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お知 ら せ イ ベ ン ト 一 覧
～10月1日（日）※火曜日を除く

植物園ライトアップ

宮交ボタニックガーデン青島

9月16日（土）･18日（月祝）･20日（水）

ナイトビーチミンディー2017

みやざき臨海公園

9月16日（土）･23日（土）･30日（土）

早朝YOGAクラブ

国際海浜エントランスプラザ

9月17日（日）

MORNING BEACH YOGA

みやざき臨海公園

9月18日（月祝）

佐土原体育館 第7回ファミリースポーツ大会

宮崎市佐土原体育館

9月24日（日）

早朝YOGAクラブ

阿波岐原森林公園 市民の森

9月24日（日）

親子釣り大会

みやざき臨海公園

9月30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7日（土）～11月19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9日（月祝）

犬のマナー教室

県立阿波岐原森林公園

10月21日（土）

健康教室「太極拳」

宮崎市佐土原武道館

10月21
（土）～11月12日（日）

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（日）

太古の星が夜空にきらめく！天体観測会

特別史跡公園 西都原古墳群

10月26日（木）

地引網体験

みやざき臨海公園

各公 園 花 の 無 料 プ レ ゼ ン ト 一 覧（ 1 家 族 1 鉢 ）
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7日（土）10：00～

ホリホックの苗100鉢（先着）

10月8日（日）13：30～

秋の一二年草ミックス50鉢（先着）

特別史跡公園西都原古墳群 第2古墳群 駐車場

10月9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9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9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9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 噴水前広場

10月22日（日）13：30～

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 デッキ周辺
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第7回

平成29年9月18日（月祝）9：00～13：00

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
ハイハイ競争の

赤ちゃんハイハイ競争

親子ふれあい体操

1人500円（保険料込）
各コース25名

1組500円（保険料込）参加者は無料♪
各回先着15名（持参品：バスタオル）

Aコース：8～10カ月10：00~
Bコース：11・12カ月11：00~

①10：00～10：40 ②11：00～11：40
対象：小学生以下の親子（ペア）

スポーツチャレンジコーナー

ストリートスポーツ体験会

1人500円（保険料込）

1人500円（保険料込）
先着20名（対象：小学生以上）

様々な種目を自由に楽しめます！
（卓球バレー、卓球、バドミントン、 BMX・フリースタイルフットボール・
フライングディスクなど全9種） スケートボード・インラインスケートの体験

サルコーウォーキング
参加無料（定員なし）
10：00～スタート予定
持参品：タオル、飲み物
・試食コーナー
・お楽しみ抽選会
も開催予定！

※各イベントへの参加は、
事前申込が必要です。

▼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

トンボ池で見つけよう！

秋の生き物観察会
10：00～11：00(受付9：30)

場所

日時

2017.9.30（土）

講師

応募
締切

みやざき臨海公園 サンビーチ一ツ葉 南ビーチ
参加費：1,000円
（保険料含む）
※予約不要、
未就学児不可
※靴は脱いで行います。
持ち物：動きやすい服装、
フェイスタオル、
砂浜に敷くバスタオルもしくはヨガマット、
飲み物

9月

16日
（土）
18日
（月祝）
･20日
（水）18：30スタート（約1時間）
講師：Mindy hiro(田中 博俊）TEL：090-6117-3210
ナイトビーチミンディ（イベントの詳細、雨天時の有無など）

お問合せ

MORNING BEACH YOGA

みやざき臨海公園 サンビーチ一ツ葉 南ビーチ
参加費：1,000円
（保険料含む）
※予約不要
※靴は脱いで行います。
持ち物：動きやすい服装、
フェイスタオル、
砂浜に敷くバスタオルもしくはヨガマット、
飲み物

9月17日（日）7：00～8：00 ※雨天中止

秋のトンボ池では
物と
どんな生き物や植
出会えるかな？！
観察してみよう！！

参加費

ナイトビーチミンディ2017

萩の台公園 トンボ池

宮崎県環境保全アドバイザー 金丸文昭 氏

無料
9月29日
（金）
※定員になり次第締 切

募集
人数

20名（小学生以下は保護者同伴）

準備物

帽子、長靴、軍手、タオル、水筒、
虫捕り網・カゴ、筆記用具

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/

お問合せ

講師：SILKAID代表 福留 有哉 TEL：090-3418-2769
Silkaid
（イベントの詳細、中止のお知らせなど）

県立阿波岐原森林公園
10月9日（月祝）

10：00～11：00(受付9：30～）

愛犬のマナー
見直して
みませんか？

場所 県立阿波岐原森林公園 管理事務所前
定員 先着10組 参加料 無料
申込締切 10月6日
（金）※定員になり次第締切
協力/キジマ警察犬訓練所
公益社団法人 日本愛玩動物協会 宮崎県支所

■直接申込・TEL･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。

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

宮崎市佐土原武道館

みやざき臨海公園

平成29年10月21日
（土）
10:00～12:00(受付9:30～）
太極拳を通じて、
体を動かすことの素晴らしさを体験しましょう！！
性別・年齢は問いません！どなたでもご参加ください♪

