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☆北ビーチからスタート☆

<< 前に戻る

親子で神話の里をサイクリング♪ 【開催しまし

た！】

(2013年11月4日 掲載)

１１月２日（土）に、「親子で神話の里をサイクリン

グ」

を開催しました♪

当日は、雨が降るかと心配でしたが

参加者の元気の良さでなんとかもちました☀

みやざき臨海公園 北ビーチからのスタート！！

去年より、少し長いコースになっています。

さっそく、みそぎ池に向かって出発です！！

行きは、松林遊歩道を通りました★

約３０分の森林浴を楽しんで頂けたようで。
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☆まだまだ元気です☆

☆神話の紙芝居中☆

☆パークウエイも通りました☆

松林を初めて利用された方もいらっしゃり

こんな良い場所があったなんて、知らなかったとのお声も。

皆さん、とても元気で予定していた時間より

早めに到着♪

みそぎ池に到着したら、休憩も兼ねて神話のお勉強。

沢山の方は、天照大神が岩に隠れたお話しや

海幸・山幸の話しは知っていても全て繋がっているとは

知らなかったようで、驚かれていました！

なかなか、神話に出てくる言葉は難しく

子どもさんには、分かりにくいですが

今回は、簡単な言葉で分かりやすく紙芝居を行いました♪

約３０分、神話について勉強をした後は、出発地点へと

パークウエイを通って帰りました。

今の時期のパークウエイは、花壇の草花や

樹木には秋ならではの実もなっている為

景色を楽しむことも♪

帰りには、皆さん疲れている様子で行きよりも

ゆっくりとサイクリング。

http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/285-3.jpg
http://www.mppf.or.jp/newsimage/awaki/285-4.jpg


阿波岐原森林公園

http://mppf.or.jp/cgi-bin/awakinews/newsview.cgi?id=285[2014/06/24 9:47:34]

☆参加賞をプレゼント☆

約１時間半のサイクリングコースとなりました！

最後には、アンケートにもご協力頂き

ジュースと花苗・タオルのプレゼント♪

「楽しかった」「神話に興味を持ちました」

「自然の中で、サイクリングが出来て良かった」

などと大盛況で終える事ができました！！

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒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

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆花苗の説明中☆

☆正面に顔を向けます☆

<< 前に戻る

大好評！寄せ植え教室開催しました！

(2013年12月2日 掲載)

１１月３０日（土）に毎年恒例の「寄せ植え教室」を

開催しました！

今回は、【早春まで楽しめる】寄せ植え教室でしたので

３月に咲く球根「クロッカス」を植えました♪

他にも、植えた段階で楽しむ事ができるように

一年草のビオラなども使っていきます。

最初に、花苗・植え方の説明を行いました。

「花にも顔があるんです」と説明すると

「えっ！」っと驚かれていました。

「花の表が見える方が顔になります。

その為、植える際は花の顔が見える方を

正面にすると綺麗に見えます」
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☆こちらが表です☆

☆皆さん一生懸命です☆

と、説明すると「そうなんだ」と納得されていました！

植えるだけでなく、花についても知ってもらえる

良い機会になりました♪

中には、どの方向が顔かを見分ける事が難しいようで

周りの人やスタッフに聞いたりしていました。

１時間もしないうちに、気づいてみると

皆さんもう終わる寸前！！

さすが、普段から花に興味がある方は

違いますね♪

最後には、「春まで咲くよう育てます」

「花について知る事ができて良かったです」

「次回が楽しみです」など大好評で終える事ができました！

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒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

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆参加者募集中☆

☆去年の様子☆

<< 前に戻る

◆野鳥観察会◆【参加者募集！】

(2013年12月17日 掲載)

これからどんどん寒くなり、外に出るのが

辛くなる季節になってきますね。

こんな寒さにも負けずに、寒空の中ビューンっと

飛び回る元気の良い鳥が一ツ葉入江で

観察する事ができます♪

空を自由自在に飛び回る事ができる野鳥・・・。

その野鳥を観察してみませんか？？

観察当日は、宮崎大学農学部 三浦教授による

解説のもと行います。

地域に生息する野鳥を知る事ができる

良い機会です。
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☆遊歩道から☆

☆ちょっと隠れて・・・☆

是非、ご参加ください！

また、先着１５名となっておりますので

申込はお早めに♪

【日時】平成２６年 ２月１日（土）

１３：００～１５：００（受付１２：３０～）

【場所】阿波岐原森林公園 一ツ葉入江

※集合場所は、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（小学校高学年以上から）

【参加料】１００円／人（保険料として）

【締切】１月３１日（金）

※定員になり次第締切

■準備するもの■

・各自必要な防寒対策（帽子・手袋・カイロなど）

・携帯可能な雨具（暗い色のもの）※曇天の場合

・持っている方は双眼鏡（８倍程度）

※当日、朝から雨の場合は屋内でスライドによる解説
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☆鳥はどこでしょうか？？☆

参加を希望される方は、下記の番号に

電話・ＦＡＸ・メールにてご連絡ください♪

沢山のご参加、お待ちしております！

ＰＤＦファイル：申込用紙はこちらから

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒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

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆春の一ツ葉☆

☆去年の様子☆

<< 前に戻る

春の一ツ葉 神話と花めぐり２０１４ 【参加者

募集中！】

(2013年12月25日 掲載)

毎年、恒例の「春の一ツ葉 神話と花めぐり」を

２０１４年も行います！！

そこで、一ツ葉地域にお住まいの方や店舗の皆様に

花飾りを作成して頂き、期間中それぞれの玄関・店先に

飾って頂こう！

と言う事で、飾って頂ける方を募集しております♪

花飾りを作成する際は、専門家が植え付け方法や

管理方法をアドバイスいたしますので

経験が無い方でも、大丈夫です！！

なお、花飾りに協力頂いた皆様の店舗情報等を
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☆エントランスプラザ☆

