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各公園花の無料プレゼント一覧（1家族1鉢）
10/5（土）10：00～

久峰総合公園 噴水前広場

10/14（月祝）9：00～

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
受付･案内所前

10/19（土）10：00～

阿波岐原森林公園 市民の森
レストハウス周辺

一年草100鉢（先着）
一年草50鉢（先着）
一年草100鉢（先着）
10/26（土）10：00～

花苗100鉢（先着）
10/27（日）13：30～

一年草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
宮交ボタニックガーデン青島
デッキテラス周辺

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 URL http://mppf.or.jp/

今回は、私たちの生活に一番なじみのあるトロピカルフルーツ「バ
ナナ」に焦点を当てた展示を行います。知っているようで知らない
バナナの生態について楽しく学べる「トロピカルフルーツ展」、ぜひ
お越しください！

●パネル展「バナナの不思議展」
日時 9/21（土）～10/14（月祝）9：00～17：00

■青島サンデーマーケット
オーガニックナチュラルな暮らしを提案する日曜市です。

■秋の寄せ植え教室
日時 10/16（水）10：00～11：00
参加料 1人1,500円

使用した
秋の花苗を
ります。
場所 学習室 寄せ植えを作

■秋の一年草販売会（無人販売）
日時 10月頃予定

場所 ウッドデッキ周辺

秋の一年草を販売します。詳しい日付はHP等でご案内します。

9：00～17：00（無くなり次第終了）
場所 ウッドデッキ周辺
ご家庭でも気軽に栽培できるト
ロピカルフルーツの苗等を販売
します。

●バナナの重量当て
日時 10/12（土）～10/14（月祝）9：00～17：00
（最終日は14：00まで）
場所 ウッドデッキ周辺
一回の開花で100本ほど結実す
るバナナの重さを体験すること
ができます。実際に何キロの重
さがあるのか、持ってみて予想し
て下さい。

秋のトンボ池ではどんな生き物と出会えるかな？観察してみよう！
日時 9/29（日）10：00～11：00
（受付9：30～）※雨天中止

■秋のフラワーショー

場所 萩の台公園 トンボ池及び周辺

参加費 1人100円

講師 宮崎県環境保全アドバイザー 金丸 文昭氏
定員 20名（要事前申込、締切9/28）
※小学生以下は保護者同伴
持参物 帽子、長靴、タオル、水筒、虫取り網やカゴ、必要な方は着替え等

●トロピカルフルーツ苗販売会（無人販売）
日時 9/21（土）～10/14（月祝）

■秋の生き物観察会

定員 20名（要事前申し込み）

場所 青島インフォメーション
私たちの生活に一番なじみのあ
るトロピカルフルーツ「バナナ」
についてのパネル展。バナナの
生態や世界のバナナ料理など
紹介します。

萩の台公園

日時 9/22（日）
・10/27
（日）9：00～14：00 場所 芝生広場

園内はヤシ類と芝生が広がり、秋のブーゲンビリアがマウンテン
を彩ります。パパイヤ、バナナ、ハイビスカスの咲く花壇で、トロピ
カルな青島の秋をお楽しみ下さい。
日時 10/26（土）～11/10（日）8：30～17：00

●秋のフラワーコンテナガーデン

■お問合せ・お申込みはこちら
萩の台公園 管理事務所 宮崎市大字広原竹増迫7150
TEL 0985-30-2163 E-mail haginodai@mppf.or.jp
FAX 0985-39-5940 URL http://mppf.or.jp/haginodai/

特別史跡公園 西都原古墳群
■太古の星が夜空にきらめく！ 星空観察会

日時 10/26（土）～11/10（日）
場所 デッキテラス周辺
秋に咲くブーゲンビリア等のコ
ンテナガーデンで、
デッキテラス
周辺を色鮮やかに演出します。

●花苗プレゼント
日時 10/27（日）13：30～ 場所 デッキテラス周辺

※１家族１鉢

秋の都市緑化月間で、先着100名様に花苗をプレゼントします。

専門家による星座のお話を聞きながら、
夜空を眺めてみませんか？
天候が良ければ、
木星や土星、
夏から秋にかけての星々がみられます。
日時 10/5（土）18：30～20：30
（受付18：00～）
場所 西都原公園 第2古墳群駐車場

参加費 1人100円

●バナナの試食会

●植物販売会

日時 10/14（月祝）14：30～ 無くなり次第終了（先着50名様）

日時 10/27（日）9：00～14：00 場所 芝生広場（青島サンデーマーケット）

定員 先着30名（要事前申込、締切10/4）
※中学生以下は保護者同伴

場所 ウッドデッキ周辺

ブーゲンビリア、熱帯花木等を販売します。

持参品 敷物など

植物園で展示栽培しているバナ
ナを特別に試食することができ
ます。普段とは違う珍しいバナ
ナの味を体験してみてください。

■お問合せ･お申込みはこちら
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 URL http://mppf.or.jp/aoshima/

