
萩の台公園（管理事務所）
〒880-0125 宮崎市大字広原字竹増迫7150　TEL  0985-30-2163　FAX  0985-39-5940

E-mail  haginodai@mppf.or.jp　URL  http://www.mppf.or.jp/haginodai/

Haginodai Park（Administration office）
7150 Takemasuzako Hiroharaji Miyazaki city,Miyazaki 880-0125,Japan　TEL +81-0985-30-2163　FAX +81-0985-39-5940

萩の台公園
Haginodai Park

●公園利用案内／Visitor info

開園時間 5月～9月…9：00～19：00／10月～4月…9：00～17：00
休園日 毎月第1・第3月曜日（第1・第3月曜日が祝日の場合、その翌日）、12月29日～1月3日
Opening hours  May to September…9:00～19：00／October-April…9：00～17：00

Closed  first and third Mondays (except national holiday)  、December 29 - January 3

●交通アクセス／Access

By bus… 50 minutes from Miyako 
City to Hirohara bus stop(To Saito 
Bus Center),and 15 minutes on foot 
B y  c a r …  3 0  m i n u t e s  f r o m  
Miyazaki City office

バス…
宮交シティから広原バス停
まで約50分（西都バスセン
ター行き）、徒歩15分

車…
宮崎市役所から約30分

指定管理者　萩の台公園運営プロジェクト（一般財団法人 みやざき公園協会・NPO法人  宮崎文化本舗）
Designated Administrator　Haginodai Park Management project (Miyazaki Parks Association・NPO Miyazaki Bunka Honpo)

○有料施設

○貸出グッズ  簡易テント（幅2m、高さ1.3m、奥行1.5m）：300円 ※管理事務所にて受付

630円
310円
840円
420円
840円
420円

一般

児童・生徒

一般

児童・生徒

一般

児童・生徒

テニスコート

多目的スポーツ広場

軟式野球場

区分施設名 1時間あたり/面

※区分については利用者総数の過半になります。
※テニスラケットの貸し出し……100円（ボール4個付き）
※有料施設は、１時間単位で使用できます。

事前に管理事務書での利用申込みが必要です。 ○Facilities rental fee
You need to apply for use in the administration office in advance.

￥630
￥310
￥840
￥420
￥840
￥420

Adults
Children / Students
Adults
Children / Students
Adults
Children / Students

Tennis court

Multipurpose sports
open space

Baseball ground
for rubber ball

ClassificationName of facility Rental fee per hour
/ Court

※ Classification is the majority of the total number of users.
※ Tennis racket rental ... 100 yen (with 4 balls)

○Rental goods　Simple tent (width 2m, height 1.3m, depth 1.5m): ￥300  ※Please ask the administration office.
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管理事務所
Administration office
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休憩所休憩所
Rest areaRest area
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休憩所休憩所
Rest areaRest area

草スキー場草スキー場
Grass skiing groundGrass skiing ground萩の小径萩の小径

Lespedeza trailLespedeza trail

展望台展望台
ObservatoryObservatory

トンボ池トンボ池
Dragonfly PondDragonfly Pond

テニスコートテニスコート
Tennis CourtTennis Court

多目的スポーツ広場多目的スポーツ広場
Multi-purpose sports fieldMulti-purpose sports field

自然林広場自然林広場
Natural forest areaNatural forest area

トンボ池ではトンボ池では
遊歩道から出ないでね！遊歩道から出ないでね！

公園から出ると公園から出ると
キケンなガケがありますキケンなガケがあります

草スキーは草スキーは
ほかの人にも気を付けて!ほかの人にも気を付けて!

Beware of other people!Beware of other people!

Don't get off from the promenadeDon't get off from the promenade
at Dragonfly Pond!at Dragonfly Pond!
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軟式野球場軟式野球場
Baseball ground for rubber ballBaseball ground for rubber ball

軟式野球場
Baseball ground for rubber ball

多目的スポーツ広場
Multi-purpose sports field

自然林広場
Natural forest area

駐車場
Parking

トイレ
Toilet

多目的トイレ
Multifunctional Toilet

オストメイト対応トイレ
Ostomate Toilet

水飲み場
Drinking fountains

自動販売機
Vending machine

距離標（ウォーキングやジョギングの目安）
Distance mark

このマークの場所
は 危 険 なので 気
を付けて！
Be careful with the 
places of this mark.

