
2018年2月発行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）

3月1日（木）～4/15（日）
3月3日（土）
3月4日（日）
3月17日（土）～5月6日（日）
3月17日（土）～6月3日（土）
3月21日（水祝）～4月8日（日）
3月24日（土）～4月15日（日）
3月31日（土）
4月7日（土）・8日（日）
4月14日（土）
4月21日（土）～5月13日（日）
4月28日（土）
4月28日（土）～5月6日（日）
5月26日（土）～6月3日（日）
5月26日（土）～6月3日（日）
6月2日（土）

おもしろいタネの展示会
一ツ葉入江 野鳥観察会
太極拳教室
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
サンドフラワーフェスタ～砂の造型と花のコラボレーション～

春のフラワーショー
春の寄せ植え教室
久峰公園 さくらまつり
トンボ池で探してみよう！春の生き物観察会
ブーゲンコレクション2018
春の山野草を食べよう
運動公園 バラまつり
第41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
県立阿波岐原森林公園
宮崎市佐土原体育館
国際海浜エントランスプラザ
一ツ葉地域一帯
みやざき臨海公園
宮交ボタニックガーデン青島
宮崎市佐土原体育館
宮崎市久峰総合公園
萩の台公園
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
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
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月17日（土）10：00～
3月21日（水祝）15：00～
5月4日（金祝）9：00～
5月4日（金祝）9：30～
5月4日（金祝）10：00～
5月4日（金祝）13：30～
5月5日（土）10：00～
5月26日（土）10：00～

ハーブ苗100鉢（先着）
春の一二年草ミックス300鉢（先着）
春の一二年草ミックス50鉢（先着）
春の一二年草ミックス50鉢（先着）
宿根草100鉢（先着）
春の一二年草ミックス100鉢（先着）
春の一二年草ミックス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 英国式庭園コテージ前
みやざき臨海公園 サンビーチ一ツ葉 南ビーチ
県立阿波岐原森林公園 管理事務所前
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 受付･案内所前
国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園コテージ前
宮交ボタニックガーデン青島 デッキ周辺
久峰総合公園 噴水前広場
阿波岐原森林公園 市民の森

みやざき公園協会　花みどり友の会

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　http://mppf.or.jp/aoshima/

2018年年3月1日（木）（木）～4月 日（日）　場所：園内学習室

今回の展示では、シンガポール植物園から寄贈された、貴重なタネを初公開!!
世界一大きなタネや世界三大花木のタネ、さわるとちょっと危険なタネなども！？

そんな不思議でおもしろいタネ達に会いに行こう!!

宮交ボタニックガーデン青島

春のフラワーショーのフラワーショー
20182018年3月2424日土 4月1515日日

青島サンデーマーケット

春のお茶会

9：00～14：00
ウッドデッキ周辺にて

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。

10：00～15：00  ウッドデッキにて
［参加料］1人200円

宮崎第一高校茶道部による
お点前を景色を眺めながら
お楽しみください。

お
問
合
せ

わると
タネ達に会
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なタネなども！？
の展示で
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そんな不

マリーゴールドやキンギョソウなど色鮮やかな花たちが園内を彩ります。また期間中は、
早咲きのブーゲンビリアやチューリップが次 と々見ごろを迎え、季節のうつろいが感じら
れます。色とりどりの花や生き生きと輝く芝生、ぽかぽか陽気につつまれた植物園で素
敵な時間をお過ごしください。

日曜日

土曜日

THE BRITISH GARDEN
SPRING FLOWER GARDEN SHOW
英国式庭園  春のフラワーガーデンショー

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。

2018.3.17.Sat―5.6.Sun

国際海浜エントランスプラザ 管理事務所
〒880-0836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/
主催/指定管理者：MParks+PHOENIX〔代表構成員：一般財団法人みやざき公園協会〕　共催/宮崎日英協会

「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。

■オープニング『花苗無料配布』
 日時  3/17（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  3/17（土）～5/6（日）の土･日･祝日のみ販売

