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色とりどりの草花に 囲まれ
のんびりとした 憩いの 時 間を
すごしませんか？

最新情報を
チェック！

バニラン

ヒスリン

季節の植物を愛でながら、毎日お散歩するのにちょうどよい広さ。

敷地の総面積は1万3千㎡です（東園は約7千㎡、西園は約6千㎡ ）。

都会の住宅地の中にある緑豊かなスポットを、

草花に触れ、親しみ、知識を得る場として、

日々の暮らしの中でぜひご活用ください。

はぎのトンネル

ナチュラルガーデン

芝生広場

あずまや

あずまや

西園西園

和風見本庭園

大
だいおうしょう

王松

中央門

緑の吊橋

バックヤードの育苗棚

西園の真ん中にある芝生の
広場は、親子の遊び場として人気の
スペース。緑に包まれて、カラダも心も
リラックスできる憩いの場です。

フラワーロードを彩る草花はタ
ネから有機で栽培しています。
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ブルーベリー
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昔からなじみのある植物を利
用して自然風に植栽した作庭
例を展示。和風の庭づくりの
参考にしてください。

和風見本庭園和風見本庭園

多目的トイレ多目的トイレ
車イスの方も安心してご利用
いただける多目的トイレを備
えたトイレ棟があります。

宿河原駅

（西園入口）

⬅︎

　当センターは、神奈川県農業試験場東部園芸指導地として、昭和 11
年に開設され、昭和 54年に都市緑化推進を目的とした条例に基づいて
「緑の相談所」機能を持つ川崎市緑化センターとなりました。川崎市で
唯一の都市緑化植物園です。季節の草花が彩るガーデンや温室、樹木の
見本園など、市民の皆様が一年を通して植物と触れあい、知識を深める
場として、みどりの普及に努めています。

川崎市緑化センター

川崎市緑化センターの活動川崎市緑化センターの活動
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来園のご案内

開園時間開園時間	 春夏秋期（3月1日〜10月31日）	 9：00〜16：30
	 冬期（11月1日〜 2月末日）	 9：00〜16：00
休園日休園日	 月曜日・年末年始（12月29日〜1月3日）
	 ※月曜日が祝日の場合はその翌日

入園料入園料	 無料

アクセスアクセス	 〒214-0021　川崎市多摩区宿河原6-14-1
	 （JR南武線宿河原駅下車徒歩約7分）

駐車場駐車場	 4台あり（内1台は身体障がい者専用）

　川崎市で唯一「緑の相談所」を開設。専門の相談員が、草花の育て方
や植栽の管理方法、病害虫対策など、植物に関する質問や相談にお答え
しています。電話での相談もお受けいたしますので、お気軽にどうぞ。

緑のコンシェルジュ緑のコンシェルジュ

　江戸時代より園芸植物として発展し、現在でも親しまれている伝統植
物のサクラソウとハナショウブのコレクションをはじめ、盆栽や多肉、草
花など、季節を感じさせる魅力ある展示を行っています。

展示会展示会

　毎月、植物に関するさまざまな講習会を開催していま
す。講習会の詳細は、ホームページおよび管理事務所に
てご案内しています。最新情報は下記URLへ。
https://kawasakishi-ryokuka.com/event/

講習会講習会 CHECK!

ポケットガーデンポケットガーデン
さまざまなイベン
トの拠点になる
スペース。12月
にはクリスマスツ
リーも立ちます。

東園東園
休憩室

イベント広場

フラワーロード

ツバキ園 立体花壇

管理事務所

ツツジ園

フジ棚

ローズガーデン

二
にかりょうようすい

ケ領用水
沿いのサクラ

草花とカラーリーフで彩
られる美しいフラワータ
ワー。正門を入るとすぐ
に目に飛びこむ撮影ス
ポットです。

案内窓口で、緑の相談所
もここに。各種講習会や
室内展示会も開催。お気
軽にお立ち寄りください。

南門

正門

フジ
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ツバキ
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イイギリ
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ツツジ
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スイフヨウ
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温室温室

