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はなしょうぶまつり

5/26 6/3⼟ ⽇ 10：00～16：00⼟⼟ ⽇

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）

約２０万本のはなしょうぶが、初夏の園内をしっとりと彩ります。
期間中、「ステージイベント」や「出展コーナー」、「はなしょうぶライトアップ・キャンドルナイト」など、様々なイベントを実施いたします。

宮崎市の花でもある「はなしょうぶ」。この機会にぜひお楽しみください。
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臨時駐車場
※はなしょうぶ園はこちらが最寄です。

臨時駐車場は、南駐車場から入れます。西駐車場は、おもいやり駐車場です。

市民の森管理事務所
阿波岐原森林公園

＜お問合せ･お申込みはこちら＞阿波岐原森林公園市民の森 管理事務所　宮崎市阿波岐原町産母128
TEL  0985-39-7308   FAX  0985-39-7328　E-mail  shimin@mppf.or.jp　URL  http://mppf.or.jp/shimin/

花苗プレゼント ※雨天決行
日時 ： 5/26（土）10：00～　場所 ： 総合案内所（西園運動広場）
内容 ： 先着100名にはなしょうぶ苗をプレゼント（1家族1鉢）

はなしょうぶ展示・セミナー
展　　示 ： 5/26（土）～6/3（日）10：00～16：00
セミナー ： 5/27（日）10：30～、14：00～、6/3（日）10：30～
場所 ： 西園運動広場　出展・講師 ： 宮崎花菖蒲協会

縁日コーナー ※雨天決行
日時 ： 5/26（土）・27（日）、6/2（土）・3（日）
　　　10：00～16：00　場所 ： 西園運動広場
ヨーヨー釣りなど昔ながらの遊びを楽しもう！

ジャンボ神話かるた＜参加無料＞ ※雨天中止
日時 ： 5/26（土）・27（日）、6/2（土）・3（日）
　　　①10：00～、②11：30～、③13：30～、④14：30～
　　　※1回30分程度　場所 ： 西園運動広場
　子供から大人まで楽しめるA3サイズの神話かるた遊び！

十二単体験＜体験無料＞ ※雨天中止
日時 ： 5/26（土）・27（日）、6/2（土）・3（日）
　　　10：00～15：30　場所 ： 西園運動広場
十二単（女児用・女性用）や兜と羽織袴（男児用）、
古代衣装（男性用・女性用）が体験できます！※1人20分程度
衣装は服の上から着脱可能です。

昔遊びコーナー ※雨天中止
日時 ： 5/26（土）・27（日）、6/2（土）・3（日）
　　　10：00～16：00　場所 ： 西園運動広場
竹馬、フラフープなどを無料で貸し出します！

はなしょうぶライトアップ・キャンドルナイト
日時 ： 5/26（土）日没～21：00
場所 ： はなしょうぶ園
ライトアップされたはなしょうぶ園で、昼とは違った夜の雰
囲気をステージイベントとともにお楽しみください。 また同
時に来園者の方に点火のお手伝いをお願いし、約1,000個
のキャンドルの点灯も行います。
（6/2順延時のステージイベントはございません）

神話ガイドツアー ※少雨決行
日時 ： 5/27（日）、6/3（日）13：30～（約60分）
場所 ： みそぎ池、江田神社 
定員 ： 各回先着20名（事前申込）

宮崎市神話･観光ガイドボランティア協議会のガイドによ
るツアーを行います。参加希望の方は下記申込書をご使
用のうえ、市民の森管理事務所までお申し込みください。

はなしょうぶガイドツアー ※少雨決行
日時 ： 5/26（土）、6/2（土）13：30～（約30分）
場所 ： はなしょうぶ園
定員 ： 各回先着10名（事前申込）