☆ハンギングに苦戦中☆

「春の一ツ葉 神話と花めぐり周遊マップ」の地図に

掲載致します。

一ツ葉地域一帯を盛り上げませんか？？

【募集対象エリア】

東西：県道１１号線（山崎街道）より東（海）側

南北：大淀川北岸より宮崎市フェニックス自然動物園

【参加対象】

個人、法人問わずエリア内のどなたでも可

【参加費用】

Ａコース：買い取り（１０，０００円）

Ｂコース：リース （ ３，０００円）

Ｃコース：花苗購入（ １，５００円）

※Ｃコースは、既にスタンドをお持ちの方のみ

【講習会場】

・３月１０日（月） １４：００～ 

フローランテ宮崎（別途入園料300円が必要）

・３月１１日（火） １４：００～

市民の森 管理事務所

・３月１２日（水） １４：００～

八興運輸株式会社 駐車場

・３月１３日（木） １４：００～

みやざき臨海公園 サンビーチ一ツ葉
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☆春になると・・・☆

・３月１４日（金） １０：００～

県立阿波岐原森林公園 管理事務所

・３月１５日（土） １４：００～

国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園

【募集数】

先着６０基（但し、１軒につきスタンド４基まで）

【募集締切】

平成２６年１月３１日（金）

※定員に達し次第、締切

【申込方法・問い合わせ先】

下記の番号に、電話・メール・ＦＡＸにて

お問い合わせ下さい。

ＰＤＦファイル：申込用紙はこちら

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒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

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆沢山のお申込みありがとうございます☆

<< 前に戻る

野鳥観察会！申込を締め切りました。

(2014年1月26日 掲載)

２月１日（土）に予定しています

「野鳥観察会」は定員１５名に達しましたの

申込を締め切らせていただきました。

沢山のお申し込みありがとうございます！

当日は、１２時半より管理事務所前にて受付を

行いますのでお越し下さい♪

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒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

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆双眼鏡の使い方は大事です☆

☆出発です！！☆

<< 前に戻る

◆野鳥観察会◆開催しました♪

(2014年2月3日 掲載)

２月１日（土）、春のような気候を漂わせる日に

予定通り「野鳥観察会」を開催しました！

予定では、寒い中での観察会だったのですが

２月とは思えない暖かさの中での観察会でした。

今回も宮崎大学農学部 三浦知之教授を講師として

招き沢山の参加者の元観察会スタートです！

最初に、一ツ葉入江で観察する事ができる野鳥について

の説明や観察時の注意事項など三浦先生より

説明がありました。

他にも、双眼鏡の使い方などの指導もあり

初めて双眼鏡を手に取る人たちには大助かりです♪

そして、早速一ツ葉入江に出発！！
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☆見つけられたかな？？☆

☆見分けがついたのでしょうか？☆

入江に行くまでの遊歩道にも野鳥が居るので

静かに慌てずゆっくりと・・・。

・・・・！？

野鳥発見です！！！

やはり、三浦先生が１番最初でした。

野鳥が居る場所を説明しても、皆さんなかなか

見つけられない様子・・。

「あっいた！」と思った時には、飛び立ってしまいました。

やはり、最初は目が慣れるまでは大変な様子。

入江に出ると、最初はなかなかいなかった鳥も

いつのまにか群れで遊んでいました。

中には、違う鳥が混じっている事も！

今回、観察できた野鳥は

「ハマシギ」「イソシギ」「シロチドリ」「コサギ」

「マガモ」「カイツブリ」

など、先生が居なければ見分けもつかない野鳥が沢山！！

他にも、干潟に生息する貝の話しや

渡り鳥の話しなど内容盛りだくさんの観察会になりまし

た。
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☆カメラじゃこれが精一杯・・・☆参加者の中でも、マメ知識を教え合ったりと

終始楽しい野鳥観察会に♪♪

宮崎市内の一ツ葉入り江にも、冬の鳥類が多く生息

している事が分かり自然の大切さが分かった

イベントになりました。

右にある写真は、小さいながらも野鳥がいますよ！

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒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

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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☆プランター作成中☆

☆ハンギング作成中☆

<< 前に戻る

春の一ツ葉 神話と花めぐり2014スタート！！

(2014年3月13日 掲載)

先日、紹介した「春の一ツ葉 神話と花めぐり2014」

いよいよ、３月１５日（土）よりスタートしました！

それに先がけ、３月１０日（月）～１５日（土）に

一ツ葉地域にお住まいの方や店舗の皆様の玄関、店先に

飾って頂く花飾り講習会を行い沢山の方に、

花・緑と触れ合って頂く事が出来ました♪

１月いっぱいまで参加者を募集したところ

２４組の参加者が集まりました！

花飾りでは、ゼラニウムやペチュニア・シロタエギクな

ど

春らしい植物を取りそろえました！！
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☆管理事務所にも飾っています☆

☆春の一ツ葉 散策マップ☆

ピンクや赤、白など華やかな色合いです。

まだ、蕾ですがこれから春に向けて

沢山咲いてきます！

また、管理事務所では、散策マップを

配布しております。

各施設の春のイベント情報や花・神話スポットの紹介

オススメのサイクリングコースなど載せておりますので

マップを片手に、一ツ葉エリアをゆっくりと

散策してみてはいかがでしょうか♪

尚、運営委員の施設を始め、花飾り協力店にも

置いてありますので、是非ご利用下さい！

左写真の花飾りが目印です！

皆さんで、花の宮崎を盛り上げていきましょう♪

問合せ先

県立阿波岐原森林公園 〒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

Copyright (C) 2009 Awakigahara Forest Park. All Rights Reserved.
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