
宮崎の神話ゆかりの地でひと足早く春を満喫♪

春の一ツ葉春の一ツ葉
神話と花めぐり神話と花めぐり
20172017
2017.3.18sat～6.4sun2017.3.18sat～6.4sun

TAKE free

花かざり協力店情報

檍地区自治会連合会、県立阿波岐原森林公園、国際海浜エントランスプラザ、フェニックスリゾート株式会社、フローランテ宮崎、
阿波岐原森林公園 市民の森、宮崎カーフェリー株式会社、みやざき臨海公園、宮崎べイコムハート連絡会、八興運輸株式会社

主催/春の一ツ葉 神話と花めぐり 運営委員会

事務局/県立阿波岐原森林公園　TEL：0985-23-2635　　後　援/宮崎県、宮崎市

MAP-D2
社会福祉法人巴会
障害福祉サービス事業所
阿波岐原通所センター
8：00～17：00
TEL0985-39-2540
宮崎市山崎町浜川22番地

MAP-G2
植松エネルギー株式会社 
ベアーズ新別府給油所
平日･土曜7：30～22：00
日･祝日8：00～22：00
TEL0985-20-8855
宮崎市新別府町堂前846-1

MAP-C2
江田神社
TEL0985-39-3743 
宮崎市阿波岐原町産母127

MAP-G2
株式会社 ダイニチ開発
8：00～17：00
定休日/日曜
TEL0985-27-2535
宮崎市阿波岐原町前浜4276-918

MAP-C2
有限会社 田山地種苗店
8：00～19：00（年中無休）
TEL0985-39-1260
宮崎市大字塩路2782-59

MAP-A2
小川接骨院
平日8：30～12：30、14：30～19：00
土曜8：30～12：30、14：30～17：00
休診日/日曜・祝日
TEL0985-39-9325
宮崎市大字塩路2619-5

MAP-F2
なかはら珈琲豆店
10：00～18：00（土曜12：00～18：00）
定休日/日曜･祝日
TEL0985-25-7566
宮崎市阿波岐原町坊ノ下2852-1

MAP-E2
ワイオピピ
10：00～19：00（不定休）
TEL0985-31-2575
宮崎市阿波岐原町松下3101番地

MAP-F2
アーユルヴェーダと植物療法の店
Ayus（アーユス）
10：00～18：30（受付終了）
※予約次第では21:00まで
定休日/月曜・第2､4木曜
TEL0985-88-1432
宮崎市阿波岐原町2728-1

MAP-D2
特別養護老人ホーム 長生園
TEL0985-39-2560
宮崎市山崎町浜川37

MAP-D2
福井石油　株式会社
シーガイアビューセルフSS
7：00～23：00
年中無休（1/1を除く）
TEL0985-83-4157
宮崎市山崎町上ノ原1110-1

MAP-F2
皇寿園デイサービスセンター
TEL0985-31-6263
宮崎市阿波岐原町前浜4276番地710 

MAP-F2
宮崎電業 株式会社
8：00～17：00
定休日/日曜･祝日･第1、3、5土曜
TEL0985-24-2765 
宮崎市阿波岐原町前浜4276-29

MAP-G2
有限会社 ワタナベフォトスタジオ
9：00～18：00　
定休日/火曜 ※祝日の場合はOPEN
TEL0985-61-7332
宮崎市新別府町前浜1401-188

MAP-H3
株式会社 青木商事
9：00～18：00　
定休日/土曜･日曜･祝日
TEL0985-60-0023
宮崎市吉村町今村甲4183-1

MAP-D2
社会福祉法人巴会
児童発達支援センター わかば園
8：15～17：15
休園日/土曜･日曜･祝日
TEL0985-39-5830
宮崎市山崎町浜川14

春の一ツ葉　神話と花めぐり

「春の一ツ葉　神話と花めぐり」は、3月18日（土）～6月4日（日）の期
間中、一ツ葉地域一帯の花を楽しみながら神話スポットを巡るまち
づくりを目的としています。趣旨に賛同していただいた方の、玄関や店
先に右の写真のような花飾りが飾ってあります。

MAP-G2
日本郵便 阿波岐原簡易郵便局
9：00～16：00
定休日/土曜･日曜･祝日
TEL0985-24-6938
宮崎市阿波岐原町前浜4276-365

MAP-H2
ナナ動物病院
9：00～12：00（受付～11：00）
15：00～19：00（受付～18：00）
※毎週水曜日は、予約診療日（午前のみの診察）
休診日/水曜・日曜・祝祭日の午後
TEL0985-27-8777
宮崎市吉村町尻溝甲1142 

