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特別史跡公園 西都原古墳群

平成 25 年 11 月 9 日（土）※雨天中止

10：00 ～ 12：00（受付 9：30 ～）

講　　師　宮崎県環境保全アドバイザー
　　　　　金丸 文昭 氏

集合場所　西都原ガイダンスセンター
　　　　　このはな館前

募集人数　先着３０名（小学生以下は保護者同伴）伴伴伴以下は

参加費用　100 円 / 人（保険料として）て

持 参 品　筆記用具、雨天時は雨具

申込締切　11 月 8 日（金） ※定員になり次第締切次

先生のお話をもとに、西都原公園を歩きながら昔から

生息している野草や植物などを観察してみましょう。

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://mppf.or.jp/

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。

主催 / 指定管理者 一般財団法人みやざき公園協会　共催 / 西都原ガイダンスセンター このはな館

NPO 法人エコライフ西都、NPO 法人ｉさいと、西都市観光ボランティアガイド協議会

◇お問合せ･お申込み

⻘島サンデーマーケット
平成 25 年
11 ⽉ 3 ⽇（⽇）、12 ⽉ 15 ⽇（⽇）
9：00 〜 14：00
県⽴⻘島亜熱帯植物園

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

⻘島亜熱帯植物園 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。
◆お問合せはこちら

◆お問合せ･お申込みはこちら

⻘島サンデーマーケット実⾏委員会事務局
TEL＆FAX　０９８５－６５－１５０８

健康づくりに最適なマレットゴルフ体験会を開催します。
実際に４人一組でコースを周りながら、マレットゴル
フ協会がルールを教えてくれるので、初めてでも安心
です。マレットゴルフは、小さいお子様から高齢の方ま
で幅広い年代で楽しめるスポーツです。
この機会に、ぜひマレットゴルフの楽しさを体験し、健
康づくりにお役立てください。

国際海浜エントランスプラザ 管理事務所
TEL:0985-32-1369 FAX:0985-32-1380
E-mail:plaza@mppf.or.jp  URL http://mppf.or.jp

日　　時　平成２５年１１月２４日（日）※小雨決行
　　　　　９：３０～１２：００（受付９：００～）
場　　所　国際海浜エントランスプラザ
　　　　　マレットゴルフコース
講　　師　宮崎マレットゴルフ協会
募集人数　６０名（対象：小学生以上）
申込締切　平成 25 年 11 月 23 日（土）※定員になり次第締切

参 加 費　１人１５０円（保険代）
持 参 品　帽子、運動靴、飲み物、タオルなど

◆直接申込・FAX・E-mail のいずれかにて、
　下記の宛先までお申し込みください。

萩の台公園まつり

小学生クロスカントリー駅伝大会 ネイチャーゲーム

アルティメット、昔遊びコーナー、犬のマナー教室、シャボン玉遊び、
こども PK 選手権　等…家族みんなで楽しめるイベントがいっぱい。

「萩の台公園」恒例のおまつりです。ぜひご家族でご参加ください。

●クロスカントリー駅伝の部
萩の台公園特設コース（１区間 1.5km 男女各３名、計６名による駅伝）。
●男女ロードレースの部
萩の台公園特設コース（１区間 1.5km６区間）。

平成 25 年 11 月 23 日（土）
9：00 ～ 12：00（受付 8：00 ～）

平成 25 年 11 月 23 日（土）
13：00 ～ 16：00

NPO 法人宮崎文化本舗
TEL.0985-60-3911　FAX:0985-28-1257
e-mail:office@bunkahonpo.or.jp

◆お問合せ･お申込みはこちら
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/

犬のマナー教室犬のマナー教室
定員 : 先着 10 名 ※事前申込が必要です。
14:00 ～ 1 時間程度（受付 13:30 ～）
申込締切：11 月 22 日（金）※定員になり次第締切

参加料 1,000 円
（参加賞あり）

●お問合せ･お申込みはこちら
電話･FAX･E-mail･直接申込のいずれかにて、下記の宛先までお申し込みください。
宮崎市久峰総合公園　管理事務所
TEL.0985-73-2782　FAX.0985-73-2782　URL  http://mppf.or.jp/

