
2021年2月発行お知らせイベント一覧

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　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
■春の一ツ葉 神話と花めぐり2021
宮崎屈指のリゾート地、そして日本の神々が生まれたと言い伝えが残
る聖地「一ツ葉エリア」で、「春の一ツ葉神話と花めぐり」を開催しま
す。さぁ、宮崎の花と神話の旅へ出かけよう！
期間  3/20（土祝）～6/6（日）　エリア  一ツ葉地域一帯

萩の台公園

春と夏のトンボ池ではどんな生き物
と出会えるかな？観察してみよう！

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

■トンボ池で探してみよう！
　春・夏の生き物観察会

日時  春：4/17（土）  夏：7/17（土）  各日10：00～11：00 ※雨天中止
場所  萩の台公園 トンボ池及び周辺　参加費  1人100円
定員  20名（要事前申込）※小学生以下は保護者同伴
持参物  帽子、長靴、タオル、水筒、虫取り網やカゴ、汚れてもいい服装

特別史跡公園 西都原古墳群

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。  ※要事前申込、小中学生は保護者同伴

■春の山野草を食べよう

日時  4月開催予定 10：00～12：00※雨天中止
場所  西都原古墳群 第一古墳群　参加費  1人500円　定員  先着20名

特別史跡公園西都原古墳群 管理事務所  西都市大字三宅西都原5670
 TEL 0983-42-0024   FAX 0983-42-0242
 E-mail saito@mppf.or.jp　URL http://mppf.or.jp/saito/

■お問合せ・お申込みはこちら

宮崎市佐土原体育館

宮崎市久峰総合公園

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

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

阿波岐原森林公園 市民の森

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/

■お問合せはこちら

■ネイチャーゲームで森の宝物発見～市民の森で春の自然を楽しもう～
春の草花や生き物などの身近な自然に触れ、遊びを通して子どもか
ら大人まで楽しむことができる自然体験プログラムです。
日時  3/14（日）9：30～11：30　場所  市民の森 西運動広場　
参加費  1人500円　定員  20名（要事前申込）

国際海浜エントランスプラザ
■英国式庭園 春のフラワーガーデンショー
春の草花約7,000株で彩られ、青く鮮やかな芝生、周辺の松林と調和した
美しい英国式庭園をお楽しみください。
期間   3/20（土祝）～5/9（日） 
場所  国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園

庭園内に隠されたイースターエッグ（たまご）を探してお菓子をもらおう！
詳しいルールは当日受付にて！

●イースターエッグハント＜参加無料＞

日時   4/10（土）10：00～定員になり次第終了
定員   先着50名（当日受付）　対象   小学生以下
●ガーデンハウスカフェ ミニコンサート
日時   毎月第2・第4日曜日（7月・8月を除く）  ①11：00～12：00  ②14：00～15：00

