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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 お問合せ
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/

英国式庭園 春のフラワーガーデンショー2015
2015.3.21sat-5.6wed

県立青島亜熱帯植物園 春のフラワーショー
2015.3.21sat-4.5sun

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。

お知らせイベント一覧

各公園花の無料プレゼント一覧

3月 14 日（土）
3月 21 日（土祝）～ 4月 5日（日）
3月 21 日（土祝）～ 5月 6日（水祝）
4月 4日（土）、5日（日）
4月 11 日（土）
4月 18 日（土）～ 5月 6日（水祝）
4月 25 日（土）
4月 29 日（水祝）～ 5月 6日（水祝）
5月 23 日（土）
5月 23 日（土）
5月 23 日（土）
5月 24 日（日）
5月 24 日（日）
5月 24 日（日）～ 31 日（日）
5月 24 日（日）
6月 21 日（日）
6月 21 日（日）

犬のマナー教室
県立青島亜熱帯植物園　春のフラワーショー
英国式庭園　春のフラワーガーデンショー 2015
久峰公園　さくらまつり
トンボ池で探してみよう！生き物観察会
ブーゲンコレクション 2015
春の山野草を食べよう
運動公園　バラまつり
写真教室
花菖蒲とお点前を楽しむ会
和風植物販売会
サルビアの仲間講習会
青島サンデーマーケット
はなしょうぶまつり
ブーゲンビリア押し花教室
青島サンデーマーケット
夏の寄せ植え講習会

萩の台公園
県立青島亜熱帯植物園
国際海浜エントランスプラザ
久峰総合公園
萩の台公園
県立青島亜熱帯植物園
特別史跡公園 西都原古墳群
宮崎県総合運動公園
宮崎県総合運動公園
宮崎県総合運動公園
宮崎県総合運動公園
県立青島亜熱帯植物園
県立青島亜熱帯植物園
阿波岐原森林公園 市民の森
県立青島亜熱帯植物園
県立青島亜熱帯植物園
県立青島亜熱帯植物園

3月 21 日（土祝）10：00 ～
3月 22 日（日）13：00 ～
5月 3日（日）このはな館 ちびっこまつり開催時
5月 4日（月祝）11：00 ～
5月 4日（月祝）9：30 ～
5月 4日（月祝）9：00 ～
5月 4日（月祝）11：00 ～
5月 4日（月祝）10：00 ～
5月 4日（月祝）10：00 ～

ハーブ苗 100 鉢（先着）
春の一年草花苗 100 鉢（先着）
　　　　　　　ミント 100 鉢（先着）
パパイヤ 50 鉢（先着）
バラ　アンジェラ 40 鉢（先着）
ヤマアジサイ 30 鉢（先着）
アニソドンティア 20 鉢（先着）
コバノズイナ 50 鉢（先着）
一二年草ミックス（マリーゴールドなど）100 鉢（先着）

国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園
県立青島亜熱帯植物園
特別史跡公園 西都原古墳群
県立青島亜熱帯植物園
宮崎県総合運動公園 バラ園
県立阿波岐原森林公園
みやざき臨海公園 北ビーチ
国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園
宮崎市久峰総合公園

イベント期間中、花の種をプレゼント♪　提供：農林中央金庫 宮崎推進室 無くなり次第終了

ガイドツアー
3/21（土祝）11:00 ～、5/4（月祝）11:00 ～（全2回）
定員：10 名程度（当日受付可） 参加無料

オープニング『花苗無料配布』
3/21（土祝）10:00 ～　先着 100 名様にハーブ苗のプレゼント

ガーデンハウスアフタヌーンティーセット
<期間中の土･日･祝日のみ販売>
1,700 円 …1日 / 限定 10 セット

イースターエッグハント [ 宮崎日英協会共催 ]
4/5（日）10:00 ～ 16:30
対象：小学生以下のお子様　参加無料 先着 50 名（当日受付）※定員になり次第締切

植物販売会
3/21（土祝）～ 5/6（水祝）10:00 ～ 16:30

みどりの日 花苗プレゼント
5/4（月祝）10:00 ～　先着 50 名様に宿根草苗のプレゼント

宿根草を使った寄せ植え教室
5/4（月祝）11:00 ～、14:00 ～（定員 各 5名）
料金：2,000 円　

グリーン＆ガーデンマーケット in 英国式庭園
5/4（月祝）10:00 ～ 16:30　※雨天中止

平成 27 年 3 月 22 日（日）オープニングイベント平成 27 年 3 月 22 日（日）オープニングイベント平成 27 年 3 月 22 日（日）オープニングイベント平成 27 年 3 月 22 日（日）オープニングイベント平成 27 年 3 月 22 日（日）オープニングイベント

