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お知らせイベント一覧

各公園  花の無料プレゼント一覧（1家族1鉢）

花みどり友の会についてのお問合せはこちら
問合せ時間 ： 月～金曜（8：30 ～ 17：30）

みやざき公園協会　花みどり友の会

3/1（水）～4/16（日）

3/11（土）

3/18（土）

3/18（土）

3/18（土）～5/7（日）

3/18（土）～6/4（日）

3/25（土）

3/25（土）～4/16（日）

3/26（日）

4/1（土）・2（日）

4/22（土）～5/20（土）

4/29（土）～5/7（日）

5/21（日）～6/11（日）

5/27（土）～6/4（日）

5/27（土）～6/4（日）

6/3（土）

おもしろいタネの展示会

花みどりの景観づくり講演会

一ツ葉入江 野鳥観察会

セグウェイ体験会

英国式庭園春のフラワーガーデンショー

春の一ツ葉  神話と花めぐり

神話と古墳をたどるウォーキング

春のフラワーショー

犬のマナー教室

久峰公園さくらまつり

ブーゲンコレクション

バラまつり2017

ペレニアルコンテナガーデン

第40回 はなしょうぶまつり

はなしょうぶまつり

花の寄せ植え教室

宮交ボタニックガーデン青島

宮崎市民プラザ4階 ギャラリー

県立阿波岐原森林公園

阿波岐原森林公園 市民の森

国際海浜エントランスプラザ

一ツ葉地域一帯

特別史跡公園 西都原古墳群

宮交ボタニックガーデン青島

萩の台公園

宮崎市久峰総合公園

宮交ボタニックガーデン青島

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

宮交ボタニックガーデン青島

阿波岐原森林公園 市民の森

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

宮崎市久峰総合公園

3/18（土）10：00～

3/26（日）13：30～

4/2（日）13：30～

5/3（水祝）13：00～

5/4（木祝）9：00～

5/4（木祝）10：00～

5/4（木祝）13：30～

5/4（木祝）9：30～

5/5（金祝）10：00～

5/27（土）10：00～

ハーブ苗100鉢（先着）

春の一年草100鉢（先着）

毛氈花壇の花苗（先着100名）

春の一年草50鉢（先着）

春の一年草50鉢（先着）

宿根草100鉢（先着）

春の一年草100鉢（先着）

春の一年草50鉢（先着）

春の一年草100鉢（先着）

はなしょうぶ苗100鉢（先着）

国際海浜エントランスプラザ

宮交ボタニックガーデン青島

宮交ボタニックガーデン青島

特別史跡公園 西都原古墳群

県立阿波岐原森林公園

国際海浜エントランスプラザ

宮交ボタニックガーデン青島

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

宮崎市久峰総合公園

阿波岐原森林公園 市民の森

一般財団法人 みやざき公園協会  〒880-0014 宮崎市鶴島 2 丁目 10-25
TEL 0985-25-7410　FAX 0985-25-7390　URL http://mppf.or.jp/

平成28年度 花みどりの景観づくり講演会

平成29年3月11日（土） 14：00～16：00（受付13：30～）

司　　会　木佐貫ひとみ 氏（フリーパーソナリティー）
申込締切
平成29年2月24日（金）　必着

「氏名･住所･電話番号」を明記の上、ハガキ･FAX･E-mailにて事前にお申込みくだ
さい。また、1枚の用紙に複数で申込まれる場合は、必ず申込みされる方全員の「氏
名･住所･電話番号」を御記入下さい。 講演会の約1週間前に、入場ハガキを1名様
につき1通お送りします。

申込方法

※電話での受付はお断りしておりますのでご了承ください。 ※受付完了のご連絡はいたしません。
※申込みが多数の場合には、抽選となります。 当選発表は入場ハガキの発送をもってかえさせて

いただきますので、ご了承ください。

「“ガーデンシティみやざき”を目指して」
一般財団法人みやざき公園協会 伊藤 慎一朗

「英国の庭づくり 景観づくり」
Wilson McWilliam Studio
ギャビン･マックウィリアム 氏

申 込 先　一般財団法人みやざき公園協会　〒880-0014 宮崎市鶴島2丁目10番25号
　　　　　TEL 0985-25-7410　FAX 0985-25-7390　E-mail park@mppf.or.jp

