
〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田4-1-1
TEL 028-659-5868  FAX 028-659-3481  URL http://www.park-tochigi.com/

公益財団法人 栃木県民公園福祉協会

とちぎ
わんぱく
公園

入場無料

10/7 8日9月土

《全会場同時開催》
祝

TOCHIGI GREEN FESTA 2017TOCHIGI GREEN FESTA 2017

とちぎグリーンフェスタとちぎグリーンフェスタ

※イベント内容は予告なしに変更する場合があります。※環境配慮のため、公共交通機関の利用か乗り合わせで
のご来場にご協力ください。※その他、主に次の環境配慮活動に取り組みます。〔●主催者・関係団体が会場で
排出したゴミは、分別のうえ適正処理に努めます。●物品販売、体験講座による作品制作、チラシ等の配布を行
うため、ご来場の皆様にはマイバッグ持参を推奨します。●イベント終了後に会場清掃を実施します。〕

とちぎわんぱく公園 〒321-0211 壬生町大字国谷2273 TEL 0282-86-5855
URL http://www.park-tochigi.com/wanpaku/

井頭公園 〒321-4415 真岡市下籠谷99 TEL 0285-83-3121
URL http://www.park-tochigi.com/igashira/

那須野が原公園 〒329-2747 那須塩原市千本松801-3 TEL 0287-36-1220
URL http://www.park-tochigi.com/nasunogahara/

みかも山公園 〒329-4308 栃木市岩舟町下津原1747-1 TEL 0282-55-7272
URL http://www.park-tochigi.com/mikamo/

日光だいや川公園 〒321-1263 日光市瀬川844 TEL 0288-23-0111
URL http://www.park-tochigi.com/daiyagawa/

とちぎグリーンフェスタ2017
開催会場

井 頭 公 園

那 須 野 が 原 公 園

■会場までのアクセス・お問い合わせ先

とちぎわんぱく公園のキャラクター
「ピッピ＆ピコ」
Ⓒ1998スタジオジブリ

とちぎわんぱく公園のキャラクター
「ピッピ＆ピコ」
Ⓒ1998スタジオジブリ

※写真は過年度の
　ものです。
※写真は過年度の
　ものです。

各会場先着100名
各会場で苗木の配布が
あるよ！
配布時間・場所は　
　各会場に聞いてね♪

9:00～16:30
10/6 9金 月

㊗
●友の会秋の展示会

緑の相談所友の会県北支部会員による、山野
草・盆栽・小品盆栽の展示です。

●友の会秋の展示会・
　グリーンバザール

緑の相談所友の会真岡支部
会員による、盆栽や山野草
等の展示と即売を行います。

9:00～17:00
10/5 9木 月

㊗

太田
桐生 I.C 佐野

田沼 I.C

足利 I.C

10/7土

■主　　　催
■協賛・協力

■後　　　援

栃木県、（公財）栃木県民公園福祉協会
（一財）栃木県環境技術協会、栃木県地球温暖化防止活動推進センター、（公財）鹿沼市花木センター公社、園芸福祉とちぎ
日本ハンギングバスケット協会栃木支部、栃木県造園建設業協同組合、栃木県公園事業協同組合、渡辺建設（株）、（株）カンセキ
栃木県園芸商協会、壬生町立壬生小学校、壬生町立壬生東小学校、壬生町立羽生田小学校、壬生町立藤井小学校
壬生町、（公財）とちぎ未来づくり財団、（公財）栃木県農業振興公社、（一財）壬生町施設振興公社、（一社）栃木県造園建設業協会
（一社）栃木県幼稚園連合会、下野新聞社、NHK 宇都宮放送局、栃木放送、エフエム栃木、とちぎテレビ、栃木県緑の相談所友の会

