
※ツアー各地へはバス移動となります。

2016 年 10 月発行お知らせイベント一覧
10月15日（土）～11月20日（日）
11月12日（土）
11月12日（土）
11月19日（土）
11月19日（土）
12月3日（土）
12月7日（水）～12月25日（日）
12月10日（土）
12月18日（日）
2017年1月1日（日）～2月19日（日）
2017年2月4日（土）～19日（日）
2017年2月7日（火）
2017年2月8日（水）～22日（水）
2017年2月12日（日）

秋のフラワーショー
秋のお茶会
親子で楽しむ木の実工作教室
犬のマナー教室
秋の景観交流バスツアー
クリスマス寄せ植え教室
ポインセチア展
早春まで楽しめる球根を使った寄せ植え教室
ネイチャーゲーム
真冬のフラワーショー
クリスマスローズ展
バラの管理講習会
園芸基礎講座Ⅰ
梅まつり

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
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
宮崎市久峰総合公園
宮崎県庁ほか
宮崎市久峰総合公園
宮交ボタニックガーデン青島
県立阿波岐原森林公園
阿波岐原森林公園 市民の森
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
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

2017年2月8日（水）～22日（水）
2017年2月12日（日）

園
梅

秋のお茶会
日本庭園の秋の色を感じながら、お抹茶をお楽しみください。
宮崎第一高校茶道部の生徒さん達がお点前をご披露します。
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宮崎第一高校茶道部の生

定　員：先着 100 名様定　員：先着 100 名様

参加費：おひとり様 200 円参加費：おひとり様 200 円
※当日は土曜日のため、駐車料（300 円）が別途必要です。

平成28年8年11月121月12
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※雨天実施、定員になり次第終了

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
〒889-2151 宮崎市大字熊野 1443-12
TEL:0985-58-6543　FAX:0985-58-4560
E-mail：undou@mppf.or.jp

お
問
合
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11月12日（土）10:00～12:00（受付9:30～） ※小雨決行

運動公園内でどんぐり拾いを楽しんだ後、どんぐりやまつぼっくりなどの木の実を
使って自由に工作を行います！作ったものを持ち帰って自慢しよう♪

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

集合場所　公園内  日本庭園入口
参 加 費　一人 300 円（材料･保険料として）
対　　象　小学生以下のお子様と保護者の方
定　　員　先着 10 組（事前申込）

※当日は土曜日のため、駐車料（300 円）が別途必要です
KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園
〒889-2151 宮崎市大字熊野 1443-12　TEL:0985-58-6543
FAX:0985-58-4560　E-mail：undou@mppf.or.jp

お問合せ
お申込み

す。

早春まで楽しめる
球根を使った寄せ植え教室
早春まで楽しめる
球根を使った寄せ植え教室

10：00～11：30（受付9：30～） ※雨天決行

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
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。

　所：県立阿波岐原森林公園　管理事務所
　集：先着15名（事前申込）

込締切：12月9日（金） ※定員になり次第締切
加 費：1,500円（材料費･保険料含む）

･汚れても良い服装
･園芸用手袋
･移植ごて
･園芸用はさみ等

ューリップなどの春咲き球根と、パンジー・ビオラなどの一年草を
った、早春まで長く楽しめる寄せ植えを作成します

持参品

親子で楽しむ！親子で楽しむ！木の実工作教室木の実工作教室

・・・・・・【参加無料】愛犬のマナー見直しませんか？・・・・・・

平成28年11月19日（土）10：00～11：00（受付9：30～）
宮崎市久峰総合公園（集合場所：ゲートボール場）
定員：先着10組（申込締切11月18日（金）※定員になり次第締切）

久峰総合公園 管理事務所
〒880-0212　宮崎市佐土原町下那珂13754
電話･FAX：0985-73-2782　E-mail hisamine@mppf.or.jp

お申込み
お問合せ

直接申込もしくは電話･FAX･E-mail にて下記の宛先までお申し込みください。

お申込み
お問合せ

秋の景観交流ツアー
平成28年度
民間活力を生かした
景観啓発事業

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

宮崎の花みどりで彩られたさまざまな景観について学び、
私たちの暮らしへ上手に生かしてみませんか？

集合場所 宮崎県庁（解散場所も同様）
定　　員 20名（事前申込）
参 加 料 無料
申込締切 11月8日（火）必着※定員になり次第締切

平成28年11月19日（土）平成28年11月19日（土）
13：0013：00～17：0017：00（受付12：30～）（受付12：30～）

氏名･住所･電話番号を記載のうえ、FAX･メール･郵送にて下記までお申込みください。
※電話での受付は致しかねますので、ご了承ください

宮崎県庁（集合）

宮崎ブーゲンビリア空港

宮交ボタニックガーデン青島

宮崎県庁（解散）

220号線

220号線

220号線

ツアースケジュール（予定）

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

クリスマス寄せ植え教室
作成したものはお持ち帰りいただけます。

場　　所 宮崎市久峰総合公園レストハウス
定　　員 15名（事前申込）
参 加 費 1鉢につき1,500円

（材料費･保険料含む）
申込締切 12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
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寄植え教室も
開催予定！

※作成した寄せ植えは
持ち帰れます！

※当日は県庁外来者
第一駐車場をご利
用いただけます。



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　http://mppf.or.jp/aoshima/

お問合せ
お申込み

※「事前受付」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。

◆熱帯花木販売会
11月12日（土）～13日(日)11：00～16：00
ブーゲンビリアをはじめ、ドンベアやゴールドシャワーなど
の熱帯花木を販売します。

◆花苗プレゼント
10月23日(日)13：30～（無くなり次第終了）
先着100名様に秋の一年草をプレゼント！※1家族1つ

◆お正月お花プレゼント
1月1日（日）・2日(月) 各日13：30～（無くなり次第終了）
植物園リニューアル後、初めてのお正月を迎えられることに感謝です！
各日先着100名様に冬のお花をプレゼントします。※1家族1つ