平成 25 年 11 月 30 日（土）
10：00 ～ 2 時間程度（受付 9：30 ～）

講　　師：古田　栄子
　　　　　（公益社団法人日本シェアリングネイチャー協会公認インストラクター）

参 加 料：100 円（保険料）
募集人数：約 30 人程度（事前申込）

場　　所：久峰総合公園　冒険広場

場所：萩の台公園

場所：萩の台公園

申込締切：平成 25 年 11 月 29 日（金）

遊びを通して、大人も子ども楽しみながら、
自然の仕組みや不思議、環境の大切さを学んでみませんか？

11 月 3 日（日）
11 月 9日（土）
11 月 23 日（土）
11 月 24 日（日）
11 月 30 日（土）
11 月 30 日（土）
11 月 30 日（土）
12 月 7日（土）
12 月 15 日（日）
12 月 15 日（日）
1月 1日（水）～ 13 日（月）
1月 11 日（土）
1月 26 日（日）
2月 1日（土）

青島サンデーマーケット
秋の野草観察会
萩の台公園まつり･小学生クロスカントリー駅伝大会
マレットゴルフ体験会
早春まで楽しめる球根を使った寄せ植え教室
ネイチャーゲーム
犬のマナー教室
春まで楽しめる寄せ植え教室
お正月に向けた寄せ植え教室
青島サンデーマーケット
真冬のフラワーショー
芝生とサッカーの教室
絵画教室
一ツ葉入江  野鳥観察会

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



～ 2 0 1 4 年 の イ ベ ン ト ～
※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。

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/

早春まで楽しめる早春まで楽しめる
球根を使った寄せ植え教室球根を使った寄せ
県立阿波岐原森林公園県立阿波岐原森林公園

1111 月 3月 300 日（土土））（土）

場　　所：県立阿波岐原森林公園　管理事務所

県立阿波岐原森林公園  管理事務所
〒880-0834　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/

募　　集：先着 15名（事前申込） 

申込締切：11月 29日（金） ※定員になり次第締切

参 加 費：1,500 円（材料費･保険料含む）
持 参 品：汚れても良い服装･園芸用手袋
　　　　　移植ごて･園芸用はさみ等

電話･FAX･E-mail にて下記の宛先までお申込みください。 電話･FAX･E-mail にて下記の宛先までお申込みください。

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://mppf.or . jp/

このはな館にて直接お申込みいただくか、
電話･FAX･E-mail にて下記の宛先までお申込みください。

クロッカスなどの春咲き球根や一年草を使った
早春まで長く楽しめる寄せ植えを作成します。

100：0：00~0~11：30 0（受（受付 9：30~）※雨天決行決行
122 月 1月 15日5日（日（日）

場　　所：久峰総合公園　レストハウス

募　　集：先着 15名（事前申込） 募 集：先着 15名（事前申込）

申込締切：12月 14日（土） ※定員になり次第締切

参 加 費：1,000 円（材料費･保険料含む）

◇汚れても良い服装でお越しください。

ビオラや葉ボタンなど冬咲きの一年草を使った
お正月に楽しめる寄せ植えを作成します。

1010：0：00~0~1212：：00 0 （受（ 付 9：330~0~） ） ※雨天雨天決行決行

春まで楽しめる寄せ植え教室
特別史跡公園 西都原古墳群特別史跡公園 西都原古墳群

お正月に向けた寄せ植え教室
久峰総合公園久峰総合公園

11121 月 7月 7月 7月月月 日日日日（日（日日 土）土土）土）土

場　　所：特別史跡公園 西都原古墳群
　　　　　西都原ガイダンスセンター このはな館

募　　集：先着 15名（事前申込） 

申込締切：12月 6日（金） ※定員になり次第締切

参 加 費：1,500 円（材料費･保険料含む）
持 参 品：汚れても良い服装･園芸用手袋
　　　　　移植ごて･園芸用はさみ等

ビオラオラ･パン･パンジーなジーなど色鮮ど色鮮やかなや 一年草一年草や球根球根をを
使って、春まで楽しめる寄せ植えを作成します。

1010：000~~12：00 0（受（受付 9付 ：3：30~）） ※雨天※雨天決行決行

宮崎市久峰総合公園　管理事務所
TEL.0985-73-2782　FAX.0985-73-2782
E-mail  hisamine@mppf.or . jp
URL  http://mppf.or . jp/