講師 宮崎県環境保全アドバイザー 蓑部 樹男氏
※曇天・雨天時は西都市児童館にてプロジェクター上映会
（集合場所も西都市児童館に変更）

■お問合せ・お申込みはこちら（西都市児童館でのお申込みも可能です）
特別史跡公園西都原古墳群 管理事務所 西都市大字三宅西都原5670
TEL 0983-42-0024 FAX 0983-42-0242
E-mail saito@mppf.or.jp URL http://mppf.or.jp/saito/

宮崎市久峰総合公園
■ノルディックウォーキング教室

■犬のマナー教室

■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

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園

■英国式庭園ワークショップ

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･メドー）をケイトウ・マリーゴールド・コリウスなど鮮や
かな秋の草花が彩ります。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。

愛犬とのふれあい方のコツ、学んでみませんか？
久峰公園のウォーキングロードを利用して、
自然を感じながらノル
ディックウォーキングを体験してみませんか？公認指導員を講師に
迎え、
用具
（ポール）
の使い方や正しい歩き方などを学び、
実際に園
内を歩きます。
日時 10/14（月祝）9：30～11：30
（受付9：00～）
集合 久峰総合公園 管理事務所
講師 ノルディック公認指導員

参加費 1人1,000円（貸ポール込）
吉開 修一氏

定員 先着25名（要事前申込、締切10/11）
※対象：小学生以上

期間 10/26（土）～11/24（日）

場所 KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園
受付･案内所西側の駐車場
講師 キジマ警察犬訓練所

●花苗・花の種プレゼント

（提供：農林中央金庫 宮崎推進室）

参加費 無料

日時 10/26（土）10：00～

定員 先着10組（要事前申込、締切10/11）
■お問合せ・お申込みはこちら ※土･日･祝日は駐車料金が発生します
KIRISHIMA ヤマザクラ 宮崎県総合運動公園 管理事務所
宮崎市大字熊野1443-12 TEL 0985-58-6543 FAX 0985-58-4560
E-mail undou@mppf.or.jp URL http://mppf.or.jp/undou/

服装 動きやすい服装

阿波岐原森林公園 市民の森

■犬のマナー教室

場所 国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園

日時 10/14（月祝）10：00～11：00
（受付9：30～）※小雨決行

場所 英国式庭園コテージ前
先着100名に花苗と
花の種をプレゼント！（1家族1鉢）
日本ミツバチの“みつろう”を使ったフェイスクリームやせっけん作
り、園内の植物を使った染色などを月に1度開催します。
英国式庭園の静かな雰囲気の中、ゆったりとした手作りの時間を
過ごしてみませんか？
場所 国際海浜エントランスプラザ 英国式庭園ガーデンハウス

■犬のマナー教室

時間 10：00～11：30
（受付9：45～） 講師 Beehappy 内田 智子 氏
定員 各回10名
（要事前申込）
日程

愛犬とのふれあい方のコツ、学んでみませんか？

愛犬とのふれあい方のコツ、学んでみませんか？

（受付9：30～）※小雨決行
日時 11/4（月祝）10：00～11：00

日時 10/26（土）10：00～11：00
（受付9：30～）※小雨決行

場所 久峰総合公園 ゲートボール場

場所 市民の森 管理事務所前

参加費 1頭300円

参加費 1頭300円

講師 キジマ警察犬訓練所

講師 キジマ警察犬訓練所

定員 先着10組（要事前申込、締切11/2）

定員 先着10組（要事前申込、締切10/25）

■お問合せ・お申込みはこちら
宮崎市久峰総合公園 管理事務所 宮崎市佐土原町下那珂13754
TEL･FAX 0985-73-2782 E-mail hisamine@mppf.or.jp
URL http://mppf.or.jp/hisamine/

■お問合せはこちら
阿波岐原森林公園 市民の森 管理事務所
宮崎市阿波岐原町産母128 TEL 0985-39-7308 FAX 0985-39-7328
E-mail shimin@mppf.or.jp URL http://mppf.or.jp/shimin/

●全ての講座に紅茶･お菓子付き

内容

参加料

9/19（木） ストールの草木染め（コチニール）

3,200 円

10/17（木） ブーゲンビリアで「レイ」作り

2,800 円

11/21（木） 幸せのはちみつフェイスクリーム作り

2,800 円

12/19（木） みつろうのキャンドル作り

2,800 円

1/16（木） 幸せのはちみつフェイスクリーム作り

2,800 円

2/20（木） 幸せのはちみつフェイスクリーム作り

2,800 円

3/19（木） ストールの藍染め（インド藍）

3,200 円

※日程や内容は変更になる場合があります。

カボチャ探しゲーム【先着50名様】

日時 10/27（日）10：00～無くなり次第終了 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！

松ぼっくりを使ったハロウィン飾りを作ろう

日時 10/27（日）10：00～16：30
（無くなり次第終了）
対象 小学生以下
料金 1個100円

●植物販売会

日時 11/17（日）10：00～16：30 場所 コテージ入口前

●コーラス花壇植栽（要事前申込）
※小雨決行、
大雨の場合は中止

日時 11/17（日）10：00～16：30
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 11/8（金）
参加者には、花苗と球根のプレゼント！

■お問合せ・お申込みはこちら
国際海浜エントランスプラザ 管理事務所
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/

