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お知らせイベント一覧

各公園花の無料プレゼント一覧（1 家族 1 鉢）

10 月 10 日（土）
10 月 10 日（土）～ 11 月 23 日（月祝）
10 月 12 日（月祝）
10 月 17 日（土）
10 月 18 日（日）
10 月 24 日（土）
11 月 14 日（土）
11 月 21 日（土）

太古の星が夜空にきらめく ! 天体観測会
英国式庭園  秋のフラワーガーデンショー
秋の寄せ植え教室
犬のマナー教室･ペット相談会
佐土原体育館  ファミリースポーツ大会
トンボ池で探してみよう ! 生き物観察会
犬のマナー教室
犬のマナー教室

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
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
県立阿波岐原森林公園
佐土原体育館
萩の台公園
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
宮崎市久峰総合公園

10 月 4 日（日）13：00 ～
10 月 10 日（土）10：00 ～
10 月 12 日（月祝）9：30 ～
10 月 12 日（月祝）11：00 ～
10 月 12 日（月祝）10：00 ～
10 月 12 日（月祝）10：00 ～
10 月 17 日（土）9：00 ～

ミント 100 鉢（先着）
宿根サルビア 100 鉢（先着）
宿根サルビア 40 鉢（先着）
宿根バーベナ 40 鉢（先着）
ミント 50 鉢（先着）
ミント 100 鉢（先着）
宿根サルビア 50 鉢（先着）

特別史跡公園西都原古墳群 このはな館前
国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 受付･案内所前

みやざき臨海公園 北ビーチ管理棟
阿波岐原森林公園 市民の森 レストハウス周辺
久峰総合公園 噴水広場
県立阿波岐原森林公園 管理事務所前

The British Garden   Autumn Flower Garden Show
2015.10.10.Sat~11.23.Mon

英国を代表する 4 つの本格的ガーデン（コテージ･シーサイド･フォーマル･メドゥ）を宿根サルビアをはじめとして、ケイトウ･マリーゴー
ルド･コリウスなど約 1300 株の草花が彩り、秋の落ち着いた英国式庭園を演出する「フラワーガーデンショー」、ぜひお楽しみください。

英国式庭園　秋のフラワガーデンーショー

国際海浜エントランスプラザ 管理事務所
〒880-0836 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/

主催／指定管理者：MParks+PHOENIX〔代表構成員：一般財団法人みやざき公園協会〕　共催／宮崎日英協会

お問合せ･お申込み

日　時　10月 10 日（土）～ 12日（月祝）※3日間
　　　　10:00 ～ 16:30
場　所　英国式庭園入口前
宿根サルビアや、一二年草など販売いたします。

10 月 10 日（金）～ 31 日（土）はガーデンハウス内が
ハロウィン仕様にディスプレイされるよ♪
みんなで仮装をして遊びに行こう！

日　時　10月 10 日（土）11:00 ～（30 分程度）
料　金　無料
定　員　10名程度（当日受付可）

日　時　10月 10 日（土）10:00 ～
場　所　英国式庭園入口前
宿根サルビアの苗を先着 100 鉢プレゼント！

ハロウィンイベント

日　時　10月 25 日（日）10:30 ～、15:30 ～（全 2回）
ジャック・オ・ランタンの実演作成

日　時　10月 25 日（日）10:00 ～ 16:30
お菓子をもらおう

英国式庭園内に隠された
カボチャを探してお菓子をもらおう !（先着 50名）

日　　時　10月 25 日（日）10:00 ～ 16:30
展示期間　10月 27 日（火）～ 11月 23 日（月祝）　

写真撮影＆展示

仮装して来てくれたこどもたちの撮影＆展示
展示後は写真をプレゼント！

日　　時　10月 18 日（日）10:00～11:30（受付 9:30～）
　　　　　※小雨決行（大雨の場合は中止）
集合場所　英国式庭園入口前
定　　員　30区画 60 名（グループでの応募可）
申込締切　10月 12 日（月祝）
参加者には花苗とガーデンハウスカフェの
ドリンク券をプレゼント♪