アフタヌーンティーセットイメージ

青島臼太鼓踊り ～青島臼太鼓踊り保存会～
11:30 ～ 12:00　場所：芝生広場
青島臼太鼓踊り保存会による県指定無形民俗文化財
「青島臼太鼓踊り」の勇壮な舞をお楽しみください。

青島サンデーマーケット
9:00 ～ 14:00　場所：芝生広場
オーガニック食材を使用した飲食店、スイーツ、地元
産食品、有機野菜、生活雑貨、地域特産品、お土産品の
販売などざまざまなマーケットが出店します。

花茶会 ～宮崎第一高校茶道部～
10:00 ～ 14:00　場所：カフェ周辺広場
参加費：100円（お茶菓子代として）
春の花壇に囲まれながら、宮崎第一高校
茶道部によるお点前を楽しみませんか？

みやざき犬のショー
11:00 ～ 11:30　場所：芝生広場
ゆるキャラ「みやざき犬」による
楽しいダンスパフォーマンス！

花苗プレゼント♪
13:00 ～　　場所：芝生広場
春の一二年草を先着 100名様にプレゼント



お問合せ
青島サンデーマーケット実行委員会事務局　TEL･FAX：0985-65-1508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:0985-23-2636E-mail：awaki@mppf.or.jp

お問合せ･お申込み お問合せ･お申込み
県立青島亜熱帯植物園管理事務所　TEL:0985-65-1042　FAX:0985-55-4803
E-mail：aoshima@mppf.or.jp

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。

県⽴⻘島亜熱帯植物園

ブーゲンコレクションブーゲンコレクション
20152015

ブーゲンコレクション
園内が約６０品種の色彩豊かなブーゲンビリアで彩られます

2015.4.18sat.-5.6wed. 2015
4/26（日）10:00 ～ 11:00

「グリーンカーテン講習会」
参加料：無料
先着 20 名様（事前申込が必要）
グリーンカーテンに適した植物の紹介や
栽培の際の注意点などご説明します。

5/4（月祝）11:00 ～
パパイヤの苗を
先着 50 名様にプレゼント！

5/5（火祝）11:00 ～5/5（火祝）11:00 ～
ブーゲンビリア管理講習会ブーゲンビリア管理講習会
参加料：無料参加料：無料
先着 20 名様（事前申込が必要）先着 20 名様（事前申込が必要）
植替えの実演や、年間管理の方法など植替えの実演や、年間管理の方法など
についてご説明します。についてご説明します。

5/5（火祝）10:00 ～
「ブーゲンビリア管理講習会」
参加料：無料
先着 20 名様（事前申込が必要）
植替えの実演や、年間管理の方法など
についてご説明します。
5/5（火祝）11:30 ～ 12:30

「ブーゲンオークション」
公園協会保有の各種ブーゲンビリア
をオークション形式で販売します。

ブーゲンコレクション期間中は植物園ガイドツアー（無料）を行っています！

各イベントについてのお問合せ･お申込みは県立青島亜熱帯植物園まで

宮崎県総合運動公園

KIRISHIMKIRISHIMAヤマザクラヤマザクラ
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）（南駐車場 テニスコート西隣）

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）

2015 4/ 5/29⽔ 6⽔

5/4（月祝）9:30 ～
バラ（アンジェラ）の花苗を
先着 40 名様にプレゼント！

5/4（月祝）10:00 ～ 12:00
「ボタニカルキャンドル教室」
1,000 円（材料費･保険料として）
先着 20 名様（事前申込が必要）

バラを使った
キャンドル作り♪

お問合せ･お申込みはお問合せ･お申込みは
KIRISHIMKIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園までヤマザクラ宮崎県総合運動公園まで
お問合せ･お申込みは
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園まで

主催 / 一般財団法人　みやざき公園協会　共催 / 青島サンデーマーケット実行委員会　後援 / 青島商工振興会

青島亜熱帯植物園 芝生広場にて、オーガ
ニック食材を使用した飲食店、スイーツ、地
元産食品、有機野菜、生活雑貨、地域特産品、
お土産品の販売などざまざまなマーケット
が出店します。

