
２０２０年度　神代植物公園特設展示会

番号 名　　　称 場　　所

中止1 すみれ展 植物会館展示室 日本すみれ研究会 3月31日 (火) ～ 4月5日 (日)

中止2 多肉植物展 植物会館展示室 国際多肉植物協会 4月7日 (火) ～ 4月12日 (日)

中止3 景花華山流生花展 －花咲く春の渓谷－ 植物会館ロビー 景花華山流 4月7日 (火) ～ 4月12日 (日)

中止4 えびね展 植物会館展示室 東京えびね愛好会 4月14日 (火) ～ 4月19日 (日)

中止5 さくらそう展 屋外展示場 さくらそう会 4月18日 (土) ～ 4月26日 (日)

中止6 春のいけ花展 植物会館展示室 武蔵野文化連盟 4月21日 (火) ～ 4月26日 (日)

中止7 春の山草展 植物会館展示室・屋外展示場 東京山草会 4月28日 (火) ～ 5月4日 (月祝)

中止8 草もの盆栽展 植物会館展示室 草もの盆栽　レディースクラブ 5月6日 (水) ～ 5月10日 (日)

中止9 ジャーマンアイリス展（切花） 屋外展示場 日本アイリス・ヘメロカリス協会 5月6日 (水) ～ 5月10日 (日)

中止10 春のバラ展 植物会館展示室 武蔵野バラ会 5月12日 (火) ～ 5月17日 (日)

中止11 春のミニバラ盆栽展 屋外展示場 ミニバラ盆栽愛好会 5月12日 (火) ～ 5月17日 (日)

中止12 初夏の小品盆栽展 植物会館展示室 小品盆栽　草樹会 5月19日 (火) ～ 5月24日 (日)

中止13 写真展－東京の春から夏－ 植物会館ロビー 東京四季の会 5月19日 (火) ～ 5月31日 (日)

中止14 さつき展 植物会館展示室・屋外展示場 日本皐月協会多摩支部 東京皐月会 5月26日 (火) ～ 5月31日 (日)

中止15 花の水彩画展 植物会館展示室 がくりゅう会 6月2日 (火) ～ 6月7日 (日)

中止16 四季の自然写真展（春） 植物会館ロビー 城西フォトクラブ 6月2日 (火) ～ 6月7日 (日)

中止17 多摩の水石・盆石展 ー自然との遊びー 植物会館展示室 多摩川石愛好会 6月9日 (火) ～ 6月14日 (日)

中止18 ぎぼうし展 屋外展示場 日本ぎぼうし協会 6月9日 (火) ～ 6月14日 (日)

中止19 ベゴニア展 植物会館展示室 日本ベゴニア協会　東京支部 6月23日 (火) ～ 6月28日 (日)

中止20 観葉植物いけばな展 植物会館展示室 小原流東京支部多摩地区協議会 7月17日 (金) ～ 7月19日 (日)

特別企画展 多様な日本の植物が世界の園芸文化に及ぼした影響と役割 植物会館展示室 神代植物公園 8月4日 (火) ～ 8月30日 (日)

21 植物切り絵展 植物会館展示室 調布きりえ　あざみの会 9月1日 (火) ～ 9月6日 (日)

中止22 秋のいけ花展 植物会館展示室 武蔵野文化連盟 9月8日 (火) ～ 9月13日 (日)

中止23 おしば美術展 植物会館展示室 東京おしば会 9月15日 (火) ～ 9月27日 (日)

24 亀っ子倶楽部写真展 植物会館ロビー 亀っ子倶楽部 9月22日 (火) ～ 9月27日 (日)

中止25 秋の山草展 屋外展示場 東京山草会 9月29日 (火) ～ 10月4日 (日)

中止26 植物板画展 植物会館展示室 日本板画院 9月29日 (火) ～ 10月4日 (日)

中止27 さつき盆栽展 植物会館展示室・屋外展示場 日本皐月協会多摩支部 東京皐月会 10月6日 (火) ～ 10月11日 (日)

28 緑と花を描く展 植物会館ロビー SAIGA CLUB 10月6日 (火) ～ 10月11日 (日)

29 四季の自然写真展（秋） 植物会館ロビー 城西フォトクラブ 10月13日 (火) ～ 10月18日 (日)

30 秋のバラ展 植物会館展示室 武蔵野バラ会 10月13日 (火) ～ 10月18日 (日)

31 秋のミニバラ盆栽展 屋外展示場 ミニバラ盆栽愛好会 10月13日 (火) ～ 10月18日 (日)

中止32 彩のいわひば展 植物会館展示室 日本巻柏連合会 10月20日 (火) ～ 10月25日 (日)

中止33 景花華山流生花展 －高原の秋－ 植物会館ロビー 景花華山流 10月20日 (火) ～ 10月25日 (日)

34 秋の盆栽展 植物会館展示室 日本盆栽協会むさしの支部 10月27日 (火) ～ 11月1日 (日)

35 神代植物公園菊花大会 屋外展示場 神代植物公園菊花連盟 10月30日 (金) ～ 11月23日 (月祝)

36 ボタニカルアート花葉展 植物会館展示室 ボタニカルアート花葉会 11月3日 (火) ～ 11月8日 (日)

37 趣味の盆栽展・秋 植物会館展示室 調布市盆栽生産組合 11月10日 (火) ～ 11月15日 (日)

中止38 寒蘭展 植物会館展示室 日本寒蘭愛好会 11月17日 (火) ～ 11月23日 (月祝)

中止39 セントポーリア展 植物会館展示室 日本国際セントポーリア協会 11月25日 (水) ～ 11月29日 (日)

企画展 木の実・草の実展 植物会館展示室 神代植物公園 12月1日 (火) ～ 12月13日 (日)

40 新春の植物・小学生絵画展 植物会館展示室 神代植物公園他 1月2日 (土) ～ 1月11日 (月祝)

特別企画展 多様な日本の植物が世界の園芸文化に及ぼした影響と役割 植物会館展示室 神代植物公園 1月14日 (木) ～ 1月24日 (日)

41 早春の盆栽展 植物会館展示室 日本盆栽協会むさしの支部 1月26日 (火) ～ 1月31日 (日)

42 梅とおもと展 植物会館展示室
深大寺盆栽愛好会 芳樹会
日本おもと協会　東京支部
神代植物公園

2月2日 (火) ～ 2月7日 (日)

43 クリスマスローズ展 植物会館展示室 日本クリスマスローズ協会 2月9日 (火) ～ 2月14日 (日)

44 中国春蘭展 植物会館展示室 芳華会 2月16日 (火) ～ 2月21日 (日)

45 おしば美術展 植物会館展示室 東京おしば会 2月23日 (火祝) ～ 3月7日 (日)

46 趣味の盆栽展・春 植物会館展示室 調布市盆栽生産組合 3月9日 (火) ～ 3月14日 (日)

47 神代つばき展 植物会館展示室 日本ツバキ協会 3月18日 (木) ～ 3月21日 (日)

48 春の洋らん展 植物会館展示室 神代洋らん友の会 3月23日 (火) ～ 3月28日 (日)

場所：A植物会館展示室　C屋外展示場 　B大温室休憩室 　D植物会館ロビー

協　賛　団　体 期　　　間

★日程等変更される場合があります。
2020/11/19