 会場   宮崎市民プラザ 4階  ギャラリー　 参加料   無料　定員   200名

今回の講演会は（一財）みやざき公園協会が宮崎県より「宮崎県景観形成促進機構」の指定を受け、その一環として実施するものです。

主催 / 宮崎県　共催 / 一般財団法人 みやざき公園協会・宮崎日英協会　協賛 / 宮崎市

基調講演

講
話

今回の講演会は（一財）みやざき公園協会が宮崎県より「宮崎県景観形成促進機構」の指定を受け、その一環として実施するものです。

主催 / 宮崎県　共催 / 一般財団法人 みやざき公園協会・宮崎日英協会　協賛 / 宮崎市

一ツ葉入江 野鳥観察会

一ツ葉入江で見られる、サギ類・シギ類などの水鳥をはじめとした野鳥の観察を
行います！ ※雨天中止

平成29年3月18日（土）15：00～17：00（受付14：30～）
阿波岐原森林公園 一ツ葉入江 （集合場所：県立阿波岐原森林公園 管理事務所前）

講　師 宮崎大学農学部　三浦 知之 教授
定　員 先着１５名[事前申込]（対象：小学校高学年以上）

締　切 ３月１７日（金）※定員になり次第締め切り
参加料 １人１００円（保険料として）

各自必要な防寒対策
（帽子･手袋･長靴･カイロなど）
持っている方は双眼鏡（８倍程度）

○準備するもの

県立阿波岐原森林公園 管理事務所　〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1
 TEL 0985-23-2635　FAX 0985-23-2636　E-mail awaki@mppf.or.jp

◆電話･FAX･E-mailにて下記の宛先までお申込みください。

平成29年3月25日（土）9：30～12：00（受付9：00～）※雨天中止
集合場所　西都原ガイダンスセンターこのはな館前
見学場所　特別史跡公園西都原古墳群、宮崎県立西都原考古博物館
講　　師　西都市観光ボランティアガイド協議会
募集人数　10 名（事前申込）
参加費用　1 人あたり 100 円（保険料として）

○電話･FAX･E-mail･直接申込のいずれかにて、下記の宛先までお申込みください。○電話･FAX･E-mail･直接申込のいずれかにて、下記の宛先までお申込みください。○電話･FAX･E-mail･直接申込のいずれかにて、下記の宛先までお申込みください。

会 神話と古墳をたどるウォーキング

西都原公園の第一古墳群や鬼の窟古墳、宮崎県立西都原考古博物館を辿りながら、神
話や歴史を学んでみませんか？

筆記用具、飲み物、
歩きやすい靴など

お問合せ
お申込み

県立阿波岐原森林公園管理事務所　TEL 0985-23-2635
 FAX 0985-23-2636　E-mail awaki@mppf.or.jp

萩の台公園管理事務所  TEL 0985-30-2163  FAX 0985-39-5940
 E-mail haginodai@mppf.or.jp　URL http://mppf.or.jp/haginodai/　

犬のマナー教室
愛犬への日常での接し方やふれ合い方のコツを練習してみませんか？

●直接申込、FAX･E-mail のいずれかにて下記の宛先までお申込み下さい。

平成29年3月26日（日） 10：00～1時間程度（受付9：30～） ※小雨決行

場　所　萩の台公園 芝生広場

参加料　無料 募集締切　3月25日（土） ※定員になり次第締切

定　　員　先着10組（事前申込）

T H E  B R I T I S H  G A R D E N 　 S P R I N G  F L O W E R  G A R D E N  S H O W

英国式庭園  春のフラワーガーデンショー
2017.3.18.Sat ―5.7.Sun

英国を代表する四つの本格的ガーデン（コテージ･シーサイド･フォーマル･メドー）をチュー
リップやビオラ、ダイアンサス、ジギタリスをはじめとした春の草花が彩り、青く鮮やかな芝
生と周辺の松林と調和した植物が春の訪れを感じさせる「フラワーガーデンショー」、ぜひお
楽しみください。

国際海浜エントランスプラザ 管理事務所
宮崎市山崎町浜山 414-1　TEL 0985-32-1369   FAX 0985-32-1380
 E-mail plaza@mppf.or.jp　URL http://mppf.or.jp/entrance_plaza/

■お問合せ・お申込みはこちら

■オープニング『花苗無料配布』
 日時  3/18（土）10：00～　先着100名様にハーブの苗をプレゼント！

■ガーデンハウスアフタヌーンティーセット
 期間  3/18（土）～5/7（日）の土･日･祝日のみ販売

1,700円 1日/限定10セット

期間
限定

※写真はイメージです

スコーン、ケーキ、サンドイッチと
　　　紅茶のセット（紅茶はポット付き♪）

「花」、「植物」、「ガーデン」、「英国」「手作りの暮らし」…をテーマにしたマーケット
（青空市場）を開催します。

■第5回 グリーン＆ガーデンマーケット  in 英国式庭園

■みどりの日「花苗プレゼント」

 日時  5/4（木祝）10：00～16：30　※小雨決行

 日時  5/4（木祝）10：00～　先着100名様に宿根草の苗をプレゼント！

■ノルディックウォーキングを始めよう！
 日時  4/1（土）13：30～15：00　対象  小学生以上　定員  15名（事前申込）
 参加費  1,500円（道具を持っていない方）・1,000円（道具持参の方）

