
2013 年 9 月発行お知らせイベント一覧

各公園花の無料プレゼント一覧

10月 1日（火）～ 10 月 31 日（木）
10 月 5日（土）～ 11 月 17 日（日）
10 月 5日（土）
10 月 12 日（土）
10 月 13 日（日）
10 月 14 日（月）
10 月 19 日（土）
10 月 19 日（土）
10 月 26 日（土）
10 月 26 日（土）
10 月 26 日（土）
11 月 23 日（土）
11 月 30 日（土）

大温室 無料開放
英国式庭園 秋のフラワーガーデンショー
太古の星が夜空をきらめく！天体観測会
ファミリースポーツ大会
トンボ池で見つけよう　秋の生き物観察会
犬のマナー教室
バラを楽しむ お茶会
平成 25 年度 花みどりの景観づくり講演会
親子で楽しむ！どんぐり工作教室
犬のマナー教室
平成 25 年度秋の景観交流ツアー
萩の台公園祭り･犬のマナー教室
犬のマナー教室

県立青島亜熱帯植物園
国際海浜エントランスプラザ
特別史跡公園 西都原古墳群
佐土原体育館
萩の台公園
県立阿波岐原森林公園
宮崎県総合運動公園
宮崎市民プラザ
宮崎県総合運動公園
特別史跡公園 西都原古墳群
宮崎県庁ほか
萩の台公園
宮崎県総合運動公園

10 月 5日（土）10：00 ～
10 月 6日（日）10：00 ～
10 月 13 日（土）11：00 ～
10 月 14 日（月･祝）9：00 ～
10 月 20 日（日）10：00 ～
10 月 26 日（土）9：00 ～

宿根サルビア 100 鉢（先着）
ブーゲンビリア 50 鉢（先着）
ブーゲンビリア 50 鉢（先着）
ブーゲンビリア 50 鉢（先着）
ブーゲンビリア 40 鉢（抽選）
ヤマアジサイ 40 鉢（先着）

国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園
久峰総合公園
みやざき臨海公園 北ビーチ管理棟
県立阿波岐原森林公園 管理事務所前
県立青島亜熱帯植物園 芝生広場
特別史跡公園西都原古墳群 このはな館前

2013.10.5(Sat)~11.17(Sun)
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 1500 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。

犬のマナー教室
各公園へのお問合せ･お申込み先はこちら▼各公園へのお問合せ･お申込み先はこちら▼各公園へのお問合せ･お申込み先はこちら▼

★犬のマナー教室
★ペット相談会

※一部公園を除く

県立阿波岐原森林公園
平成 25 年 10 月 14 日（月）　※小雨決行
犬のマナー教室 10:00 ～ 1 時間程度（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 11 日（金）　※定員になり次第締切

萩の台公園
平成 25 年 11 月 23 日（土）　※小雨決行
犬のマナー教室 14:00 ～ 1 時間程度（受付 13:30 ～）
※ペット相談会は行いません。
場所：萩の台公園　芝生広場
申込締切：11 月 22 日（金）　※定員になり次第締切

特別史跡公園 西都原古墳群
平成 25 年 10 月 26 日（土）　※小雨決行
犬のマナー教室 10:00 ～ 1 時間程度（受付 9:30 ～）
ペット相談会 10:00 ～ 11:30（随時）
場所：西都原古墳群 ガイダンスセンターこのはな館前
申込締切：10 月 25 日（金）　※定員になり次第締切

宮崎県総合運動公園
平成 25 年 11 月 30 日（土）　※小雨決行
犬のマナー教室 10:30 ～ 1 時間程度（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 29 日（金）　※定員になり次第締切

●当日は土日のため
　駐車料金が発生します。

参加費はすべて無料！ 犬のマナー教室のみ、
事前申込みが必要に
なります。
各公園 : 先着 10 名

萩の台公園祭り同時開催！

◆萩の台公園
萩の台公園　管理事務所
TEL：0985-30-2163　FAX：0985-39-5940
E-mai：haginodai@mppf.or.jp 

◆県総合運動公園
宮崎県総合運動公園　管理事務所
TEL：0985-58-6543　FAX：0985-58-4560
E-mai：undou@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-mai：awaki@mppf.or.jp