講

師

（公社）
日本武術太極拳連盟
公認Ａ級指導員/審判員

親子釣り大会 9月24日（日）9：00〜11：30 ※荒天中止
初心者でも大丈夫！釣りの経験が無い人も、日本釣振興会スタッ
フが仕掛けから餌の付け方や釣り方までを丁寧に指導します。

大神 憲子 氏

募集人数

定員30名(事前申込みが必要です）

募集締 切

10月20日（金）※定員になり次第締 切

参 加 費

お1人様300円

準 備 品

動きやすい服装、スポーツタオル、
飲み物

場
所：公園内 サンマリーナ宮崎 釣り護岸
豪華賞品あり！
参 加 料：1人500円（保険料・エサ代含む）
定
員：小学生以下の親子 10組
持 参 品：釣竿（投げ釣り用）※レンタルあり（200円）
申込締切：9月20日
（水）※定員になり次第締切

お申込み･お問合せ 久峰総合公園 管理事務所

協力/公益財団法人 日本釣振興会 宮崎支部

電話･FAX：0985-73-2782 E-mail hisamine@mppf.or.jp

地引網体験 10月26日（木）10：00〜12：00 ※荒天中止
太古の星が夜空にきらめく！

昔ながらの漁法
「地引き網」を体験してみませんか？
みやざき臨海公園にはどんな魚がすんでいるのか調べてみよう！

天体観測会

場
所：公園内 サンビーチ一ツ葉 北ビーチ
参 加 料：無料
定
員：30名（対象：小学生以下）
そ の 他：汚れてもよい服装でお越しください。
申込締切：10月20日
（金）※定員になり次第締切

専門家の解説のもと、
星座のお話とともに天体望遠鏡で秋の夜空を観測します。
天候が良ければ、
土星・夏の大
三角形・天の川などが見られるかも…！当日、
天体望遠鏡を持参出来る方は取り扱い方法も学ぶことができます♪

10月22日
（日）
18：30～20：30
（受付18：00～）
場所：特別史跡公園西都原古墳群 第２古墳群駐車場
講師

宮崎県環境保全アドバイザー

蓑部 樹生 氏（たちばな天文台台長）

30名（中学生以下保護者同伴） ※申込締切10/20（金）、定員になり次第締切
参加料 1人100円
（保険料として） 持参品 敷物、持っている方は天体望遠鏡
募集人数

※曇天・雨天時は西都市
児童館にてプロジェク
ター上映会となります。
※望遠鏡の取り扱いを希
望する方は、受付30分
前
（17：30）
に集合してく
ださい。

主催/指定管理者：一般財団法人みやざき公園協会・西都市児童館 指定管理者：特定非営利活動法人さいと旗たて会

■電話･FAX･直接申込のいずれかにて下記の宛先にお申し込みください。

西都市児童館 電話･FAX：0983-43-6117
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
2017.10.7.Sat~11.19.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1300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。

■アフタヌーンティーセット【期間限定】
期間 10月7日（土）～11月19（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）

協力/宮崎県立宮崎海洋高等学校
※天候による開催の有無については、前日15時に判断いたします。
みやざき臨海公園 マリンセンター（管理事務所） 指定管理者：マリンパークス
TEL 0985-62-2665 FAX 0985-62-2773
E-mail marineparks@mppf.or.jp URL http://mppf.or.jp/marineparks/

宮交ボタニックガーデン青島

秋のフラワーショー
◆青島サンデーマーケット
10月22日
（日）
9：00～14：00

◆先着100様に
秋の一年草をプレゼント
（1家族1鉢）
10月22日
（日）
13：30～なくなり次第終了

場所：デッキ周辺

■コーラス花壇植栽（事前申込が必要） ※小雨決行、大雨の場合は中止
日時 10月22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16日（月）

◆秋の寄せ植え教室

10月22日
（日）
10：00～11：00（受付9：30～）

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♪

定員：20名（事前受付）
参加料：1,500円 場所：イベント広場

ハロウィンイベント

秋にぴったりな植物を使った寄せ植え教室です。

ジャック・オ・ランタンの実演作成

＜空きがあれば当日でも参加可能です＞

日時 10月29日（日）10:30～

お菓子をもらおう
日時 10月29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】

■紅茶の日
日時 11月1日（水）10：00～16：30 場所 英国式庭園ガーデンハウス
内容 紅茶を注文していただいた方にはお菓子のサービス♪
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

場所：芝生広場

オーガニックナチュラルな暮らしを提供する日曜市です。
秋に色濃い宿根サルビアなどの宿根草や、一年草も販売します！

日時 10月7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
日時 11月18日（土）、19日（日）10：00～16：30 場所 コテージ入口前
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。

11月12日（日）

残暑が終わり、
花が濃く色づくこの季節。
サルビアやアキランサス、ケイトウなどの秋の草花が園内を華麗に彩ります。
ここでしか味わえない華やかな秋をご観賞下さい。

■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）

■植物販売会

10月21日（土）

植物園ライトアップ開催中！
～2017年10月1日（日）まで～
▼開園時間▼
8：30～21：00（ライトアップ点灯18：30～21：00）
毎週火曜日8：30～17：00（大温室休館日･ライトアップお休み）
▼ナイトカフェオープン ▼
期間中の金・土曜日

フィナーレイベント ：2017.9.30.Sat
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
E-mail aoshima@mppf.or.jp http://mppf.or.jp/aoshima/

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）
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