＼終了後にアイスティー付き♪／

■宿根草を使った寄せ植え教室
 日時  5/3（水祝）①11：00～、②14：00～
 参加費  3,000円　定員  各5名（事前申込）

宿根草（宿根サルビアなど）を使って、
夏まで楽しめる寄せ植えを作ります！

■お花のスタンプラリー【宮崎日英協会共催】
 日時  4/9（日）10：00～16：30（定員になり次第終了） 　対象  小学生以下
 参加費  無料　定員  50名（当日コテージ入口にて受付）

スタンプを集めてお菓子をもらおう！

■植物販売会
 日時  5/3（水祝）～5/5（金祝）10：00～16：30　場所  コテージ入口前

＼春咲き宿根草、ハーブ類、１・２年草、寄せ植えなどの販売を行います！／

お問合せ
お申込み

持参品



阿波岐原森林公園 市民の森

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

宮崎市久峰総合公園 宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園）

阿波岐原森林公園市民の森 管理事務所
 TEL 0985-39-7308　FAX 0985-39-7328　E-mail shimin@mppf.or.jp

お問合せ
お申込み

お問合せ

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 管理事務所　 TEL 0985-58-6543　FAX 0985-58-4560　E-mail undou@mppf.or.jp　URL http://mppf.or.jp/undou/

はなしょうぶまつり
第
40
回

8 FAX 0985-39-732 ppf.or.jp28 E-mail shimin@mp

阿波岐原森林公園市民の森

5/ 6/27⼟ 4⽇

第
40
回

市民の森に、約20万本の宮崎市の花「はなしょうぶ」が咲き誇ります。日本情緒漂う野点や
和楽器の演奏、はなしょうぶ展示･セミナー、子供向けの楽しいイベントを開催します。はな
しょうぶライトアップ･キャンドルナイトでは、異彩を放つはなしょうぶの美しさが見られます。

セグウェイ体験会

3月18日（土） ①14：00～14：45  ②15：00～15：45（全2回） ※雨天中止

 場　所  阿波岐原森林公園市民の森 西園  運動広場及び周辺（集合：運動広場）
 定　員  1回につき6名（事前申込）※空きがあれば当日受付可能
 参加料  1,000円（保険料含む）
 講　師  吉開 修一・甲斐 義朗

・セグウェイジャパン認定インストラクター
・フェニックス・リゾート株式会社　アクティビティ部所属

※注意事項※  酒気帯び、妊娠中の方は参加不可・ロングスカート、長めコート等は不可・ヒールの高い履物、サ
ンダル等は不可・搭乗中の写真撮影や携帯電話の利用は不可・ヘルメット着用（主催者にて準備）・体重制限：
４５ｋｇ～１１８ｋｇ（セグウェイジャパン推奨）・年齢制限：１６才～７０才未満（セグウェイジャパン推奨）

走って、止まって、セグウェイの楽しさを体感！
操作方法を学んで、公園内を走行します。

2017

4月1日・22017

4月 日・

宮崎 市久峰 総合公園
10：00~21：00　    10：00~16：00

土 日

佐土原総合支所 地域総務課 Tel.0985-73-1111
久峰総合公園管理事務所 Tel.0985-73-2782

行行委委員行行行行行行行行行まままままままつりつり実行つつり実行つつり実行つらららららららららら久峰公園久峰 さくさくく公 会会まま 員会委員会委員委員委員委委久峰久峰公公 らら 会公 実実行ら 行久 らら 員会員会会会会員会員峰公公 行公 会り 委実実行行行峰公 く久峰公園さくらまつり実行委員会

お問合せ

れれわれれわれ すすすます。すますすますップもプップもプもプププ 行行行わ行わッッップのラのララのララのライトアイトアトアイトアイトアイトアイトアイトイトアイイトイイト ッッは夜 ののの前のののののりりのた、たたまた、たた、た、た、た、たたた、た まつりまつりまつままままつりまつつまつまつまつつ 。。。たた、 行行のののたたたたたたた わわわりりりりり れれれまににににににに すすはまつつつつつつつ ももも行りりのの イイイイのラの後 わわわれわれわまたまたままた は すまは のにの前 はははは わも前後 桜