◆阿波岐原森林公園･西都原古墳群

アフタヌーンティーセット
10月 5日（土）～ 11月 17 日（日）
の土･日･祝日のみ
1 日限定 10 セット
サンドウィッチ
スコーン
ケーキ
紅茶

期間限定

植物販売会
10月 5日（土）～ 11月 17 日（日）
場所：英国式庭園フォーマル側テラス

ジャック・オ・ランタンの実演作成
10月 27 日（日）10:00 ～
お菓子をもらおう
10月 27 日（日）10:00 ～ 16:30
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！
ハロウィン仮装コンテスト
10月 27 日（日）～ 11月 4日（月）
エントリー：10 月 27 日（日）10:00 ～ 16:30
仮装してきてくれた子供たちの写真を撮影し、
10 月 28 日（月）～ 11 月 4日（月）にガーデンハウスに展示。
人気投票を行い、賞に選ばれた子供たちには景品をプレゼント！
結果発表：11 月 6日（水）
景品の受取りは 11 月 17 日（日）まで。

花苗無料配布 [ 宮崎日英協会主催 ]
10 月 5日（土）10:00 ～
場所：英国式庭園　コテージ前
先着 100 名様に宿根サルビアの苗をプレゼント

ガーデンツアー
10月 5日（土）、11月 17 日（日）
11:00 ～（30 分程度）
料金：無料
定員：10 名程度（当日受付可）

ミニコンサート（無料）
毎月第 1･2･4 日曜日 10:30 ～ 11:30
場所：英国式庭園　ガーデンハウス

球根を使った寄せ植え教室
11月 17 日（日） ①11:00 ～②14:00 ～（計 2回）
場所：英国式庭園　コテージ側
定員：先着 8名（事前申込）
参加料：2,500 円（鉢を持って来られる方は 1,000 円）

コーラス花壇植栽 [ 宮崎日英協会主催 ]
10 月 20 日（日）10:00 ～ 11:30（受付 9:30 ～）
※小雨決行（大雨の場合は中止）
場所：英国式庭園前
定員：30 区画 60 名（グループでの応募可）
申込締切：10 月 14 日（月）
英国式庭園に向かう園路沿いに春のフラワー
ショーに向けてコーラス花壇をつくります。

お問合せ
お申込み

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/

￥1,500

◆11 月 1 日（金）
紅茶の日

紅茶全品半額♪紅茶全品半額♪

春にはこ
んなにき

れいに♪

英国式庭園の説明や、
庭園内の植物に
ついてのガーデン
ツアーを行います。

[ 宮崎日英協会主催 ]
10月5日（土）～31日（木）はガーデンハウス内がハロウィン仕様に♪

※イメージ

まで。

800



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/

宮崎県総合運動公園 県立亜熱帯植物園

バラを楽しむ お茶会 10 月 19 日（土）10:00 ～
場所：運動公園内 バラ園 ※雨天時は日向景修園 お茶室
定員：先着 50 名
参加費：1 人 200 円（お菓子代として）
バラ園に彩るバラを愛でながら、宮崎第一高校茶道部
の生徒によるお点前とお抹茶をお楽しみください。

日向景修園にあるどんぐりや松ぼっくり、小枝を集めてミニクリスマスツリーなど
の工作教室を行います。

お茶会の参加者には
ブーゲンビリアをプレゼント

親子で楽しむ ! どんぐり工作教室 10月26日（土）10:00 ～ 12:00
場所：運動公園内 日向景修園 お茶室
定員：先着 15 名（事前申込）
対象：小学生の親子
参加費：1 人 300 円（材料代･保険料として）

ブーゲンビリアの無料プレゼント 10 月 20 日（日）10:00 ～

ファミリースポーツ大会 10 月 12 日（土）9:00 ～ 12:00

10:00 ～抽選券配布　10:30 ～抽選開始 （植物園内 芝生広場にて開催）

赤ちゃんハイハイ競争　定員 : 先着 50 組（事前申込）

大温室入場料、通常大人 200 円のところ、10 月中はどなたでも無料で入ることが
できます！ぜひこの機会にご見学ください！

大温室 無料開放 10 月 1 日（火）～ 10 月 31 日（木）

宮崎県総合運動公園 管理事務所  〒889-2151　宮崎市大字熊野 1443-12
TEL:0985-58-6543　FAX:0985-58-4560　E-mail：undou@mppf.or.jp

◆お問合せ･お申込みはこちら

◆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    Email  aoshima@mppf.or.jp 

佐土原体育館

▼お問合せ･お申込みはこちら
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

ブーゲンビリア 40 鉢を無料でプレゼントいたします！

19：00 ～ 21：00（受付 18：30～）
特別史跡公園 西都原古墳群特別史跡公園 西都原古墳群
専門家の解説のもと、天体望遠鏡で秋の夜空を観測します。専門家の解説のもと、天体望遠鏡で秋の夜空を観測します。
当日は天候の条件が良ければ、天の川･金星･土星などが当日は天候の条件が良ければ、天の川･金星･土星などが
観測できる予定です。観測できる予定です。