●第8回グリーン＆ガーデンマーケットin英国式庭園＜入場無料＞
日時   5/4（みどりの日）10：00～16：30　場所   英国式庭園及び周辺

どなたでもご自由に
　お聴きいただけます♪

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

各公園  花の無料プレゼント一覧（1家族1セット ）

宮交ボタニックガーデン青島5/3（月祝）13：00～ 春の一年草100セット（先着）

みやざき臨海公園 南ビーチ
サンドフラワーフェスタ期間中の土日
（3/27～4/11） ※最終日は除く
各日14：00~

春の一年草100セット（先着）

国際海浜エントランスプラザ
英国式庭園5/4（火祝）10：00~ 春の宿根草100セット（先着）

県立阿波岐原森林公園
管理事務所前5/4（火祝）10：00~ 春の一年草50セット（先着）

宮崎県総合運動公園
受付案内所西側駐車場5/5（水祝）9：00~ 春の一年草50セット（先着）

久峰総合公園  噴水前広場5/4（火祝）10：00~ 春の一年草100セット（先着）

ライトを使って、光に集まってきた昆虫たちを観察してみよう！どんな
昆虫と出会えるかな？  ※要事前申込、小中学生は保護者同伴

■昆虫観察会

日時  7/3（土） 18：30～20：30※雨天時：7/4（日）

場所  西都原古墳群 第一古墳群　参加費  1人100円　定員  15組30名

植え方から管理方法まで学べる教室です。花苗と植木鉢等の材料は
こちらで用意しますので、お気軽にご参加ください♪  ※要事前申込

■寄せ植え教室

日時  6/5（土） 10：00～11：30　場所  久峰総合公園 レストハウス　
参加費  1人1,000円　定員  10名

夜の久峰公園にはどんな虫がいるのかな？ライトの光に寄ってきた
昆虫を観察してみよう！  ※要事前申込、小中学生は保護者同伴

■親子昆虫観察会

日時  7/24（土） 19：30～21：00　場所  久峰総合公園 冒険広場　
参加費  1人100円　定員  20名

笑いながら姿勢や呼吸法を学び、楽しく健康増
進を図るヨガです！初心者の方も大歓迎♪

■笑いヨガ教室

日時  5月開催予定　場所  佐土原体育館 会議室　
参加費  1人300円　定員  20名（要事前申込）

3つの道具（ベルタ―・ボール・ベル）を使って、
誰でも簡単に楽しくできる体操です♪

■3B体操教室

日時  7月開催予定　場所  佐土原体育館 会議室　
参加費  1人500円　定員  20名（要事前申込）

太極拳の歴史や効果を学びながら身体を動かすことの素晴らしさを
体験しましょう！

■太極拳教室

日時  8月開催予定　場所  佐土原体育館 会議室　
参加費  1人300円　定員  20名（要事前申込）

■環境学習プログラム（所要時間：各プログラム1時間程度）

場所  県立阿波岐原森林公園 管理事務所　時間  10：00～16：00　

参加費   1人300円　定員   10名（要事前申込）

https://www.facebook.com/harunohitotuba/

花や葉っぱでしおりづくり

葉っぱでアート

7/24（土）

8/21（土）

牛乳パックを再利用し、園内にある花や葉で
しおりを作ります。
園内に集まった葉を使って、用紙に貼り付け
絵を作成します。

■ヨガ教室
御池の神秘的な雰囲気のなかでヨガ体験をしませんか？初心者の
方も大歓迎です♪
日時  4/10（土）開催予定　場所  市民の森 御池　
参加費  1人3,000円　定員  13名（要事前申込）

■親子梅の実教室
市民の森の梅園で楽しく梅の実を収穫し、一晩かけて梅干しを作成
する体験会です♪
日時  5/8（土）・5/9（日）※両日参加可能な方　場所  市民の森　
参加費  1人2,000円　定員  10組（要事前申込）

■梅ちぎり体験会
市民の森の梅園に実った梅を収穫してみませんか？収穫した梅はお
持ち帰りいただけます♪（要事前申込）
日時  5/15（土）　場所  市民の森　参加費  1人200円　定員  20組

■はなしょうぶ株分け講習会
はなしょうぶの株分けについて学べる講習会です。

日時  6/26（土）開催予定　場所  市民の森　講師  宮崎花菖蒲協会
参加費  1人500円　定員  20名（要事前申込）

■第44回はなしょうぶまつり
初夏の園内をしっとりと彩る、約20万本
のはなしょうぶをお楽しみください。期
間中は様々なイベントも実施予定です。
日時  5/29（土）∼6/6（日）