MAP-G3
檍地域まちづくり推進委員会
TEL0985-28-0101
宮崎市吉村町江田原甲265番地1

MAP-I 2
宮崎県立宮崎海洋高等学校
TEL0985-22-4115
宮崎市日の出町1番地

MAP-J2
八興運輸株式会社  宮崎営業所
TEL0985-25-4114
宮崎市港1丁目16番地

MAP-E2
セプト クルール
11：00～18：00
定休日/月曜日
TEL0985-69-8880
宮崎市阿波岐原町前浜4276-1110

みんなで花のまちづくり

MAP-G2
株式会社 イデックスリテール南九州
24時間営業（年中無休）
TEL0985-31-4880
宮崎市新別府町堂ノ前810-1

フェニックス･シーガイア･リゾート

EVENT EVENT

 問合せ  国際海浜エントランスプラザ 管理事務所
　　　TEL：0985-32-1369   URL http://mppf.or.jp/entrance_plaza/

 問合せ  フローランテ宮崎　TEL.0985-23-1510　http://www.florante.or.jp

フローランテ宮崎

宮崎コチョウラン展  presented by JA宮崎中央洋ラン部会

■期間：3月4日（土）～4月2日（日）
全国的にもトップクラスの宮崎のコチョウランが華やかにアトリウムガーデン（室内庭園）を彩ります。

チューリップ・センセーション  サカタのタネ  presented by サカタのタネ

■期間：3月18日（土）～4月9日（日）
国内外でトップシェアを誇る種苗会社「サカタのタネ」のチューリップが90品種約10万本とボリューム
アップして咲き誇ります。

ラックスガーデン  AYA  presented by 綾園芸

■期間：3月18日（土）～4月23日（日）
数々の受賞歴を持つ綾園芸のラナンキュラス‘ラックス’が今年も登場！ツヤツヤと光沢のある花び
らが日の光を浴びてキラキラ美しく輝きます。

エム・アンド・ビー・フローラ  バウンスの森  presented by エム･アンド･ビー･フローラ

■期間：4月15日（土）～5月28日（日）
春から秋まで長く楽しめるエム・アンド・ビーのハイブリッドインパチェンス‘バウンス’を約4,000株
ご覧いただけます。

京成バラ園  Premium Rose Garden  presented by 京成バラ園

■期間：4月28日（金）～5月7日（日）
世界でも名高い高品質の京成バラ園のバラを宮崎でご覧いただけます。色や香り、美しさをごゆっ
くりお楽しみいただけます。

ゼラニウムガーデン 
■期間：5月12日（金）～5月28日（日）
鮮やかな色と丸々とした花が特徴的なゼラニウム6品種約7000株がご覧いただけます。

 問合せ  みやざき臨海公園 管理事務所　TEL.0985-62-2665

みやざきの花の祭典「春のフローラル祭」開幕！

春のフローラル祭期間中は、フローランテ宮崎と日本を代表する種苗会社と生産者のコラボレーショ
ン・ガーデンをお楽しみいただけます。 ※詳細はＨＰをチェック!

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート42Ｆ
「リストランテ・アルコ」

アルコのスイーツビュッフェ
賑やかにデザートを楽しむティータイムを、42階か
らの景観とともにお楽しみいただけます。色とりどり
のスイーツに手作りパフェ、さらにサンドイッチなど
の軽食もご用意！

 料　金  お１人様1,500円（デザートビュッフェ＋ドリンク）
 時　間  14：00～16：30（※最終入店16：00）
 問合せ  TEL.0985-21-1148（直通）

 各　種  1個70円～
 時　間  8：00～18：00（土日は7：30～）
 問合せ  TEL.0985-21-1133（ホテル代表）

シーガイア　ゴールデンウィークイベント

みやざきナイトマーケット
宮崎県産の食材を使った料理、生産者こだわり
の野菜やハンドメイド雑貨が勢揃い。地元のアー
ティストによるライブパフォーマンスも！

シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート2Ｆ
「風待ちベーカリー」

風待ちベーカリーのホテルメイドパン
デニッシュ類やベーグル、自家製天然酵母を使
用したハード系など豊富な種類の個性的なパン
を、パン職人が一つひとつ丁寧に焼き上げました。
ぜひお楽しみください。