桜の開花に合わせて、地元商工会などによる各種特産品の
販売や、各種の楽しいイベントが行われます。
また、まつりの前後には夜桜のライトアップも行われます。

お申込み
お問合せ

久峰総合公園 管理事務所
 TEL･FAX 0985-73-2782　E-mail hisamine@mppf.or.jp

花の寄せ植え教室
6月3日（土）10：00～11：30（受付9：30～）
　場所 宮崎市久峰総合公園レストハウス（予定）
　定員 15名（事前申込）
 参加費 1鉢につき1,000円
　　　   　（材料費･保険料含む）
申込締切 6月2日（金）

･汚れても良い服装
･園芸用手袋
･移植ごて
･園芸用はさみ等

持
参
品

夏向きの花苗を使用した寄植教室です。作成した寄植はお持ち帰りいただけます。

日向景修園（日本庭園）
5/27 土 ～ 6/4 日

ザザクラ宮崎県総合運動公園

宮崎県総合運動公園

向景修園（ 本庭
4

ザクラ宮崎県総合運動公園

日向景修園（日本
5/27 土 ～ 6/

ザクラ宮崎県総合運動公園

宮崎県総合運動公園

KIRIKIRI

宮崎県総合運動公園

F崎県総合運動公園 管理事務所 0985-58-6543TEL

KIRISHIMAヤマザクラ
宮崎県総合運動公園内 バラ園

（南駐車場 テニスコート西隣）

4/ 5/29⼟ 7⽇

KIRISHIMAヤマザクラ
宮崎県総合運動公園内 バラ園

（南駐車場 テニスコート西隣）

園内には70種700株が咲き誇るバラ園があります。
ボランティアのバラクラブさんと愛情を込めて育てたバラをお楽しみ下さい。
期間中にバラの管理講習会などバラに関するイベントを予定しています。

//4/29⼟⼟

誇誇るバラ園があります。
たバラをお楽たんんと愛情を込めて育てた

な トを予定しなどバラに関するイベンななどバラに関するイベン

入 場
無 料

入 場
無 料宮崎随一の日本庭園をはなしょうぶが華やかに彩ります。

野点など、はなしょうぶを愛でながら楽しめるイベントも用意しております。

宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園） 管理事務所
宮崎県宮崎市青島2丁目12-1　TEL 0985-65-1042　FAX 0985-55-4803　E-mail aoshima@mppf.or.jp　URL http://mppf.or.jp/aoshima/

お問合せ
お申込み

※詳細はHP等をご覧ください。内容は変更になる場合があります。

おもしろいタネの展示会おもしろいタネの展示会
3月1日（水）～4月16日（日）3月1日（水）～4月16日（日） 場所：学習室場所：学習室

おもしろい進化や、おどろきの進化をとげたタネ。
さまざまな大きさや不思議な形、色とりど りなタネを
約30種類集めました！中には少し危険なタネも…。

ブーゲンコレクションブーゲンコレクション
4月22日（土）～5月20日（土）4月22日（土）～5月20日（土）

ペレニアルコンテナガーデンペレニアルコンテナガーデン
5月21日（日）～6月11日（日）5月21日（日）～6月11日（日） 場所：オープンデッキ場所：オープンデッキ

ギボウシを中心とした宿根草（ペレニアル）と、アジサイなどの潅木や一年草を組み合わ
せて、オープンデッキにてコンテナガーデンを展示します。

春のフラワーショー春のフラワーショー
3月25日（土）～4月16日（日）3月25日（土）～4月16日（日）

◆「不思議なタネの世界」講習会…4月2日（日）10：00～11：00
 場所 学習室 　参加料 無料 　定員 先着20名（事前申込）※小学生までは保護者同伴
大人から子どもまでわかりやすくタネのおもしろさや不思議なタネの世界についてご紹介します。
アルソミトラのタネを飛ばす実験もあり！ぜひ親子での参加もお待ちしています。

◆春フラクイズラリー…3月25日（土）～4月16日（日）9：00～17：00
 場所 園内全体 　参加料 無料
前回好評につき、第2弾！春のフラワーショー期間中園内をめぐりながら、春の草花を探すクイズラリー。
全問正解者にはちょっとしたプレゼントも準備しています！

◆毛氈花壇づくり…3月25日（土）10：00～12：00
 場所 正門前 　参加料 無料 　定員 先着10名（事前申込）
太陽の顔の花壇を一緒に作りませんか。
参加者には、４月２日に配布する花苗引換券をプレゼント！