市民の森スタッフが、はなしょうぶ園をめぐりながら、は
なしょうぶの特性・鑑賞方法・栽培などについてご説明
します。＜初心者向け＞

INFORMATION

はなしょうぶすごろく
スタンプ設置期間 ： 5/26（土）～6/3（日）
抽選日 ： 5/26（土）･27（日）、6/2（土）･3（日）
　　　　10：00～16：00
市民の森、周辺施設を回遊し、4つスタンプを集めて頂
いた方の中から抽選で景品をプレゼント！（先着1000名
さま）詳しくは当日会場にて！
＜提供＞フローランテ宮崎、宮崎市フェニックス自然動物園、
農林中央金庫 宮崎推進室、一般財団法人みやざき公園協会

宮崎市観光イメージキャラクター

5/26（土）･27（日）は 「ミッシちゃん」 が遊びに来るよ！

ステージイベント

週末イベント

■はなしょうぶガイドツアー・神話ガイドツアー参加申込書

参加
時間

代表者
氏名

参加
人数

電話
番号

①5月26日（土）　　　　　　②5月27日（日）　　　　　　③6月2日（土）　　　　　　④6月3日（日）
※参加ご希望の日付を
　○でお囲みください。

人

※各日10：00～16：00（雨天中止）

●スケジュール（雨天中止）
5/26（土）
11：00～、13：00～　琴～生演奏～
19：00～　みやざきえれこっちゃ隊
19：30～　ジャズライブ（夜間ステージ）

6/2（土）
14：00～　和太鼓～生演奏～

6/3（日）
11：00～　みやざき犬ダンスステージ
14：00～　詩吟

ポニー乗馬体験コーナー
※雨天中止
日時 ： 6/3（日）
　　　10：00～16：00
場所 ： 西園運動広場
料金 ： １回300円
協力 ： 清武ホースパーク

子どもを対象とした
ポニーの乗馬体験です♪

広場

広場

野点 ※少雨決行
日時 ： 5/26（土）・27（日）、6/3（日）10：00～16：00
場所 ： はなしょうぶ園　料金 ： １人300円
出展 ： 知足庵、表千家流県央地区さんさん会、
　　　裏千家淡交会、学校茶道連絡協議会

ふれあい広場　出店コーナー
日時 ： 5/26（土）～6/3（日）10：00～16：00
場所 ： 西園運動広場
植物（花苗･はなしょうぶ･宿根草苗、盆栽）、野菜、弁当、
ピザなどの軽食の販売
主な団体
社会福祉法人巴会あすなろの里、社会福祉法人い
つか会、NPO法人太陽の郷、社会福祉法人報謝会、
一般社団法人宮崎県造園緑地協会、市民の森売店、
クロスプランツ、一般財団法人みやざき公園協会

※雨天時は6/2（土）へ順延

※いずれも13：30～　10分前に管理事務所へ集合下さい。

期間中、園内散策用として車いすを無料で貸出しています。スタッフまでお気軽にお声掛けください。  また､期間中は市民の森西園運動広場を臨時駐車場として開放いたします。
園内は誘導員の指示に従ってお進みください。イベント内容について予告無く中止･変更することがありますので、ご了承下さい。

宮崎県総合運動公園はなしょうぶまつり
日向景修園（日本庭園）　5/26（土）～6/3（日）

＼こちらもお楽しみください／

はなしょうぶの品種展示、
育て方などのセミナー（約
40分･各回先着20名まで）
入場･参加無料です。
どなたでもお越しください。

セグウェイ体験 ※雨天中止
日時 ： 5/26（土）･27（日）10：00～16：00
場所 ： 西園運動広場
料金 ： １回500円（インストラクターの指導あり）
協力 ： フェニックス・シーガイア・リゾート
約30分間のセグウェイ体験です。
※参加制限あり（16歳～70歳未満、体重45kg～118kgなど）

はなしょうぶガイドツアー 神話ガイドツアー はなしょうぶガイドツアー 神話ガイドツアー

、


	H30.5 市民の森　はなしょうぶまつりA4チラシ表
	H30.5 市民の森　はなしょうぶまつりA4チラシ裏