青島サンデーマーケット青島サンデーマーケット

3/22（日）・4/26（日）・5/24（日）・6/21（日） 9:00 ～ 14:00
ブーゲンコレクション期間中！

毎月第 4日曜日開催♪

春のフラワーガーデンショー期間中！

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。

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24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27年4月25日（土） 9:30～12:30（受付9:00～）※雨天中止

犬のマナー教室
in 萩の台公園

愛犬への日常での接し方やふれ合い方のコツを練習してみませんか？
平成27年4月11日（土） 9：30～11：00（受付9：00～） ※雨天中止
講　　師　宮崎県環境保全アドバイザー　金丸 文昭 先生
募集人数　２０名（小学生以下は保護者同伴）
申込締切　4月 10日（金）※定員になり次第締切
準 備 物　帽子、長靴、長袖、長ズボン、軍手、タオル、水筒、虫除けスプレー、
　　　　　虫取り網やカゴ、筆記用具、必要な方は着替え等

トンボ池で探してみよう！

生き物観察会
萩の台公園　トンボ池及び周辺

ビオトープづくりについて学びな
がらトンボ池で見られるバッタや
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！

参加無料♪

お問合せ･お申込み　萩の台公園管理事務所　TEL:0985-30-2163　FAX:0985-39-5940　E-mail：haginodai@mppf.or.jp　URL  http://mppf.or.jp/haginodai/　

●直接申込、FAX･E-mail のいずれかにて下記の宛先までお申込み下さい。 ●直接申込、FAX･E-mail のいずれかにて下記の宛先までお申込み下さい。

KIRISHIMKIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園内 日向景修園（日本庭園）ヤマザクラ宮崎県総合運動公園内 日向景修園（日本庭園）

5/23（土）12:00 ～ 14:00
「写真教室」

参加料：1 人 500 円
先着 20 名様（事前申込が必要）
プロ写真家の講師をお招きして、
日向景修園の花菖蒲を題材とした
写真教室を開催します。

5/23（土）10:00 ～
「花菖蒲とお点前を楽しむ会」

参加料：1 人 200 円
先着 100 名様
庭一面に咲き誇る花菖蒲を愛でながら、
宮崎第一高校茶道部の生徒さんによる
お点前をお楽しみください。

5/23（土）10:00 ～ 15:005/23（土）10:00 ～ 15:00
「和風植物販売会」「和風植物販売会」

公園協会が選定した和の趣をもつ公園協会が選定した和の趣をもつ
植物を中心に、特価で販売いたします。植物を中心に、特価で販売いたします。

5/23（土）10:00 ～ 15:00
「和風植物販売会」

公園協会が選定した和の趣をもつ
植物を中心に、特価で販売いたします。

お問合せ･お申込みは
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園まで

5/24（日）10:00 ～ 12:00
「ブーゲンビリア押し花教室」

参加料 300 円（保険料･材料費として）
先着 20 名様（事前申込が必要）
ブーゲンビリアやその他の花を材料にして、
押し花で“しおり”などを作ります。

6/21（日）10:00 ～ 11:00
「夏の寄せ植え講習会」

参加料 1,000 円（保険料･材料費として）
先着 20 名様（事前申込が必要）
ペンタス、パキスタキスなど
夏の草花を使った寄せ植え教室です。

各イベントについてのお問合せ･お申込みは県立青島亜熱帯植物園まで

5/24（日）10:00 ～ 11:00
「サルビアの仲間講習会」

参加料：無料
先着 20 名様（事前申込が必要）
各種宿根サルビアのご紹介と、
その栽培管理方法についてご説明します。 ご紹介した品種のサルビアは同日開催の青島サンデーマーケットにて販売予定

『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。植物の名称や食べられる植物は採取し
て、どう調理すれば美味しいか等、先生に詳しいお話をお聞きします。

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　〒880-0014　宮崎市鶴島 2 丁目 10-25

TEL :  0985-25-7410　FAX :  0985-25-7390　E-mai l  :  park@mppf.or . jp　URL http://mppf .or . jp/

平成 27 年 3 月 14 日（土） 10:00～1時間程度（受付9:30～） ※小雨決行
場　　所　萩の台公園 芝生広場
参 加 料　無料 募集締切　3 月 13 日（金） ※定員になり次第締切

定　　員　先着 10 組（事前申込）

園芸イベント県立青島亜熱帯植物園
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