場所  市民の森

※イベントは、新型コロナウイルス感染拡大などの社会情勢により中止・変更になる
　場合がございます。予めご了承ください。

2/27（土）~4/4（日）

3/14（日）

3/20（土祝）~4/4（日）

3/20（土祝）~5/9（日）

3/20（土祝）~6/6（日）

3/27（土）~4/11（日）

3/27（土）

3月∼8月第4日曜日

3/28（日）

4月∼毎月開催
(7・8月を除く）

4月∼毎月開催

4月開催予定

4/10（土）

4/10（土）

4/17（土）

4/17（土）~5/9（日）

4/24（土）~5/9（日）

4/25（日）・5/3（月祝）

4/25（日）・5/3（月祝）

4/29（木祝）~5/5（水祝）

おもしろいタネの展示会
ネイチャーゲームで
森の宝物発見

春のフラワーショー

春のフラワーガーデンショー

春の一ツ葉神話と花めぐり2021

サンドフラワーフェスタ2021

春のお茶会

青島サンデーマーケット

「不思議なタネの世界」講習会

ガーデンハウスカフェ
ミニコンサート

ひなたヨガ教室

春の山野草を食べよう

イースターエッグハント

ヨガ教室
トンボ池で探してみよう！
春の生き物観察会

ブーゲンコレクション2021

春の植物園クイズラリー

ブーゲンビリア販売会

初めてでも育てられる！
ブーゲンビリア講習会

バラまつり2021

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

宮交ボタニックガーデン青島

国際海浜エントランスプラザ

一ツ葉エリア

みやざき臨海公園

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

国際海浜エントランスプラザ

みやざき臨海公園

特別史跡公園 西都原古墳群

国際海浜エントランスプラザ

阿波岐原森林公園 市民の森

萩の台公園

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

宮交ボタニックガーデン青島

宮崎県総合運動公園

5月開催予定

5月開催予定

5月開催予定

5/4（火祝）

5/5（水祝）

5/8（土）・5/9（日）

5/15（土）

6/26（土）

7月開催予定

笑いヨガ

ひなたいちwithひなたグルメ

親子釣り大会
グリーン＆ガーデンマーケット
in英国式庭園

バラの管理講習会

親子梅の実教室

梅ちぎり体験会

はなしょうぶ株分け講習会

3B体操教室

宮崎市佐土原体育館

みやざき臨海公園

みやざき臨海公園

国際海浜エントランスプラザ

宮崎県総合運動公園

阿波岐原森林公園 市民の森

阿波岐原森林公園 市民の森

6/5（土） 寄せ植え教室 宮崎市久峰総合公園

5/27（木）・6/3（木）・6/6（日）
・6/9（水）・8/22（日） 園芸基礎講座Ⅱ 宮交ボタニックガーデン青島

5/27（木）~6/6（日） ジャカランダガーデン 宮交ボタニックガーデン青島

5/29（土）~30（日）・6/5（土）~6（日） 植物園スタッフによる
ジャカランダガイド 宮交ボタニックガーデン青島

5/29（土）~6/6（日） 第44回はなしょうぶまつり 阿波岐原森林公園 市民の森

5/29（土）~6/6（日） はなしょうぶまつり 宮崎県総合運動公園

5月開催予定 日本庭園でのお茶会 宮崎県総合運動公園

5/30（日） ジャカランダの育て方教室 宮交ボタニックガーデン青島

6/5（土） 夏苗を使った寄せ植え教室 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

宮崎市佐土原体育館

7月・8月開催予定 ビーチヨガ教室 みやざき臨海公園

7月開催予定 ネイチャーゲーム 宮崎県総合運動公園

7/3（土）

7/17（土）

7/24（土）

8/21（土）

7/24（土）~8/31（火）

7/24（土）~8/31（火）

7/25（日）

7/24（土）

8月開催予定

8月開催予定

昆虫観察会

トンボ池で探してみよう！
夏の生き物観察会

花や葉っぱでしおりづくり

葉っぱでアート

おもしろ植物展

プラントハンターになろう！

食虫植物ふしぎ講習会

親子昆虫観察会

太極拳教室

ディンギーヨット体験会

特別史跡公園西都原古墳群