楽・遊・食・美・歩　神話と花めぐりで春の一ツ葉を満喫！

3月4日（土）～5月28日（日） 9：00～17：00 ※期間中の休園日は5/9（火）、16（火）、23（火）

みやざき臨海公園

宮崎みなとまつり2017

3月18日（土）～5月7日（日）

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>
1日限定10セット　1,700円（2名様）

お花のスタンプラリー[宮崎日英協会共催] 
4/9（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

ノルディックウォーキングを始めよう！
4/1（土）13：30～15：00
対象：小学生以上  先着15名（事前受付）
参加費：1,500円（道具持参の方1,000円）

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

英国式庭園
春のフラワーガーデンショー

英国を代表する四つの本格的ガーデンを春の草
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。

宮崎カーフェリー
ウェルカムガーデン

 問合せ  
TEL.0985-29-8077　FAX 0986-35-5737
http://www.miyazakicarferry.com

宮崎港フェリーターミナルでは、期間中ウェルカ
ムガーデンを開催します。色鮮やかな花々で皆
様をお出迎えします。ぜひ、お立ち寄りください。

国際海浜エントランスプラザ

 問合せ  宮崎みなとまつり実行委員会 　事務局（AVC放送開発内）  TEL.0985-51-5899
　　　   または宮崎市企画政策課  TEL.0985-21-1711

※アフタヌーンティーセット
　イメージ

 期　間  5月4日（木・祝）～5月6日（土）
 時　間  17：00～21：00
 場　所  松泉宮グリーンガーデン及びシステムモール
 料　金  入場無料
 問合せ  TEL.0985-21-1113（予約センター9：00～19：00）

今年は帆船「日本丸」来港を始めとして、実習船
「進洋丸」一般公開、キメ技は鮮度！？「海鮮プロレ
ス」など、さまざまなイベントが盛りだくさん♪
ぜひご家族でお越しください！

みやざき臨海公園 多目的広場にてフリーマー
ケットを開催。ハンドメイド商品や古着、フードコー
ナー、みんなが楽しめるブースがたくさん♪
お気に入りの商品が見つかるかも!?

●美味Sea Foodバトル
●鮮度がキメ技！産地体感エンターテイメント
　「海鮮プロレス」
●帆船「日本丸」セイルドリル
●宮崎海洋高校  実習船「進洋丸」一般公開

●楽しいステージイベント
●テーマ館
●防災啓発イベント
●物産展･飲食コーナー
●ミニ四駆大会
●お魚の振る舞い
●カーフェリー体験航海（申込必須）
●ヨット･プレジャーボート乗船体験会（申込必須）

第9回 サンマリーナ宮崎

ビッグフリーマーケット

5月5日（金祝） 10：00～18：00 ※小雨決行
会場：宮崎港（国際観光船バース･みやざき臨海公園）

5月5日（金祝） 10:00～16:00

阿波岐原森林公園 市民の森
第40回 はなしょうぶまつり

 問合せ  阿波岐原森林公園 市民の森 管理事務所　TEL.0985-39-7308

5月27日（土）～6月4日（日）10:00～16:00
※5月27日（土）のみ21:00まで

市民の森に、約20万本の宮崎市の花「はなしょう
ぶ」が咲き誇ります。日本情緒漂う野点や和楽器
の演奏、展示･セミナー、子供向けの楽しいイベン
トなどを開催します。はなしょうぶライトアップ･
キャンドルナイトでは、異彩を放つはなしょうぶの
美しさが見られます。

神話ガイドツアー
5/27（土）、6/3（土）
各13:30～（約60分） ※要事前申込
宮崎市神話･観光ガイドボランティア協議会様のご
案内で、みそぎ池や周辺の江田神社を巡ります。

はなしょうぶすごろく
設置期間：5/27（土）～6/4（日）
抽選日：5/27（土）、28（日）、6/3（土）、4（日）
市民の森のはなしょうぶ園やみそぎ池などに4箇
所と、フローランテ宮崎等に「スタンプ」が置いて
あります。 4つ以上集めて抽選会に参加しよう！

※詳細はお問合せください

（※予約状況をお問合せください。）Special  Garden

チューリップ･センセーション
サカタのタネラックスガーデン AYAエム・アンド・ビー・フローラ 

バウンスの森
京成バラ園

Premium Rose Garden