トンボ池では
遊歩道から出ないでね！

公園から出ると
キケンなガケがあります

草スキーは
ほかの人にも気を付けて!

防護ネットのうらは
急な階段なので近づかないでね!

Don’t get out from the park,Don’t get out from the park,
there are bluff.there are bluff.
Don’t get out from the park,
there are bluff.

Beware of other people!

Don't get off from the promenade
at Dragonfly Pond!

Keep away from the back
of the protection net, because
there is a steep staircase!

毎週水曜日にテニス教室を開催して
います。硬式テニスのルールやマナー
など基本から学び、楽しく健康づく
りを行っています。初心者から経験
者まで、レベルに合わせた楽しいテ
ニスを行いますので、安心してご参加
ください。
We p rov id e uniqu e te nnis c las s e ve r y 
Wednesday. You can learn the basic rules 
and manners of tennis. Our class offer wide 
range of program from the beginner to 
advanced, enjoyable tennis lessons are 
available for your level, please join us!

トンボ池にはガマやヨシが生い茂り、トンボやバッタなどたくさ
んの生き物が生息しています。皆さんがたくさんの生き物とふれ
あえるようにビオトープとして整備していますので、ぜひ遊びに来
てください。
※ビオトープとは、もとはギリシャ語で生き物（Bio）と生息する場
所（Top）という意味の造語で、ドイツで生まれた自然思想です。
一般的には「いろいろな生き物が生活する場所」と思って下さい。

Dragonfly pond is a rich wildlife oasis, there are reeds include many species 
of grass, also colorful dragonflies, butterflies, grasshoppers and so on. 
Whatever the season there is something for everyone whether you enjoy 
watching wildlife or just relaxing in beautiful surroundings.
※ A biotope is an area of uniform environmental conditions providing a 
living place for a specific assemblage of plants and animals. It is an English 
loanword derived from the German Biotop, which in turn came from the 
Greek bios, "life" and topos, "place".

生き物の楽園!ビオトープ

テニス教室

ビオトープを中心とした学習や管理活動を定期的に行っ
ています。ご興味のある方はお気軽にお問合せください。
We regularly conduct biotope learning and its management 
activities.  Please contact us if you are interested.

モズ
Shrike

マイコアカネ
Maikoakane

チョウトンボ
Rhyothemis fuliginosa

ハギ
Lespedeza

2.57ha

・草スキー場
 （幅30m、斜面長45m、
   高低差15m、最大斜度24°）

・コンビネーション遊具
・健康遊具
・Grass skiing ground 
・Combination playground equipment
・Healthy playground equipment

・軟式野球場1面
・テニスコート3面、
・多目的スポーツ広場1面
・Baseball ground for rubber ball
・Tennis court (3 courts)
・Multi-purpose sports field

194台収容（4ヶ所）
194 vehicles (4 places)

・休憩所（あずま屋3棟）
・トイレ3ヶ所
3 rest areas, 3 Toilets

芝生広場
Lawn Ground

遊戯施設
Game Facilities

運動施設
Sport Facility

駐車場
Parking

その他
Other

でっかい芝生広場でワイワイガヤガヤ。家族みんなで楽しめる遊具広場と
草スキー場、ビオトープづくりがすすむ昆虫天国のトンボ池、本格的にス
ポーツを楽しみたい方には軟式野球場・テニスコート・多目的スポーツ広
場など、楽しみ方いろいろ。
花と緑につつまれた総面積21.4haのスポーツランドで、思いっきりさわや
かな汗を流してください。
Welcome to the Haginodai Park! This 21.4ha park include many attractive area such as a 
Playground equipment area, Grass skiing ground, Natural forest area, Baseball ground 
for rubber ball, Multi-purpose sports field, Dragonfly pond and Tennis courts, can be 
comfortably and safely enjoyed by everyone from children to senior citizens.

■主な施設 Main facilities

萩の台公園 トンボ池クラブ Haginodai Park Tonboike Club