萩の台公園

県立阿波岐原森林公園

県立阿波岐原森林公園

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

宮崎市久峰総合公園

宮崎市佐土原体育館

みやざき臨海公園

みやざき公園協会　花みどり友の会

2021

春夏号
3月～8月

国際海浜エントランスプラザ
英国式庭園3/20（土祝）10：00~ ハーブ苗100セット（先着）



みやざき臨海公園
■サンドフラワーフェスタ～砂の造形と花のコラボレーション～

日時  3/27（土）～4/11（日）　場所  みやざき臨海公園 南ビーチ

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

●砂場の宝さがし（参加無料！小学3年生以下が対象です）

日時   ①3/27（土）11：00~　②4/4（日）10：00~
定員   各回先着50名（当日受付9：30～総合受付にて）

毎年恒例！砂場に隠された宝を楽しく探して賞品をゲットしよう!!

●一ツ葉マルシェ

日時   3/27（土）10：00～15：00

オーガニック、 ナチュラル素材等をテーマにしたショップやカラーサンド
を使用したワークショップが体験できるブース等が約20 店舗出店♪

●フリーマーケット（ひなたいち）

日時   ①4/4（日）  ②4/10（土）　各日10：00～15：00

登録者数が 4000 人を突破した Facebookグループ ‘宮崎市限定 FB フリ
マ’ によるフリーマーケット♪

●サンドフラワークイズ（誰でも参加ＯＫ！当日受付）

日時   ①3/28（日）  ②4/11（日） 各日10：00～　定員   先着50名

●スケッチ大会（参加無料！要事前申込）

日時   3/27（土）9：00～12：00 ※予備日：4/3（土）　定員   先着100名

会場内で見られる砂像と花の風景を自由に描いてみよう！賞品ゲットのチャ
ンスあり♪  ※定員になり次第締切、定員に達しない場合は当日申込み可

●海の環境学習展示

日時   期間中毎日10：00～16：00　場所   南ビーチ管理棟内

臨海公園に生息する生き物や打ち上げられたゴミなどを展示します。 
みんなで環境問題について考えてみよう!

●砂像制作体験（参加無料）

日時   期間中毎日10：00～16：00（当日受付）

簡単な小さい砂像づくりに挑戦してみよう! 
子どもから大人まで誰でも参加ＯＫ！
制作に必要な道具は貸し出します。

●みやざき犬とあそぼう

日時   3/28（日）・4/4（日）・4/11（日） 
　　   各日①11：00～  ②13：00～

みんなが大好きなみやざき犬が臨海
公園にやってくる!一緒にあそぼう♪

今年のテーマは“人魚姫の春”
恋する人魚姫とその仲間たちの華やかな世界をお楽しみください。

宮崎県総合運動公園
■バラまつり2021
公園ボランティア「バラクラブ」と愛情を込めて育てた、70種700株が咲
き誇るバラ園をお楽しみください。

●バラの管理講習会（園芸用ハサミ・手袋をお持ちください）

日時  5/5（水祝）10：00～11：30　参加費  無料　定員  15名（要事前申込）

日時  5月10：00～15：30開催予定　参加費  1人300円　定員  先着100名

ブラインドやシュート処理、管理全般について、実際に実技を交えて講義
を行います。※雨天時はバラ園横の管理棟･会議室にて講義

●日本庭園でのお茶会
宮崎第一高校茶道部によるお点前をはなしょうぶと共にお楽しみください。

日時  4/29（木祝）～5/5（水祝）　場所  宮崎県総合運動公園内 バラ園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（南第１駐車場　テニスコート西隣）

■はなしょうぶまつり
宮崎随一の日本庭園「日向景修園」
では、約8000株のはなしょうぶが華
やかに彩ります。
日時  5/29（土）～6/6（日）

場所  宮崎県総合運動公園内 日向景修園

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 ※土･日･祝日は駐車料金が発生します
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　URL http://mppf.or.jp/aoshima/