日　時　11月 14 日（土）①11:00 ～②14:00 ～
　　　　11月 15 日（日）③14:00 ～
場　所　英国式庭園入口前
定　員　各回（全 3回）先着 5名（事前申込）
参加料　2,500 円（鉢を持参される方は 1,000 円）

花苗無料配布

植物販売会

コーラス花壇植栽

ガイドツアー

1 家族 1鉢

球根を使った寄せ植え教室

※イメージ※イメージ

1 日限定 10 セット ￥1,700
ミニサンドウィッチ･スコーン･ケーキ、

紅茶（ティーポット）のセット（約 2 名分程度）

Cttage Garden

10 月 10 日（土）～ 11 月 23 日（月祝）の

土･日･祝日限定  ※予約可能

アフタヌーンティーセット



一般財団法人みやざき公園協会 南部事業室
電話：0985-58-6543　FAX：0985-58-4560　Email：undou＠mppf.or.jp

電話・FAX又はメールにてお問合せ･お申込み下さい

鬼の窟古墳鬼の窟古墳

古代生活体験館古代生活体験館

西都原考古博物館西都原考古博物館

ガイダンスセンターガイダンスセンター
このはな館このはな館

第 1古墳群第 1古墳群

第 2古墳群第 2古墳群
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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？
愛犬への
練習して犬のマナー教室

一般財団法人 みやざき公園協会 キジマ警察犬訓練所、社団法人 宮崎県獣医師会、公益社団法人 日本愛玩動物協会 宮崎県支部主催 協力

宮崎市久峰総合公園県立阿波岐原森林公園
平成27年 10月 17日（土）　※小雨決行
犬のマナー教室：10:00 ～ 11:00（受付 9:30 ～）
ペット相談会：10:00 ～ 11:30（随時）
場所：県立阿波岐原森林公園　管理事務所前
申込締切：10 月 16 日（金） ※定員になり次第締切

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

※当日は土日のため駐車料金が発生します。
お申込み･お問合せ先
〒880-0834 宮崎市新別府町上和田 1336-1
TEL：0985-23-2635　FAX：0985-23-2636
E-mai：awaki@mppf.or.jp

平成 27年 11月 14日（土）　※小雨決行
犬のマナー教室：10:30 ～ 11:30（受付 10:00 ～）
※ペット相談会は行いません。
場　　所：宮崎県総合運動公園　中央花壇付近
申込締切：11 月 13 日（金） ※定員になり次第締切

お申込み･お問合せ先
〒889-2151　宮崎市大字熊野 1443-12
TEL：0985-58-6543　FAX：0985-58-4560
E-mai：undou@mppf.or.jp 

平成 27年 11月 21日（土）　※小雨決行
犬のマナー教室：10:00 ～ 11:00（受付 9:30 ～）
※ペット相談会は行いません。
場　　所：宮崎市久峰総合公園　ゲートボール場
申込締切：11 月 20 日（金） ※定員になり次第締切

お申込み･お問合せ先
〒880-0212　宮崎市佐土原町下那珂 13754
TEL･FAX：0985-73-2782
E-mai：hisamine@mppf.or.jp

参加無料
だワン!

今回は県立阿波岐原森林公園のみ実施（随時対応、事前申込み不要）各公園 : 先着 10 名（事前申込みが必要）
●犬のマナー教室 ●ペット相談会

秋の生き物観察会秋の生き物観察会秋の生き物観察会
平成27年10月24日（土）  ※雨天中止 
9：30 ～ 11：00（受付 9：00 ～）
トンボ池ビオトープには、ふる里の自然が今も息づいています。
生き物や植物にふれながら、みんなでふる里の自然を楽しみます。

お問合せ･お申込み（直接申込･FAX･E-mail のいずれか）
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/

場　　所　萩の台公園 トンボ池及び周辺
募集人数　先着 20 名（事前申込）※小学生以下は保護者同伴
申込締切　10 月 23 日（金） ※定員になり次第締め切り
参  加 費　無料
講　　師　金丸 文昭氏（宮崎県環境保全アドバイザー）