1,700円 1日/限定10セット

■第6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（金祝）10：00～16：30　※雨天中止

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

■イースターエッグハント
 日時  4/1（日）10：00～16：30（定員になり次第終了）　参加費  無料
 定員  先着50名（当日受付）　対象  小学生以下
庭園内に隠されたイースターエッグ（たまご）を探してお菓子をもらおう！詳しいルールは当日受付にて！

■カルトナージュ教室
 日時  3/22（木）10：00～12：00　定員  10名（事前申込）
 参加費  2,800円（材料費+紅茶とお菓子付き）

■カルトナージュの展示会（アトリエドリームランド）
 期間  3/20（火）～25（日） ※入場無料 六角形ペンスタンドを作ります！

サンドウィッチと
お菓子のセット

（紅茶はポット付き）

＜期間限定＞



◆電話･FAX･E-mailにて下記の宛先までお申込みください。

お問合せ･お申込み
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

※土日は駐車料金が発生します

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

日向景修園（日本庭園）
5/26 土～ 6/3 日

日向景修
5/26

宮崎県総合運動公園宮崎県総合運動公園

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）

入 場
無 料
入 場
無 料

運動公園

4/ 5/28⼟ 6⽇

はなしょうぶまつり
第
41
回

阿波岐原森林公園市民の森
5/ 6/26⼟ 3⽇

園）
日 第

41
回

阿波岐岐原森林公園 森森森市民 森市民の森市民の森
5/ 6/226⼟⼟ 3⽇

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。

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

クラ宮

KIRISHIMAヤマザクラ
宮崎県総合運動公園内 バラ園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）

宮崎県総合運

入 場
無 料 4/2

KIRISHIMAヤマザク

宮崎県総合運動公園

します

市民の森に、約20万本の宮崎市の花「はなししょう
楽器の演奏、はなしょうぶ展示･セミナー、子子供向
うぶライトアップ･キャンドルナイトでは、異彩彩を放彩彩を放

市民の森 管理事務所
TEL:0985-39-7308  FAX:09985-3お問合せ

はなしょうぶライトアップ･キャンドルナイト
5/26（土）日没～21：00 雨天順延6/2（土）

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！

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　宮崎県環境保全アドバイザー　三浦 知之 氏
定　員　先着15名[事前申込]（対象：小学校高学年以上）

締　切　3月2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）

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　メール awaki@mppf.or.jp

準備するもの

■直接申込･電話･FAX･E-mailのいずれかにて下記の宛先までお申し込みください。
萩の台公園 管理事務所　〒880-0125　宮崎市大字広原竹増迫7150
電話：0985-30-2163　FAX：0985-39-5940　E-mail：haginodai@mppf.or.jp

トンボ池で探してみよう！トンボ池で探してみよう！春の生き物観察会春の生き物観察会
平成３０年４月１４日（土）１０：００～１１：００（受付９：３０～）平成３０年４月１４日（土）１０：００～１１：００（受付９：３０～）
萩の台公園  トンボ池及び周辺　　　　　※雨天中止萩の台公園  トンボ池及び周辺　　　　　※雨天中止
生命の大切さを学びながら、バッタやメダカ、ヤゴをはじめとした生き物と周辺の植物の観察をしよう！生命の大切さを学びながら、バッタやメダカ、ヤゴをはじめとした生き物と周辺の植物の観察をしよう！

