商協同組合

28日 （土） ～ 29日 （日） 自然を生かす“花とラタン展” 安行ﾌﾗﾜｰﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾗﾌﾞ

28日 （土） ～ 29日 （日） 第２３回スプリング緑花感謝祭 （公財）川口緑化センター

29日 （日） ◎パステルカラーのハンギングバスケット講習会 （一社）寄せ植えデザイナー協会

川口緑化産業団体連合会（土） （日）20日～

（日）

2
月

12
月

11
月

10
月

1
月

19日

9
月

22日～（土）21日

3
月

（公財）川口緑化センター

２０１９年９月～２０２０年３月　イベントスケジュール（秋・冬）

開　催　日

◎・・・園芸講習会　お申し込み方法は緑化センターまでお問い合わせ下さい　☎ 048-296-4021
※開催日と催事内容は変更になる場合があります。