とちぎ
グリーンフェスタ
ホームページ

みかも山公園みかも山公園

井頭公園井頭公園 那須野が原公園那須野が原公園

日光だいや川公園日光だいや川公園

10月は都市緑化月間です。
緑豊かな公園で遊ぼう！

10/8日

10:30～/14:30～
秋から春に楽しめる小さな寄せ植えをつくります。

材料費 500円●寄せ植え教室

11:30～先着 200名（無料）●おしるこ振る舞い

苔玉やクラフトづくりなど受講生が趣向を凝らした体験講座を行います。

材料費実費
●緑化ボランティアリーダー養成講座
　受講生による「クラフト体験講座」

13:00～15:00

9:00～●フリーマーケット
家庭で不用になった品物をリサイクル販売します。

10/8日

受講者が持参した盆栽を教材にして、整枝（針金掛け等）方法を指導します。
●盆栽教室 10:00～12:00材料費実費事前申込 定員 20名

10/9月㊗ 10:00～15:00●子犬とあそぼう
かわいい子犬と触れ合ってください。

11:00～/13:30～●ダンスショー
地元アイドル（ガールズキュービー）による公演です。

10:00～/13:00～●ちびっこゲーム大会
小さな子どもから楽しめるゲームを行います。

演奏体験あり
11:00～/13:30～●黒磯巻狩太鼓

地域の愛好家による勇壮な太鼓
の演奏をお楽しみください。

先着 100名●苗木の配布 10:00～/13:00～

即売あり

●陽だまり
　オータムライブ

秋空のもと、懐かしの歌謡曲、フォークソング、バルー
ンパフォーマンスなどをお楽しみください。
（※バルーンパフォーマンスは９日㊊㊗のみ）

11:00～

●秋バラ
290種2,100本のバラが植栽
されており、秋バラは春と
比べ、やや小ぶりながら深
い色合いが美しく、一味
違った趣を感じさせます。

10/7土 ●苗木の配布
先着 100名 11:00～

8:30～17:30
10月上旬

午前･午後 各15名

10/7 9土 月
㊗

10/8日 ●クラフト
　体験教室

第５回緑化ボランティアリーダー養成講座修了生に
よるクラフト体験講座です。ひょうたんランプづく
りと多肉植物の寄せ植えを行います。

10:00～15:00
定員 各50名



期間中 お楽しみいただけます毎日

日光だいや川公園

10/8日

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

9:00～16:00

とちぎわんぱく公園

※天候等により変更になる場合があります。　※写真はイメージです。

有　料 10:00～16:00

●わんぱくアトラクション

日光だいや川公園

み か も 山 公 園

11:00～12:00
葉生音（はぶね）の会による、どこか懐かしさを感
じる葉笛の演奏会です。

●葉笛演奏会

13:00～14:00
オカリナ奏者石塚正美氏と昭子夫人の電子ピアノや
打楽器などによる演奏会。柔らかな音色をお楽しみ
ください。

●オカリナ演奏会

10:30～15:30

今市工業高校によるミニソーラーカー乗車体験です。

●ミニソーラーカーに
　乗ってみよう！

9:00～17:00
秋の風景をイメージした小品
盆栽展です。

即売あり

●手のり盆栽展Ⅱ

10:00～15:00

緑化ボランティアグループ
「日光花咲人」によるクラフト
体験イベントです。

●クラフト
　体験教室

9:00～16:00
出店は事前申込
出店料 1,020円

衣類、玩具、雑貨等のお店が軒を
連ね、楽しみながらお買い物がで
きます。

●フリーマーケット

10:00～15:30
緑の相談所友の会県西支部による山野草などの草花
の即売会です。

●草花即売会

10:00～16:00
焼きそばやコロッケ、カツサンド等の他、わたあめや射
的などの縁日コーナー等がお楽しみいただけます。

●売店・物産店

13:00～16:00

日光の杉を使った工作体験コーナーです。

●元気な森づくりの日
　記念イベント

先着100名 11:00～●苗木の配布

10/9月㊗
10:00～16:00参加費 100円材料がなくなり次第終了

●木の板に絵を描こう！
（トールペイント体験）

公園名の焼印の入った木の板に自由に絵を描きます。

東・南・西口から乗車したお子様に
ちょっとしたお菓子をプレゼント。

●フラワートレイン
　キャンディープレゼント

緑の相談所友の会県南支部による植物の即売会等です。
●秋のグリーンバザール 10:00～16:00

ボビンレースとは、木製のボビンに麻糸を巻き、型紙に針を刺しながら編
むレース。ブティは南フランス伝統のホワイトキルト。凹凸の陰影から白
の彫刻とも呼ばれます。この機会に、技法の素晴らしさをご覧ください。
西口香楽亭にお越しください。

●ボビンレース・ブティ展 10:00～16:00※最終日は15:00まで

定員 25名
事前申込 10:00～12:00

みかも山を歩きながら、キノコの種類や特徴について
学びます。

●みかも山きのこ探検

11:00～/13:30～
昭和の流行歌をギターで演奏しながら歌います。

●楽団二人  ～昭和の流行り唄～

10:00～12:00

定員 25名
事前申込

期間中毎日 10:00～14:00●パラグライダー地上体験
パラグライダーの地上体験。みかも山ハング・パラ
グライダークラブの皆さんがパラグライダーの魅力
を伝えます。