宮崎県環境保全アドバイザー宮崎県環境保全アドバイザー 金丸文 金丸文昭先生先生

２０名（小学生以下は保護者同伴）２０名（小学生以下は保護者同伴）
４月１３日（金）※定員になり次第締切４月１３日（金）※定員になり次第締切

帽子、長靴、長袖、長ズボン、軍手、
タオル、水筒、虫取り網やカゴ、筆記用具、

必要な方は着替え等

準備するもの講　　講　　師
募集人募集人数
申込締切申込締切

参加無料！

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

集合場所 西都原ガイダンスセンター このはな館前

観察場所 特別史跡公園 西都原古墳群内

講　　師 宮崎県環境保全アドバイザー 金丸 文昭氏

持 参 品
飲料水、帽子、タオル、軍手、ハサミ、
野草を入れる袋、メモ帳･筆記用具、
おにぎり等

定　　員 20名（事前申込） ※小中学生は保護者同伴

募集締切 4月27日（金） ※定員になり次第締切

参 加 費 500円（材料費･保険料として）

春の山野草を食べよう
平成30年4月28日（土） 9:30～12:30（受付9:00～）※雨天中止

このはな館にて直接お申込みいた
だくか、電話･FAX･E-mailのいずれ
かにて下記までお申込みください。

『宮崎県環境保全アドバイザー 金丸文昭氏』の案内で、
西都原を歩きながら、自然に生息している山野草や
西都原に昔から生息している植物等を観察します。

佐土原体育館 管理事務所　〒880-0211宮崎市佐土原町下田島20688-74
TEL：0985-73-7223　FAX：0985-75-0155　E-mail：sad-sports@mppf.or.jp
URL：http://mppf.or.jp/sadowara/gyma.html

▼TEL･FAX･E-mail のいずれかにて、下記の宛先までお問合せ･お申込みください

太極拳を通じて、体を動かすことの素晴らしさを体験しましょう！！
性別・年齢は問いません！どなたでもご参加ください♪

春の寄せ植え教室
日時：2018.3.31(土）14:00～(受付13:30～）
場所：宮崎市佐土原体育館 会議室

春に見ごろを迎える花苗を使って、
寄せ植えをつくりませんか？
初心者から経験者まで、
どなたでも参加できます♪

先着10名 ※事前予約が必要です。

１鉢につき1,000円 ※材料費・保険料込

汚れても良い服、園芸用手袋、園芸用はさみ、移植ごて等

定 員

参加 料

持 ち物

はじめ
！

前）
 サンドフラワーフェスタ ～砂の造形と花のコラボレーション～

Sand Flower Festa

2018年3月21日（水祝）～4月8日（日）
みやざき臨海公園
サンビーチ一ツ葉  南ビーチ

みやざき臨海公園 マリンセンター（管理事務所）　指定管理者：マリンパークス
 TEL 0985-62-2665　FAX 0985-62-2773
 E-mail marineparks@mppf.or.jp　URL http://mppf.or.jp/marineparks/

お問合せ

●砂像と花ピラミッドのライトアップ ※雨天中止 ＜点灯時間18：30～21：00＞
　3月21日（水祝）、23日（金）、24日（土）、30日（金）、31日（土）、4月6日（金）、7日（土）
●フリーマーケット 3月21日（水祝）、4月7日（土） 10：00～15：00
●砂像制作体験 3月21日（水祝）～4月8日（日）10：00～16：00 参加無料
●スケッチ大会～テーマ「砂の像と花」～ 3月21日（水祝）10：00～16：00
　小学生以下対象（参加無料）  先着100名（当日受付） ※画板はご持参ください。

●みやざき犬ダンスステージ 3月21日（水祝）13：00～13：30
●砂山の宝さがし 3月21日（水祝）14：00～14：30 小学生以下対象（参加無料）
　先着50名 ＜砂山に隠された宝をさがして豪華景品を狙おう！＞
●花苗プレゼント 3月21日（水祝）15：00～ 先着300名に春の花苗をプレゼント！
●音楽演奏 3月21日（水祝） ①16：00～ ②18：30～（各30分） 演奏者：メーヴェクラング
●マリーナの生き物展 3月21日（水祝）～4月8日（日） 南ビーチ管理棟にて

入場 無 料

p pp

宮崎市久峰総合公園

r.jp/marineparks/jp p

さ 4月7日・8日さいい 4月月 日・ 日

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

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

久峰公園さくらまつり実行委員会

お問合せ

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2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1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。

土 日2018

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）

一 般 財団法 人 みやざ き公園協会　〒8 8 0 - 0 014　宮崎市 鶴島2丁目10 -2 5
TEL :  0 9 8 5 -2 5 -7410　FA X :  0 9 8 5 -2 5 -7 3 9 0　E- mail  :  par k @mppf.or. jp　URL ht t p://mppf.or. jp/