ヒスリン

バニラン

南国の花が
咲いているよ♪

ローズガーデンローズガーデン

おうちで育てやすい
バラを植えているよ★



4月 8月6月 7月5月1月 2月 3月 9月 10月 11月 12月
夏花壇

フラワーロードフラワーロード

ローズガーデンローズガーデン温室温室 ナチュラルガーデンナチュラルガーデン

四季を
感じる！

大きく育った 木々に囲まれた園内は、

一年を通じて草花の彩りにあふれます。

市民の木として親しまれているツバキのコレクションや、

サクラソウやハナショウブの品種保存にも努めています。

西園の真ん中にある芝生の広場で、

自然と触れ合う憩いの時間をお楽しみください。

・ロウバイ

・サクラ

・フジ

・ツツジ

・チューリップ・ツバキ

・サクラソウ（保存種）

ハロウィーン ・ローズヒップ クリスマス

・ハギ ・イイギリ ・大王松

・ヒガンバナ

・スイフヨウ・ヒマワリ・ハナショウブ（保存種） ・バニ	ラ・ブルーベリー

・夏野菜、ゴーヤのティピー・トケイソウ

・アジサイ

・クリスマスローズ・フクジュソウ

当園	はサクラ並木の続く二
にかりょうようすい

ヶ領用水を
挟ん	で東園と西園に分かれます。サク
ラの	季節には絶好のお花見スポットに!

秋の七草の一つ、ハギが咲く
と圧巻の美しさに!		秋を実感
する景色をご堪能ください。

季節のデコレーションも必見！

季節ごとに変わる季節ごとに変わる
コンテナコンテナを楽しもう！を楽しもう！

ヒスイカズラ

二
に か り ょ う よ う す い

ケ領用水沿いのサクラ

S
持続可能
DGs のコンセプトのもと、タネから有機で育てた 草花で彩っています。

パーゴラ&トレリス仕立てのバラ。
撮影スポットとしても人気です!

果樹園や ポタジェで収穫の
楽しみを 体 験

ぐっと見やすくリニューアル！

ハギのトンネル 大
だいおうしょう

王松

園内のあちらこちらには、大きな
コンテナ植えを展示。季節ごと
に変わる寄せ植えを楽しめます。

中央		門近くにそびえる巨木は
大
だいおう

王		松
しょう

。マツボックリもびっ
くり		するほど巨大!

ハロウィーンやクリスマスなど、季節のイベン
トディスプレイにもご注目を!		植木鉢を重ねて
作るポットマンは当園の人気者です。

翡
ひすいいろ

翠色の花が美しいマ	メ科の植
物。当園のマスコット「ヒスリ
ン」の由来となった花		です。

当園オリジナルのパーゴラとトレリスにつる
バラなどを絡ませました。ご家庭でのバラ
栽培の見本となるかわいらしいバラ園です。

果樹とハー		ブや草花の混植ガーデン、ブルー
ベリー畑、菜		園の3つのゾーンで、植物に親
しみ、さまざ	まな知識を学ぶ場を提供します。

ラン温室、トロピカルゾーン、ドライゾーン、
育苗ゾーンに分類し、多品種を展示。多肉植
物やサボテンなど、いま注目のインドアプラ
ンツにたくさん出会えます。

白や淡いブルー系などパステルカラーをメ	インにコーディネート。花壇後方
には風にそよぐ草花を配置して、春らしい		軽やかな雰囲気にしています。

ジニアやケイトウ類をメインに、赤やオレン	ジ、黄色など夏の日差しに負け
ないビビッドカラーでコーディネート。鮮やか	な夏色花壇が楽しめます。

春花壇 春花壇見頃 見頃

ナチュラルガーデンの 見頃

大王松

周年楽しめます！

・ヒスイカズラ

ローズガーデンの見頃

見頃は7月中旬〜10月下旬

春

見頃は3月下旬〜5月中旬

夏
夏

春

秋

2022年2022年
リニューアルリニューアル

巨大！

・バラ

通常のサイズ