◆毛氈花壇の花無料配布
11月6日(日)9：30～（無くなり次第終了）
先着100名様に正門前の毛氈花壇に使用した
花をプレゼント！

◆多肉アレンジオークション
11月20日（日）13：00～14：00
おしゃれでかわいらしい多肉アレンジを手に入れるチャンス!?
どなたでも参加できます。

◆ブーゲンビリア管理講習会
11月13日（日）10：00～11：00（受付9：30～）
 定員 20名（事前受付）　参加料 無料
華やかで人気の高いブーゲンビリア。
この機会にブーゲンビリアの管理について学んでみては？

◆エアプランツアレンジ教室
11月5日（土）10：00～11：00（受付9：30～）
 定員 20名（事前受付）　参加料 1,500円
お部屋に飾れるおしゃれなエアプランツのアレンジを
一緒に作ってみませんか？

◆多肉寄せ植え教室
11月20日（日）10：00～11：00（受付9：30～）
 定員 20名（事前受付）　参加料 1,000円
かわいらしい多肉植物を使って、おしゃれな寄せ植えを作ります。

木の実や落ち葉などの身近な自然に触れ、遊びを通して
大人も子どもも楽しむことができる自然体験プログラムを行います。
平成28年12月18日（日）10:00～12:00（受付9:30～）
阿波岐原森林公園  市民の森  西園 ※小雨決行
集合場所  市民の森 西園運動広場
定　　員  先着 30 名（事前申込）

参 加 料  300 円（教材費･保険料）動きやすい服装、筆記用具、敷物、
バンダナ（大き目のハンカチ）、帽子、水筒、リュックサック等（両手が空くもの）、雨具

持 参 物

申込締切  12/18（金）※定員になり次第締切

電話･FAX･メールのいずれかにて、下記の宛先までお申込みください。
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　URL http://mppf.or.jp/

講　　師  古田 栄子 氏

水辺の宝石
カワセミ
　が見られるよ！るよ！

バラの管理講習会
平成29年2月7日（火）10:00～12:00（受付9:30～）
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

開催場所：公園内バラ園　定員：先着 20 名
参 加 料：300 円（講師料･保険料として）
講　　師：元こどものくにバラ園管理者 川越 健氏
持 参 品：園芸用ハサミ、手袋（できれば革製）

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
〒889-2151 宮崎市大字熊野1443-12　TEL:0985-58-6543
FAX:0985-58-4560　E-mail：undou@mppf.or.jp

お問合せ
お申込み

春にバラをきれいに咲かせるための管理方法について講習を行います。
また、みなさんからの質問･疑問などにも分かりやすく回答させていただきます。

※小雨決行、大雨の場合は中止

※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。

木の実や落ち葉などの身近な自然に触れ、遊びを通して
大人も子どもも楽しむことができる自然体験プログラムを行います。
平成28年12月18日（日）10:00～12:00（受付9:30～）
阿波岐原森林公園 市民の森 西園 ※小雨決行

水辺の
カワ
が見ら

ネイチャーゲーム　
 ～冬の自然を楽しもう！～

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　URL http://mppf.or.jp/

阿波岐原森林公園 市民の森阿波岐原森林公園 市民の森

●お問合せ
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　URL http://mppf.or. jp/

2017年2月12日  日
10：00～15：00    雨天中止

阿波岐原森林公園 市民の森 梅園

約160本の梅の木が知らせる「春の訪れ」をぜひお楽しみください。
梅まつりを更に楽しめる様々なイベントも予定しています。

和太鼓の演奏
 開催時間 13：30～（約30分間）
轟太鼓一座による勇壮な演奏を
お楽しみ下さい！

花苗プレゼント
 開催時間 10：30～無くなり次第終了
先着100組に紅白の花苗を
プレゼント！（1家族に1鉢）

梅園ガイドツアー（要事前申込）
 開催時間 11：00～（約30分間）
先着10名様に梅園のガイドを含め、
維持管理方法などをご紹介します。

ぜんざいのふるまい
 開催時間 13：00～無くなり次第終了
先着100名様にあたたかいぜんざい
を振舞います。

ほかにも昔遊びコーナーや販売店など予定しています！

秋のフラワーショー秋のフラワーショー
10月15日（土）～11月20日（日）10月15日（土）～11月20日（日）

真冬のフラワーショー真冬のフラワーショー
1月1日（日）～2月19日（日）1月1日（日）～2月19日（日）

多肉アレンジ展多肉アレンジ展
11月3日（木）～20日（日）11月3日（木）～20日（日）
※最終日は12時まで※最終日は12時まで

真冬だけど花がいっぱい！青島の植物園では、どこよりも早く
春を告げる花々が園内を彩ります。ストック、パンジー、ビオラ、
アリッサムなど2万株の花と真っ青な芝生、青島にしかない花
風景をお楽しみください。

秋にきれいなアカリファ、サルビア、アキランサスなどで園内をビビットに彩ります。展示会をはじめ、多肉植物
やエアプランツ、熱帯花木の販売会なども開催します。秋の心地よいひとときを植物と一緒に過ごしてみて
はいかがでしょうか？

◆クリスマスローズ管理講習会
2月5日（日）10：00～11：00（受付9：30～）
 定員 20名（事前受付）　参加料 無料
クリスマスローズの上手な管理の仕方についてご紹介します。

◆冬の草花クイズラリー
1月1日（日）～2月19日（日） 9：00～17：00
 定員 なし　参加料 無料
園内を回って花の名前を当てるクイズ。
正解者にはオリジナルポストカードをプレゼント！
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※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。

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/