期間中毎日

10/7土

10/7土

10/8日

●木を観て歩こう
　みかも山

みかも山を歩きながら、木について学ぶ観察会です。
木の実の試食もあります。

●ラベンダーサシェと
　寄せ植えポット

ハーブ園で収穫したラベンダーを使ったサシェづくり
と、秋の花で彩る寄せ植えを行います。寄せ植えポッ
トは一家族ひとつでお願いします。

10:00～
サシェ　  50円
定員 100名
寄せ植え 100円
定員 200名

先着 150名

佐野市茶華道協会の協力による「秋の
お茶会」です。みかも山を眺めながらい
ただくお茶は格別です。万葉庭園でゆっ
たりとした時間をお楽しみください。

●万葉庭園  秋のお茶会 11:00～

●苗木の配布 先着 100名

●みかも山LIVE
　西口ハーブ園

様々なジャンルの音楽を演奏します。

10:30～15:00

期間中 お楽しみいただけます毎日

❶縁日広場　❷キッズボート　❸わんぱくトレイン　❹カラフルの森
❺ウォーターバルーン　❻ミニトレイン

●わんぱく
　歌のステージ
壬生東小学校合唱部

14:00～14:30

壬生町立壬生東小学校の児童による合唱を
お楽しみください。

●徳原真人さんの夢花壇
　「ピッピとワンダフルガーデン」
●県民花飾り〈小学生の部〉
●県民花飾り〈ガーデニングコンテスト作品展〉

●沼尻將惠さんの
　フォトポイントガーデン
●ハンギングバスケットの会場飾り
●園芸福祉とちぎ創作花壇

定員になり次第終了
材料費 300～500円

10:00～15:00

●わんぱくおもちゃまつり 10:00～16:00

おもちゃのジェットコースターやチョロQ
を走らせて遊ぶコーナーです。

〈おもちゃ遊びコーナー〉ちゃも屋

●ヨッシーのわんぱくパフォーマンス

秋のステージは、ハラハラドキドキのジャ
グリングやバルーンパフォーマンスなどの
大道芸で決まり！素敵なステージショーを
お楽しみください。

11:00～11:30① 14:00～14:30②

●木の実を使った
　クラフト工作
園芸福祉とちぎ
誰でも手軽にできる簡単なクラフト体験です。
自分だけの素敵な作品をお作りください。

10:00～15:30●地球温暖化防止
　体験コーナー
栃木県地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化や地球環境について、いろいろ
な体験をしながら考えてみよう。

10/9月㊗

10/8日
●木の実でつくろう！
花咲わんぱく隊
わんぱく公園で採れたどんぐりなどの木の
実を使って工作をします。

●ピッピとあそぼう
先着30名ピッピと一緒にジャンケ

ンゲームであそぼう。
勝ったお友だちには景品をプレゼント。

13:00～13:30

材料費 1,500円
定員 ２日で25名

●箱庭づくり
日本ハンギング
バスケット協会栃木支部
ケースの中に多肉植物などを使ってオリジ
ナルガーデンをつくります。

11:00～15:00

10:00～15:30
材料代実費

●わんぱくおもちゃまつり

玩具、文具、絵本など子
ども用リサイクル品のフ
リーマーケットです。

〈おもちゃの
　フリーマーケット〉

10:00～16:00
出
店
•事前申込
•出店条件あり
•９月24日まで
受付（先着順）
•出店料 500円

10/9月㊗

期間中毎日

10/7土

●「竹を削ってマイ箸を
つくろう」教室
参加費 100円 9:30～材料がなくなり次第終了

エコをテーマに竹を削って自分の箸をつくる体験教
室です。

●ハンギング
　バスケット講座
日本ハンギング
バスケット協会栃木支部
春まで楽しめる花苗を使ってのハンギング
バスケットづくり。

11:00～15:00
材料費 2,800円
定員 10名

10/7 8土 日

10:00～16:00
乗車料金実費 １人１個
お菓子がなくなり次第終了

11:00～

●わんぱく和太鼓
下野八汐太鼓
迫力満点の力強い和太鼓の
演奏をお楽しみください。

11:00～11:30①
14:00～14:30②
演奏体験あり

10:00～12:00

小さなかわいい植物を整枝し、手のひらサイズの小
盆栽に仕立てる実技と、その後の管理を学びます。

事前申込 定員 30名参加費 1,000円
●手のり盆栽の作り方Ⅱ

先着100名
12:00～

●苗木の配布
※時間は前後する場合があります。