18：30 ）
※曇天・雨天中止※曇天・雨天中止

集合場所　西都原ガイダンスセンター　このはな館前集合場所　西都原ガイダンスセンター　このはな館前
講　　師　蓑部 樹生  氏（たちばな天文台台長）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）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持参品　敷物、持っている方は望遠鏡
申込締切　10月 4日（金）　定員になり次第締切　申込締切　10月 4日（金）　定員になり次第締切　

電話・FAX・E-mail にて下記の宛先にお申し込みいただくか、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。このはな館にて直接お申し込みください。
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
TEL：0985-23-2635　FAX：0985-23-2636TEL：0985-23-2635　FAX：0985-23-2636
E-mail：awaki@mppf.or.jpE-mail：awaki@mppf.or.jp
URL：http://www.mppf.or.jp/saito/URL：http://www.mppf.or.jp/saito/

お申込･お問合先お申込･お問合先

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
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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25年10月13日（日） 
10：00 ～ 12：00（受付 9：30 ～）
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 10 日（木） ※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

※雨天中止

一般財団法人  みやざき公園協会 クロスプランツ　〒880-0837　宮崎市村角町東原 3113　TEL：0985-74-8787　FAX：0985-74-8788
URL：http://www.mppf.or.jp/crossplants/　E-mail：crossplants@mppf.or.jp

「花みどりの景観づくり講演会」「秋の景観交流ツアー」は、県内各地の美しい景観づくりを推進するために、県民の皆さまを対象に、景観形成に関するセミナーなどを実施し、地域住民や事業者が自
ら継続的に景観形成の活動に取り組むための事業の一環として実施するものです。

◇◆講演会･交流ツアーに関するお問合せ･お申込みはこちら◆◇

平成 25 年 10 月 19 日（土）
13:30 ～ 16:00（受付 13:00 ～）

参加無料 定員 300 名

[1] 宮崎の景観文化の継承～スッキリ、ダイナミックに！～

英国園芸研究家、ガーデン＆ファッションデザイナー
ケイ 山田 氏

（一財）みやざき公園協会
伊藤 慎一朗

[2] ケイ山田の美しい庭作りの景観

場　所：宮崎市民プラザ  4 階  大会議室
内　容：景観･まちづくりに関する学識者による講話

司　会：木佐貫ひとみ氏（フリーパーソナリティ）
申込締切：10 月 9日（水）必着

※申込みが多数の場合には、抽選とさせていただきます。
　当選発表は、入場ハガキの発送をもってかえさせていただきますので、ご了承ください。

花みどりの景観づくり講演会
平成 25 年度

申込み方法：「氏名･住所･電話番号」を記載し、ハガキ･FAX･E-mail にて事前にお申
込みください。また、1枚の用紙に複数で申込まれる場合は、必ず申込みされる方全
員の「氏名･住所･電話番号」を記載下さい。講演会の約 1週間前に、入場ハガキを 1名
様につき 1通送付いたします。（電話での受付は致しかねますので、ご了承ください。）

秋の景観交流ツアー秋の景観交流
H25 年度　花みどりの景観づくり啓発事業

秋 景観交流
平成 25年 10月 26日（土）平成 25年 10月 26日（土）
13：30～ 16：30（受付 13：00～）

対　象
宮崎県内に在住している方、花みどりの景観づくりに興味のある方

※ツアー各地へはバス移動となります。

集合･解散場所：宮崎県庁 本館前広場
定　　員：30名程度（事前申込）
参  加  料：無料
申込締切：10月 23日（水）　※定員になり次第締切
申込方法：◆FAX･メール･郵送にて事前にお申込みください。

宮崎の歴史的景観とみどり
宮崎県庁前庭・楠並木の景観構成と歩み

第 1部

第 2部

第 3部

家庭でできるガーデニングのヒント
国際海浜エントランスプラザ　英国式庭園

花とみどりの道路景観
阿波岐原森林公園　パークウェイ

みやざきの花みどりで彩られた景
観をバスに乗って見学します。
私たちの暮らしへ上手に生かして
みませんか？

ウォーキング教室、スポーツチャレンジコーナー、
佐土原特産品が当たる抽選会など開催予定！
詳細は HP をご覧ください！

参加料は １人
ワンコイン♪（500 円）

～ 1日

※イベント当日は土日のため駐車料金が発生します。

参加者全員に
宿根サルビアを
プレゼント♪

参加者全員に
宿根サルビアを
プレゼント♪

紅茶のサービス付き♪
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