芝生とサッカーの教室芝生とサッカーの教室
～芝生のことを学んで、サッカーも上達しよう～～芝生のことを学んで、サッカーも上達しよう～

芝生とサッカーの教室
～芝生のことを学んで、サッカーも上達しよう～

平成 26年 1月 11日（土）※雨天中止
10：00～ 12：00（受付 9：30～）

講　師　サッカー：ホンダロック　サッカー部
　　　　芝生：フェニックス･シーガイア･リゾート
　　　　　　　ランドスケープ・エクステリア部
場　所　国際海浜エントランスプラザ　多目的広場
定　員　先着 80 名（対象：小学生）※事前申込
参加費　１００円／人（イベント保険代）
持参品　運動できる服装、スパイクの付いていないシューズ、
　　　　  タオル、飲み物、着替えなど

国際海浜エントランスプラザ 管理事務所
TEL:0985-32-1369 FAX:0985-32-1380
E-mail:plaza@mppf.or.jp  URL http://mppf.or.jp

◆直接申込・FAX・E-mail のいずれかにて、
　下記の宛先までお申し込みください。

◆直接申込・FAX・E-mail のいずれかにて、
　下記の宛先までお申し込みください。

平成 26年 1月 26日（日）
10：00～ 12：00（受付 9：30～）

場　所　久峰総合公園　久峰食堂
参加料　1,500 円
定　員　10 人程度（事前申込）
　　　　※定員になり次第締切
対　象　中学生以上
準備品　エプロン、タオル、雑巾

講　師　竹村　龍之助
　　　　ボブ･ロス画法　公認インストラクター

ボブ･ロス画法とは、アメリカのボブ･ロスさんが考えた、誰
でもやさしく、しかも短時間で描ける、油絵の新しい技法で
す。難しいデッサンなど一切必要なく、初めての人でも 3 時
間以内に一枚の素敵な絵が出来上がります。ボブ･ロス画法
は、今世界中に愛好者がひろがっています。

～ボブ･ロス画法～

絵画教室

宮崎市久峰総合公園　管理事務所
TEL.0985-73-2782　FAX.0985-73-2782
E-mail hisamine@mppf.or.jp URL http://mppf.or.jp/

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://mppf.or.jp/

平成 26年 2月 1日（土）
13：00～ 15：00（受付 12：30～）

※雨天時は屋内でスライドによる解説になります。

一ツ葉入江で見られる、冬鳥のカモ類やシギ類を
はじめとした野鳥の観察を行います！

場　所　阿波岐原森林公園　一ツ葉入江
（集合場所：県立阿波岐原森林公園　管理事務所前）
講　師　宮崎大学農学部　　三浦 知之　教授
定　員　先着１５名 [ 事前申込 ]
　　　　（対象：小学校高学年以上）

締　切　1 月 31 日（金）※定員になり次第締め切り
参加料　1 人 100 円（保険料として）

各自必要な防寒対策（帽子･手袋･長靴･カイロなど）
携帯可能な雨具（暗い色のもの）、持っている方は双眼鏡（8 倍程度）

◆電話･FAX･E-mail にて下記の宛先までお申込みください。

○準備するもの

県立青島亜熱帯植物園穏やかな色彩の花の景観

22,000 本の真冬のフラワーショー22,000 本の真冬のフラワーショー 平成 26年 1月 1日（水）～ 13日（月）

餅つきとふるまい
平成 26 年 1月 1日（水）
①11：00 ～
②14：00 ～（計２回）
パラボラチョカフェ前にて

カフェメニュー割引
平成２６年 1月 1日（水）～３日（金）
ホットメニュー（ココア･紅茶）限定、
通常価格 300 円が期間中半額！

◆お問合せはこちら 県立青島亜熱帯植物園 管理事務所　〒889-2162 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 主催 / 一般財団法人みやざき公園協会

大温室入場者へお花のプレゼント
平成 26 年 1月 1日（水）～ 3日（金）
9：00 ～ 17：00
大温室入場者限定、1日 100 名様まで！

暦のの上では真冬ですが、園内の内の林床林床に一足早い春春を感じさせる白やピンクのクの花々花々が咲が咲き誇き誇ります。す
1,1 800 株株のアの ザレア、9,000 球のオオキザリス、6,0000 株ののプリムラが彩る真る真冬冬のフフラワーーショョー、ぜひお楽お楽しみみください。

- - 期間中の開催イベント - -
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