
萩の台公園 管理事務所　宮崎市大字広原竹増迫7150
TEL 0985-30-2163　E-mail haginodai@mppf.or.jp
FAX 0985-39-5940　URL http://mppf.or.jp/haginodai/

■お問合せ・お申込みはこちら

萩の台公園

■犬のマナー教室
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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

11/3（土）
犬のマナー教室
11/8（木）、22（木）
編み物ワークショップ
11/15（木）
カルトナージュ教室
11/17（土）
親子釣り大会
11/17（土）
秋のお茶会
11/17（土）
犬のマナー教室
11/20（火）
英国式庭園ワークショップ
11/22（木）
美構造   身体の使い方教室
11/24（土）
犬のマナー教室
11/29（木）
クリスマスリース教室
12/5（水）
多肉植物を使った寄せ植え教室
12/5（水）～24（月祝）
ポインセチア展
12/8（土）
球根を使った寄せ植え教室
12/16（日）
冬の寄せ植え教室
12/24（月祝）
ポインセチア展示即売会
1/1（火）～2/17（日）
真冬のフラワーショー
2/7（木）
バラの管理講習会

県立阿波岐原森林公園

国際海浜エントランスプラザ

国際海浜エントランスプラザ

みやざき臨海公園

KIRISHIMAヤマザクラ
宮崎県総合運動公園

宮崎市久峰総合公園

国際海浜エントランスプラザ

宮崎市佐土原体育館

萩の台公園

国際海浜エントランスプラザ

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

宮崎市久峰総合公園

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

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

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/

県立阿波岐原森林公園 管理事務所　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　URL http://mppf.or.jp/awaki/

■お問合せ・お申込みはこちら

県立阿波岐原森林公園

■犬のマナー教室

愛犬とのふれあい方のコツ、学んでみませんか？
日　時  11/3（土）10：00～11：00（受付9：30～）※小雨決行
場　所  県立阿波岐原森林公園 管理事務所前
講　師  キジマ警察犬訓練所　参加費  無料
定　員  先着10組（要事前申込、締切11/1）

愛犬とのふれあい方のコツ、学んでみませんか？
日　時  11/17（土）10：00～11：00（受付9：30～）※小雨決行
場　所  宮崎市久峰総合公園 ゲートボール場
講　師  キジマ警察犬訓練所　参加費  無料
定　員  先着10組（要事前申込、締切11/16）

愛犬とのふれあい方のコツ、学んでみませんか？
日　時  11/24（土）10：00～11：00（受付9：30～）※小雨決行
場　所  萩の台公園 芝生広場
講　師  キジマ警察犬訓練所　参加費  無料
定　員  先着10組（要事前申込、締切11/23）

宮崎市久峰総合公園 管理事務所　宮崎市佐土原町下那珂13754
TEL･FAX 0985-73-2782　E-mail hisamine@mppf.or.jp
URL http://mppf.or.jp/hisamine/

■お問合せ・お申込みはこちら

宮崎市久峰総合公園

■犬のマナー教室

■球根を使った寄せ植え教室

日　時  12/8（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
定　員  先着15名 （要事前申込、締切12/7）
参加費  1鉢につき1,500円　服　装  汚れてもよい服装
持参物  園芸用手袋、移植ごて、園芸用はさみ等

チューリップの球根とパンジーやビオラなどの冬苗を使い、春まで
楽しめる寄せ植えをつくります。

みやざき臨海公園 管理事務所　宮崎市新別府町前浜1400-16
TEL 0985-62-2665　E-mail marineparks@mppf.or.jp
FAX 0985-62-2773　URL http://mppf.or.jp/marineparks/

■お問合せはこちら

■親子釣り大会＜豪華賞品あり＞

みやざき臨海公園

初心者でも大丈夫！釣りの経験が無い人も、日本釣振興会スタッ
フが仕掛けから餌の付け方、釣り方までを丁寧に指導します！
日　時  11/17（土）9：00～11：30 ※荒天中止
場　所  みやざき臨海公園 サンマリーナ宮崎 釣り護岸
定　員  小学生以下の親子10組（要事前申込、締切11/14）
参加費  1人500円（エサ代含む）　持参物  釣竿（投げ釣り用）

＜レンタル＞竿+リール：200円　＜別売＞仕掛け：200円

佐土原町域体育施設 管理事務所　宮崎市佐土原町下田島20688-74
TEL 0985-73-7223　E-mail sad-sports@mppf.or.jp
FAX 0985-75-0155　URL http://mppf.or.jp/sadowara/

■お問合せ・お申込みはこちら

■美構造 身体の使い方教室

日　時  11/22（木）10：00～12：00
場　所  宮崎市佐土原体育館 会議室
講　師  美構造   開脚システム認定インストラクター したむら ゆか 氏
定　員  先着10組（要事前申込、締切11/21）　参加費  1組500円
持参物  タオル、飲み物、シューズ 

家事や育児で疲れにくい身体
作りが簡単にできる「美構造　
身体の使い方」を体験して頂き
ます。子育てに関わっている方
ならどなたでもご参加いただ
けます。

宮崎市佐土原体育館

※裸足になれる動きやすい服装
　でお越しください。



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（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･お申込みはこちら