■お問合せ･お申込みはこちら

宮交ボタニックガーデン青島

■春のフラワーショー
ナノハナやデージーなど色あざや
かな花たちが皆様をお迎えしま
す 。また 、期 間 中には 早 咲きの
ブーゲンビリアが次々と見頃を迎
え、季節のうつろいを感じさせて
くれます。

日時   3/20（土祝）～4/4（日） 8：30～17：00　場所  園内

■おもしろいタネの展示会

日時   2/27（土）～4/4（日） 8：30～17：00　場所  学習室

シンガポール植物園から
寄贈された種や色や形が
おもしろい種の他、宮崎
や青島にゆかりのある種
などを展示します。

●春のお茶会（先着100名）

日時   3/27（土）11：00～15：00　参加費  無料　場所  デッキテラス

宮崎第一高等学校茶道部によるお点前を、景色を眺めながらお楽しみください。

■ブーゲンコレクション2021

日時   4/17（土）～5/9（日） 8：30～17：00　場所  園内

ブーゲンビリアは、昭和46年、シ
ンガポールから32品種が寄贈され
て以来、大切に育てられてきまし
た。園内全体を約60品種のブーゲ
ンビリアで色鮮やかに彩ります。

■ネイチャーゲーム

日時  7月9：30～11：30開催予定　場所  宮崎県総合運動公園内 日向景修園
参加費  1人500円　定員  20名（要事前申込）

夏の日本庭園の自然を題材に、子どもから大人まで楽しむことができる自
然体験プログラムです。

臨海公園や宮崎に関する〇×クイズ！優勝者には賞品あり♪

●シャボン玉おじさん

日時   ①3/27（土）13：00～  ②4/3（土）10：00～  ③4/10（土）10：00～
てらお たかひろ氏による様々な道具を使ったシャボン玉アート♪

●エイサー演舞

日時   ①4/3（土）  ②4/10（土）　各日①11：00～  ②13：00～
市民グループ「pop-M エイサー西都」による太鼓やエイサーの演舞です！

●花苗プレゼント

日時   3/27（土）・3/28（日）・4/3（土）・4/4（日）・4/10（土）　各日14：00～
場所   総合受付

春の草花（一年草など）4ポットセットを、各日先着100名様にプレゼント♪

さらに期間中、平日限定で「サンドフラワーフェスタ2021」のチラシを
お持ちの方各日先着50名様に花苗4ポットセットをプレゼント!!

■ひなたヨガ教室（主催：みやはら ようこ氏）

日時   毎月開催予定　場所   みやざき臨海公園 多目的広場　
参加費   1人1,000円　問合せ   090-5325-0104（みやはら ようこ氏）

芝生の上でのびのびとヨガを体験しませんか？

■ひなたいちwithひなたグルメ（主催：宮崎市限定FBフリマ）

日時   5月開催予定　場所   みやざき臨海公園 多目的広場　
入場料   無料　問合せ   flea.dorobo@gmail.com

開放的な空間で、おもいっきりフリーマーケットを楽しみましょう！

■親子釣り大会（要事前申込）

日時   5月開催予定　場所   みやざき臨海公園 釣り護岸　
参加費   1人500円　定員   親子10組（小学生以下対象）

釣り経験のない人でも楽しめる親子対象の釣り大会です♪

■ビーチヨガ教室（主催：ヨガスタジオ silkaid）

日時   7月・8月開催予定　場所   みやざき臨海公園 南ビーチ　
参加費   1人1,000円　問合せ   0985-41-7275（ヨガスタジオ silkaid）

