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お知 ら せ イ ベ ン ト 一 覧
9月10日
（土）･17日
（土）･24日
（土）

早朝YOGAクラブ

国際海浜エントランスプラザ

9月25日
（日）

早朝YOGAクラブ

阿波岐原森林公園 市民の森

10月8日
（土）～11月20日
（日）

英国式庭園 秋のフラワーガーデンショー

国際海浜エントランスプラザ

10月10日
（月祝）

佐土原体育館 第6回ファミリースポーツ大会

宮崎市佐土原体育館

10月10日
（月祝）

犬のマナー教室･ペット相談会

県立阿波岐原森林公園

10月10日
（月祝）

多肉植物のアレンジ寄せ植え教室

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

10月15
（土）～11月20日
（日）

植物園秋のフラワーショー

宮交ボタニックガーデン青島

10月22日
（土）

トンボ池で探してみよう!秋の生き物観察会

萩の台公園

10月22日
（土）

健康教室「太極拳」

宮崎市佐土原武道館

10月23日
（日）

犬のマナー教室

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

各公 園 花 の 無 料 プ レ ゼ ン ト 一 覧（ 1 家 族 1 鉢 ）
10月8日
（土）10：00～

宿根草100鉢
（先着）

国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園コテージ前

10月10日
（月祝）9：00～

秋の一二年草ミックス50鉢（先着）

みやざき臨海公園 北ビーチ管理棟

10月10日
（月祝）10：00～

秋の一二年草ミックス100鉢
（先着）

久峰総合公園 噴水広場

10月10日
（月祝）9：00～

秋の一二年草ミックス50鉢（先着）

県立阿波岐原森林公園 管理事務所前

10月10日
（月祝）10：00～

秋の一二年草ミックス100鉢
（先着）

阿波岐原森林公園 市民の森 レストハウス周辺

10月10日
（月祝）9：30～

秋の一二年草ミックス50鉢（先着）

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 受付･案内所前

10月20日
（木）13：30～

秋の一二年草ミックス100鉢
（先着）

特別史跡公園西都原古墳群 このはな館前

11月6日
（日）9：30～

鉢
秋の一二年草ミックス100鉢
（先着）

宮交ボタニックガーデン青島 イベント広場

The British Garden Autumn Flower Garden Show

英国式庭園 秋のフラワーガーデンショー
ー
2016.10.8.Sat~11.20.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
は
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
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。

■アフタヌーンティーセット【期間限定】
期間 10月8日（土）～11月20（日）の土･日･祝日限定 ※予約可能
1日限定10セット 1,700円（ミニサンドウィッチ･スコーン･ケーキ･紅茶など約2名分程度）

国際海浜エントランスプラザ & 阿波岐原森林公園 市民の森

早朝YOGAクラブ

講師

田中博俊
俊 MIND & BODY

MINDY（ミンディー）

参加料 1回 1,500円 対象 小学生以上 どなたでもOK
持参物 ヨガマットまたはバスタオル
（屋外で使用できるもの）

●国際海浜エントランスプラザ

Re

fre

英国式庭園

■お問合せ・お申込み TEL 0985-32-1369 E-mail plaza@mppf.or.jp

●阿波岐原森林公園市民の森

■植物販売会

日時 9月25日
（日）7：00am～8：00am
（受付6：45～）※雨天中止
定員 20名
（事前申込）
定員になり次第締切

△

・ヨガ終了後には、水出しアイスティーとスコーンつき

日時 10月8日（土）10：00～ 場所 コテージ前
先着100名様へ花苗と花の種のプレゼント！ ※1家族1鉢

■お問合せ・お申込み TEL 0985-39-7308 E-mail shimin@mppf.or.jp
△
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参加者には花苗・球根とガーデンハウスカフェのドリンク券をプレゼント♪

御池（みそぎ池）

・ヨガ参加者には、コーヒー豆・クッキーをプレゼント

※事前申込が必要 ※小雨決行、大雨の場合は中止
■コーラス花壇植栽

日時 10月23日（日）10：00～11：30（受付9：30～） 集合場所 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17日（月）

!

日時 9月10日
（土）
･17日
（土）
･24日
（土）7：00am～8：00am
（受付6：45～）
※定員になり次第締切…雨天の場合 ※晴天の場合は人数制限なし
定員 13名
（事前申込）

■花苗無料配布・花の種プレゼント（提供：農林中央金庫 宮崎推進室）

日時 11月19日（土）、20日（日）10：00～16：30 場所 コテージ前
ジギタリスなどの越年草や冬の一二年草など販売します。

sh

第6回

■球根を使った寄せ植え教室
日時 11月19日（土）①11：00～･②14：00～、11月20日（日）③14：00～【全3回】
場所 英国式庭園入口前 定員 各回先着5名
（事前申込）
参加料 2,500円（鉢を持参される方は1,000円）

ジャック・オ・ランタンの実演作成
日時 10月30日（日）10:30～

お菓子をもらおう
日時 10月30日（日）10:00～16:30 対象 小学生以下
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名様】
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

平成28年10月10日（月祝）9:00～12:00

スポーツを中心に、家族でいろいろな種目や遊びに参加してみませんか？
赤ちゃんハイハイ競争

スポーツチャレンジコーナー

1人500円（保険料込）
各コース25名 ※事前申込

対戦型3人1組：500円
定員20組 ※事前申込

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。
※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。

▼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
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

KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園

多肉植物のアレンジ寄せ植え教室
●ペット相談会

●犬のマナー教室

各公園 : 先着 10 名（事前申込みが必要） 県立阿波岐原森林公園のみ実施

多肉植物とかわいい小物を使った
お部屋に飾って楽しめる寄せ植えを作ります♪

（随時対応、
事前申込み不要）

・・・・・・【参加無料】愛犬のマナー見直しませんか？・・・・・・

△

県立阿波岐原森林公園

日

10月10日
（月祝）※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7日（金）※定員になり次第締切

お申込み 〒880-0834 宮崎市新別府町上和田1336-1 TEL：0985-23-2635
お問合せ FAX：0985-23-2636 E-mai：awaki@mppf.or.jp

△

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

10月23日
（日）※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/宮崎県総合運動公園 受付・案内所 西側 申込締切/10月22日（土）※定員になり次第締切

時 10月10日
（月祝）
10：00～11：00
（受付9：30～）

集合場所 KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
受付･案内所内 大会議室
募集人数 先着10名
（事前申込）
参 加 料 1人1,500円
持 参 品 汚れても良い服装・園芸用手袋など

※当日は土日のため駐車料金が発生します。

電話・FAX 又はメールにてお問合せ･お申込み下さい

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

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園 管理事務所
電話：0985-58-6543 FAX：0985-58-4560 Email：undou＠mppf.or.jp

健康教室

秋の生き物観察会

「太極拳」

10月22日（土）10：00～11：00
（受付9：30～）※雨天中止
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。
場

所

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21日（金）※定員になり次第締め切り

参 加費

無料

講

初心者の方、
年齢を問わず参加していただき、
太極拳を通じてココロとカラダの元気を引き出す方法を勉強します。
（公社）日本武術太極拳連盟 公認Ａ級指導員/審判員である
大神憲子氏を講師として迎え、太極拳教室を開催します。

萩の台公園 トンボ池及び周辺

募集人数

日時 10月22日（土）10：00～12：00（受付9：30～）
場所 佐土原武道館
料金 お一人様300円
定員 30名（事前申込）

師 金丸 文昭氏（宮崎県環境保全アドバイザー）

持ってくる物
注意事項

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

ゆったりした動作なので
まずは一緒にやってみましょう !

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。

お問合せ･お申込み（直接申込･電話･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/

ン青島
宮交ボタニックガーデ

アレンジ展
宿根サルビア展・多肉

直接申込もしくは電話･FAX･E-mail にて下記の宛先までお申し込みください。
お申込み
お問合せ

久峰総合公園 管理事務所
電話･FAX：0985-73-2782 E-mail hisamine@mppf.or.jp

秋にきれいなアカリファ、
サルビア、
アキランサスなどで園内をビビットに彩ります。
宿根サルビ
アの展示会をはじめ、
オーナメンタルグラスやブーゲンビリアの販売会・講習会も開催します。
秋の心地よいひとときを植物と一緒に過ごしてみてはいかがでしょうか？

宿根サルビア展
多肉アレンジ展

▲ ▲

秋のフラワーショー

※イメージ

10月15
（土）
〜10月30日（日）
で
11月3日（木）
〜11月20日（日）※最終日は12時まで

◆先着100様に秋の一年草をプレゼント
（1家族1鉢）11月6日（日）9：30～なくなり次第終了

◆オーナメンタルグラス管理講習会

◆宿根サルビア販売会

◆ブーゲンビリア管理講習会

10月16日（日）10：00～11：00（受付9：30～）
定員 20名
（事前受付） 参加料 無料

10月23日
（日）11：00～16：00

11月13日
（日）10：00～11：00（受付9：30～）
定員 20名
（事前受付） 参加料 無料

学ぶ機会の少ないオーナメンタルグラスについてご紹介します。

◆オーナメンタルグラス販売会
10月16日（日）11：00～16：00
お庭のアクセントになるペニセタム、
ミューレンベルギア、
ススキなどを販売します。

◆宿根サルビア管理講習会

チェリーセージ、イエローマジェスティなど
色鮮やかな宿根サルビアを販売します。

華やかで人気の高いブーゲンビリア。
この機会にブーゲンビリアの管理について学んでみては？

◆エアプランツアレンジ教室
11月5日（土）10：00～11：00（受付9：30～）
定員 20名
（事前受付） 参加料 1,500円
お部屋に飾れるおしゃれなエアプランツのアレンジを
一緒に作ってみませんか？

◆多肉寄せ植え教室
11月20日
（日）10：00～11：00（受付9：30～）
定員 20名
（事前受付） 参加料 1,000円
かわいらしい多肉植物を使って、
おしゃれな寄せ植えを作ります。

10月23日（日）10：00～11：00（受付9：30～）
定員 20名
（事前受付） 参加料 無料

◆熱帯花木販売会

◆多肉アレンジオークション

11月12日（土）～13日(日)11：00～16：00

11月20日
（日）13：00～14：00

さわやかな香りで観賞用として幅広く知られる宿根サルビアの
上手な管理方法をご紹介します。

ブーゲンビリアをはじめ、ドンベアやゴールドシャワーなど
の熱帯花木を販売します。

おしゃれでかわいらしい多肉アレンジを手に入れるチャンス!?
どなたでも参加できます。

※「事前受付」の記載があるイベントについては事前にお申込みが必要となりますが、空きがある場合は当日参加も可能です。 詳細は管理事務所までお問合せください。
お問合せ･お申込み

宮交ボタニックガーデン青島（県立青島亜熱帯植物園） 管理事務所
宮崎県宮崎市青島2丁目12-1 Tel：0985-65-1042 Fax：0985-55-4803

花みどり友の会についてのお問合せはこちら

E-mail aoshima@mppf.or.jp http://mppf.or.jp/aoshima/

問合せ時間：月～金曜（8：30～17：30）
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