※注意事項※
1. 肌が出る部分を無くしましょう。
2. 生き物の「持ち出し･持ち込み」をしないでください。

持ってくる物
帽子･長靴･長袖･長ズボン･軍手･タオル･水筒･虫よけスプレー
虫取り網やカゴ･筆記用具･雨具（雨天時）･必要な方は着替え等

集合場所：公園内　受付案内所前
募集人数：先着 20名
参 加 料：1500 円／人
持 参 品：汚れても良い服装･園芸用手袋
申込締切：10月 9日（金）
　　　　　 ※定員になり次第締切

至宮崎市街地至シーガイア
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受付･案内所

平成 27年 10月 12日（平成 27年 10月 12日（月・月・祝）祝）
10：0：00～00～ 11：1：00　※小雨決行00　※小雨決行

※写真はイメージです。使用する植物は変更になる場合があります。

■宮崎県総合運動公園　園内地図

秋の寄植え講習会

平成 27年 10 月 10 日（土）18：00～20：00（受付 17：30～） ※雨天中止
特別史跡公園 西都原古墳群

専門家の解説のもと、星座の話を織り交ぜながら天体望遠鏡で秋の夜空を観測します。
当日、天体望遠鏡を持参出来る方は取り扱い方法も学ぶことができます♪

集合場所　特別史跡公園西都原古墳群
　　　　　第２古墳群 駐車場

講　　師　蓑部樹生 氏（たちばな天文台台長）

募集人数　先着 50名（事前申込）
　　　　　 ※中学生以下は保護者同伴

参加費用　1人につき 100 円（保険料として）

持 参 品　敷物、持っている方は望遠鏡

申込締切　10月 9日（金） 定員になり次第締切　

■電話･FAX･■電話･FAX･E-maiE-mailにて下記の宛先にお申し込みいただくか、lにて下記の宛先にお申し込みいただくか、
　このはな館にて直接お申し込みください。　このはな館にて直接お申し込みください。
■電話･FAX･E-mailにて下記の宛先にお申し込みいただくか、
　このはな館にて直接お申し込みください。

太古の星が
夜空にきらめく！天体観測会

※望遠鏡の取り扱いを希望する方は、受付30分前（17:00）に集合してください。

佐土原体育館 管理事務所　〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島 20688-74
TEL：0985-73-7223　FAX：0985-75-0155　E-mail：sad-sports@mppf.or.jp
URL：http://mppf.or.jp/sadowara/gyma.html

▼各イベントについては、TEL･FAX･E-mail のいずれかにて、
　下記の宛先までお問合せ･お申込みください。　申込締切：10月 17日（土）

みんながスポーツ 1130 県民運動推進事業

ファミリースポーツ大会
佐土原体育館
ファミリースポーツ大会

9:00 ～ 12:0平成27年10月18日（日） 9:00 ～ 12:00

第 5 回

赤ちゃんハイハイ競争

A コース　8･9･10 カ月
10:00 スタート（受付 9:00 ～ 9:30）
Bコース　11･12 カ月
11:00 スタート（受付 10:00 ～ 10:30）

スポーツチャレンジコーナー

卓球バレー（協力 :佐土原町身体障害者福祉協会）
卓球、バドミントン、フライングディスク、カローリング、
輪投げ、風船バレーなど（協力 :佐土原地区体育会）、
親子でさまざまな種目を自由に楽しむことができます。

抽選会開催予定！
豪華賞品が当たるかも !?

※各イベントへの参加は有料となっており、事前申込が必要です。
※イベント内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。

その他さまざまなイベントも開催予定！詳細は HP 等をご覧ください。

～テーマ
　「宇宙の広がり」～

県立阿波岐原森林公園管理事務所
TEL：0985-23-2635　FAX：0985-23-2636
E-mail：awaki@mppf.or.jp
URL：http://www.mppf.or.jp/saito/

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-mail  :  park@mppf.or. jp　URL http://mppf.or. jp/
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