◆洋ラン講習会…4月16日（日）10：00～11：00
 場所 学習室 　参加料 1人2,000円 　定員 先着30名（事前申込）
洋蘭初心者にも育てやすいオンシジウム系の洋ランを鉢に植えつける講習会。
年間通しての管理方法もご説明します。小さな可愛らしい洋ランをぜひ育ててみてください。

◆花苗のプレゼント…3月26日（日）13：30～　場所 オープンデッキ周辺
春の一年草を先着100名様にプレゼント！

◆洋ラン販売会…4月16日（日）11：00～15：00　場所 オープンデッキ
洋ラン生産･販売「Flover（フラバー）」の眞鍋氏が厳選する育てやすい洋ランを販売します。
洋ランの好きな方はぜひこの機会にお求めください！

◆毛氈花壇の花無料配布…4月2日（日）13：30～　場所 オープンデッキ周辺
毛氈花壇で使用した花苗を先着100名様にプレゼント！

◆青島サンデーマーケット…3月26日（日）9：00～14：00　場所 芝生広場
オーガニックナチュラルな暮らしを提案する日曜市です。

※「事前申込」の記載があるイベントについては事前にお申込みが必要となりますが、空きがある場合は当日参加も可能です。  詳細は管理事務所までお問合せください。

◆ブーゲンビリア植え付け教室…4月23日（日）9：00～10：00
 場所 学習室 　参加料 1人1,500円 　定員 先着20名（事前申込）
花つきのよい品種を実際にプランターに植えつけます。管理方法や楽しみ方も丁寧に指導いたします！
自宅でも楽しく育てることができます！

◆宿根草を使った寄せ植え教室…5月28日（日）10：00～11：00
 場所 学習室 　参加料 1人1,500円 　定員 先着20名（事前申込）
宿根草を使用した寄せ植えの上手な植え方をご紹介します。

◆夏の寄せ植え教室…5月28日（日）14：00～15：00
 場所 学習室 　参加料 1人1,500円 　定員 先着20名（事前申込）
夏の植物を使用して、素敵な寄せ植えを作りませんか？

◆トロピカルプランツ育て方教室…5月4日（木祝）10：00～11：00
 場所 学習室 　参加料 1組1,500円 　定員 先着20組（事前申込）
熱帯花木を使って、植え付けや挿し木などを学びます。親子での参加も大歓迎です！

◆ブーゲンビリアのブレスレットづくり…4月23日（日）13：00～14：00
 場所 学習室 　参加料 1人300円 　定員 先着20名（事前申込）
色とりどりなブーゲンビリアで素敵なブレスレットを一緒に作りませんか？親子での参加も大歓迎です！

◆グリーンカーテンをつくろう…4月23日（日）10：30～11：30
 場所 学習室 　参加料 無料 　定員 先着10組（事前申込）
真夏の園内に緑陰をつくるため、一緒にトロピカルなツル植物を植栽しませんか？

ツル性の苗
プレゼントあり！

◆青島サンデーマーケット…4月23日（日）9：00～14：00　場所 芝生広場
オーガニックナチュラルな暮らしを提案する日曜市です。 ブーゲンビリアの苗も販売します！

◆青島サンデーマーケット…5月28日（日）9：00～14：00　場所 芝生広場
オーガニックナチュラルな暮らしを提案する日曜市です。
宿根サルビアなどの宿根草や夏の花壇苗(一年草)も販売します！

◆花苗のプレゼント…5月4日（木祝）13：30～　場所 オープンデッキ周辺
春の一年草を先着100名様にプレゼント！

植物園でも大人気のブーゲンビリア。シンガポールから32品種が寄贈されて以来、大切
に育てられてきました。 園内全体を約60品種のブーゲンビリアで色鮮やかに彩ります。

ゼラニウム、ベゴニア、マリーゴールドなど春の花3万株が園内全体を彩ります。
まばゆい光とともに青島ならではの春をご覧ください。

しょうぶの美しさが見られます。

阿波岐原森林公園お問合せ
お申込み

園市民の森 管理事務
f j

務所
hi i

阿波岐岐原森

5/5/2222

所

森林公園 森森森市民市市民の

/6/6/77⼟⼟ 44// ⽇
10：00～16：00

はなしょうぶライトアップ･キャンドルナイト：5/27（土）日没～21：00  雨天順延6/3（土）

※イベント日時をご確認の上、お越しください。　※土･日･祝日は駐車料金が発生します
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