■ポインセチア展

最終日の12/24（月祝）は、ポインセチア展示即売会を行います

■冬の寄せ植え教室

■真冬のフラワーショー

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 管理事務所
宮崎市大字熊野1443-12　TEL 0985-58-6543   FAX 0985-58-4560
 E-mail undou@mppf.or.jp　URL http://mppf.or.jp/undou/

■お問合せ・お申込みはこちら

■秋のお茶会

■バラの管理講習会

※土･日･祝日は駐車料金が発生します

国際海浜エントランスプラザ

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

日　時  11/17（土）10：00～15：00（定員になり次第終了）
場　所  KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
　　　  日向景修園（日本庭園） 茶室
参加費  200円　定　員  先着100名
※日本庭園は自由に見学できます（開門時間9：00～17：00）

紅葉を眺めながら、宮崎第一高校茶道部の生徒によるお手前を
お楽しみください。

日　時  2019/2/7（木）9：30～11：30（受付9：00～）
場　所  KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園　バラ園
　　　  ※雨天時はバラ園横の管理棟・会議室にて講義
参加費  300円　定　員  先着20名（要事前申込、締め切り2/6）

春に花を咲かせるための冬剪定の方法や植え替えの方法につい
て、実技を交え講義します。また、バラ栽培の疑問や質問にも分
かりやすくお答えします。

英国式庭園の静かな雰囲気のなかで、紅茶を飲みながらゆったり
と編み物をしてみませんか？かぎ編みの基本を教えてもらえるの
で、初心者でも安心です♪

■編み物ワークショップ

場　所  国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園ガーデンハウス
日　時   11/8（木）、11/22（木） 10：00～11：30（受付9：45～）
講　師  曽根静夏氏

定　員  各回10名（事前申込・当日受付可）
参加費  2,500円/回

紅茶付き♪

日本ミツバチの“みつろう”を使ったフェイスクリームやせっけん作
りなどを月に1度開催します。

■英国式庭園ワークショップ

定員
各回10名

（要事前申込）

参加費
2,800円/回

（紅茶･お菓子付き）

日程 内容
11/20（火）

12/18（火）

1/16（水）

2/19（火）

3/19（火）

みつろうのフェイスクリーム作り

みつろうのキャンドル作り

みつろうのフェイスクリーム作り

みつろうのフェイスクリーム作り

染め物（藍染）

場所  国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園ガーデンハウス
時間  10：00～11：30（受付9：45～）　講師  Beehappy  内田 智子 氏

※場合により内容の変更あり

■カルトナージュ教室
クリスマスのシーズンに向けて、クリスマスオーナメントを飾る棚
をカルトナージュで作りましょう。少し上級者向けの教室です。

場　所  国際海浜エントランスプラザ
　　　    英国式庭園ガーデンハウス
日　時   11/15（木）10：00～13：00
講　師  アトリエドリームランド
　　　    田ノ上由美氏

定　員  先着10名（事前申込）
参加費  4,500円（紅茶･お菓子つき）

場　所  国際海浜エントランスプラザ
　　　    英国式庭園ガーデンハウス
日　時   11/29（木）10：00～12：00
講　師  アトリエドリームランド
　　　    田ノ上由美氏

定　員  先着10名（事前申込）
参加費  4,500円（紅茶･お菓子つき）

■クリスマスリース教室
クリスマスには、新鮮なモミの木の枝を使ったクリスマスリースを
飾りませんか？ フレッシュな枝を使用するので、針葉樹の香りに
包まれて癒されます。

多肉植物を使ってインテリアとして
飾れる寄植を作ります。多肉植物
は独特のフォルムが人気の植物。
比較的丈夫で管理が楽であること
からインテリアとして楽しめます。

■多肉植物を使った寄せ植え教室

場　所  国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園ガーデンハウス
日　時   12/5（水）10：00～11：30
定　員  先着20名（事前申込）　参加費  3,500円（紅茶つき）

場　所  宮交ボタニックガーデン青島 管理棟（青島インフォメーション内）
日　時   12/5（水）～12/24（月祝） 8：30～17：00

どこよりも早く春を告げる花々が園内を彩ります。ポピー、ストッ
ク、ビオラなど約7,500株の花が咲き誇り、青々と輝く芝生と、どこ
までも広がる青い空。青島にしかない花風景、南国・宮崎の新春を
お楽しみください。
場　所  宮交ボタニックガーデン青島 園内
日　時   1/1（火）～2/17（日） 8：30～17：00

日　時   12/24（月祝） 13：00～17：00 ※なくなり次第終了＜1人1鉢まで＞

場　所  宮交ボタニックガーデン青島 学習室
日　時   12/16（日）10：00～11：00
定　員  先着20名（事前申込）　参加費  1,500円

冬でも楽しめる寄せ植えを作
る体験教室です。
作った寄せ植えで冬のお庭を
彩りませんか？

クリスマスの時期を華やかに
演出するポインセチア。バラエ
ティ豊かな色や形のポインセ
チアを眺めながら、温かい飲み
物と一緒にゆったりとした雰囲
気をお過ごしください。