南ビーチの砂浜の上で、気持ちよく身体を動かしましょう！

■ディンギーヨット体験会（要事前申込）

日時   8月開催予定　場所   みやざき臨海公園 艇庫　
参加費   1人1,000円　定員   小中学生の親子先着10組

風だけを動力とするディンギーヨットを親子で体験してみませんか？

●「不思議なタネの世界」講習会

日時   3/28（日）10：00～11：00（受付9：30～）
定員  先着10名（事前申込）　参加費  無料　場所  学習室

タネの特徴や不思議な進化について分かりやすく解説する講習会です。 日時   4/24（土）～5/9（日） 8：30～17：00
場所  園内　参加費  無料

●春の植物園クイズラリー
クイズを通して植物のことを知っても
らう、クイズラリー形式のイベントで
す。大人から子どもまでお気軽にご参
加ください。

日時   4/25（日）･5/3（月祝） ①11：00～11：30 　②13：30～14：00
場所  イベント広場　参加費  無料

●初めてでも育てられる！ブーゲンビリア講習会
ブーゲンビリア初心者にぴったりなブーゲンビリアの育て方講習会です。

日時   4/25（日）･5/3（月祝） 9：00～14：00　場所  イベント広場

●ブーゲンビリア販売会
ブーゲンビリアや熱帯花木などの植物を販売します。

■青島サンデーマーケット

日時   3/28（日）・4/25（日）・5/23（日）・6/27（日）

　　   7/25（日）・8/22（日）   各日9：00～14：00
場所   芝生広場 

オーガニックナチュラルな暮らしを提案する日
曜市です。（雨天中止）

■ジャカランダガーデン

日時   5/27（木）～6/6（日） 8：30～17：00　場所  デッキテラス

世界三大花木のひとつであるジャカラ
ンダの見頃に合わせ、様々な品種の
ジャカランダを展示します。日本最古
のジャカランダも併せてお楽しみくだ
さい。

日時   5/29（土）～5/30（日）、6/5（土）～6/6（日）　場所  デッキテラス
参加費  無料

●植物園スタッフによるジャカランダガイド
園内のジャカランダについて、その魅力をガイドします！

日時   5/30（日）　場所  デッキテラス　参加費  無料　定員  20名
（要事前申込）

●ジャカランダの育て方教室
ジャカランダの性状から植え方、管理方法を含めた初心者向けの講習会です。

■園芸基礎講座Ⅱ

日時   ①熱帯花木の剪定 ▶ 5/27（木）9:30～
　　    ②コンテナでできるトロピカルフルーツ① ▶ 6/3（木）10：00～
　　    ③庭に植える熱帯花木のシンボルツリー ▶ 6/6（日）10：00～
　　    ④コンテナでできるトロピカルフルーツ② ▶ 6/9（水）10：00～
　　    ⑤食虫植物の特徴と育て方 ▶ 8/22（日）10：00～
場所   学習室　定員   各回10名（要事前申込）
参加費   ①2,000円  ②∼④1,500円  ⑤500円  

ガーデニングについて基礎から段階的に学んでいける講座です。（所要時間：
各回1時間程度）

●夏苗を使った寄せ植え教室

日時   6/5（土）10：00~11：00（受付9：30~）   場所  イベント広場   
参加費  1,000円　定員  15名（要事前申込）

夏にぴったりな植物を使って寄せ植えを作成する体験教室です。
日時   7/24（土）～8/31（火） 8：30～17：00
場所  園内　参加費  無料

●プラントハンターになろう
ヒントをもとに植物を探し出し、クイズに
答えよう！大人から子どもまでお気軽に
ご参加ください。

日時   7/25（日） 10：00～11：00
場所  学習室　参加費  無料
定員  10名（要事前申込）

●食虫植物ふしぎ講習会
食虫植物の“ふしぎ”な生態について学べ
る講習会です。また、講師による「おもし
ろ植物展」の解説も行います。

■おもしろ植物展

日時   7/24（土）～8/31（火） 8：30～17：00　場所  学習室

食虫植物やエアプランツなど、面白い特徴を持った植物たちについて学んで
みませんか？夏休みの自由研究などにもぴったりです♪
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