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そとあそびプログラム

つくるプログラム

おはなしプログラム

自然体験プログラム

ヤギにふれてみよう

農業体験プログラム

●印は１ヶ月前から電話又
は管理事務所にて受付開
始。
●印は当日直接会場へお越
しください。
　団体でのお申込は受け付
けておりませんのでご了承
ください。

季節のイベント

わんぱく公園感謝デー

 ※毎月第3日曜日は「家庭の日」です、公園施設の一部が小人無料となります。詳しくは、各公園管理事務所へ。

参加費：無料
●ヤギのおさんぽタイム
日時：4/9(日)、6/3(土)
　　　13：00～ 14：00
場所：なかよし農園付近
●こども飼育員になろう
日時：5/27(土)10：30～ 11：30
場所：なかよし農園　ヤギ小屋
対象・定員：小学生10名

●わんぱくクラブ
 （1）収穫以外の回
　4/15(土) コーン畑の準備
　4/22(土) コーンの種まき
　5/13(土) 田植え
　5/20(土) サツマイモの苗植え
　対象：4歳～中学生
 （2）収穫回
　6/10(土) ジャガイモの収穫①
　6/17(土) ジャガイモの収穫②
　対象：今年の農業体験に参加
　　した事がある4才～中学生
時間：受付 9：30～ 9：45
　　　作業 9：45～ 11：30
場所：受付　はろーわーく
　　　活動　なかよし農園
参加費：無料

会場：ぱなぱな工房
●和紙ちぎり絵教室
＜しゅんこう認定講師
　　　　　　　中田紀子さん＞
日時：4/20(木)･5/18(木)･
　　　6/15(木)
　　　各日10：00～ 12：00
対象・定員：大人の方・若干名
材料費：各回1,000円～
●ガーデニングスケッチ
　（初歩講座）

＜明星大学デザイン学部講師
　　　　　　　佐藤勇武さん＞
日時：4/27(木) 13：00～ 15：00
対象・定員：大人の方・20名
参加費：1,000円
●ステンドグラス風
　　　　　‘ディンプルアート’
＜アトリエピサロ 簗昌子さん＞
日時：4/29(土) 10：00～
対象・定員：どなたでも・40名
参加費：800円
●コロコロたまご作り
＜マジカル・モーメンツ
　　　　　　小澤奈名子さん＞
日時：4/30(日) 10：00～ 12：00
対象・定員：どなたでも・40名
参加費：500円
●こどもちぎり絵
　　　　　～動物を貼ろう～
＜和紙ちぎり絵サークル虹の会
　　　　　　　中田紀子さん＞
日時：5/3(水) 10：00～ 12：00、
　　　13：30～ 15：30
対象・定員：どなたでも・各回15名
参加費：450円
●籐で編むプチトレー
＜真木雅子ラタンアートスクール
　　　　　　　竹内広子さん＞
日時：5/4(木) 10：30～
対象・定員：どなたでも・20名
参加費：500円
●ラタンアクセサリー
＜山中ラタン教室  山中郁子さん＞
日時：5/6(土) 10：00～ 12：00、
　　　13：30～ 15：30
対象・定員：どなたでも・各回15名
参加費：700円
●マーブル染めのハンカチを
　つくろう
＜吉清染色　吉田隆勝さん＞
日時：5/7(日)
　　　10：00～、13：30～
対象・定員：どなたでも
参加費：Ｍ450円、Ｌ600円、
　　　　スカーフ2,000円
●大人のスケッチ講座
＜明星大学デザイン学部講師　
　　　　　　　佐藤勇武さん＞
日程：5/11(木)､ 5/25(木)､
　　　6/8(木)､ 6/22(木)
時間：各日13：00～ 15：00
対象・定員：全日程参加できる
　　　　　大人の方・20名
参加費：各回1,000円
●オリジナルマイカップorプレート
日時：5/21(日) 10：00～ 12：00
対象・定員：どなたでも・24名
参加費：各500円
●大人の陶芸教室
＜陶芸家　高野邦子さん＞
日程：①6/14(水)､ ②6/28(水)
時間：①は9：30～または13：30～、
　　   ②は9：30～
対象・定員：両日参加できる大人
　　　　　 の方・12名
参加費：各回1,000円
●加工にチャレンジ！
　　　　　ウメジュース作り

日時：6/24(土) 10：00～ 11：00
対象・定員：親子・8組
参加費：700円

●うぐいす笛をつくろう
＜宮のものづくり達人
　　　　　　　坂井楞山さん＞
日時：4/2(日)10：30～ 15：00
　　　（随時受付）
場所：ぱなぱなのまちステージ
対象：どなたでも
参加費：100円
●むかしあそび
＜栃木県シルバー大学校南校
　　　　ネットワークみなみ＞
日時：4/16(日)10：00～ 15：00
　　　（随時受付）
場所：こどもの城１階
対象：どなたでも
参加費：無料
●カヌー体験教室
＜カエルアドベンチャー＞
日程：4/29(土)・4/30(日)
時間：各日10：00～ 12：00、
　　　13：30～ 15：30
集合場所：カヌーの家
　　　　　（活動は冒険の湖）
対象・定員：小学3年生以上・
　　　　　 各回12名
参加費：1,500円
●全国一斉あそびの日
　　わんぱくポイントウォーク
＜たまごクラブ＞
日程：5/14(日)受付：9：00～、
　　　活動：9：30～ 12：00
受付場所：虹の広場（活動は園内）
対象・定員：3～6人のグループ・
　　　　　30組
参加費：１人100円
●ふれあいイベント
＜栃木県シルバー大学校南校＞
日時：5/27(土)10：00～ 14：30
　　　（随時受付）
場所：風の原っぱ
対象：どなたでも
参加費：無料

●バードウォッチング
＜日本野鳥の会栃木
　小堀脩男さん・川田裕美さん＞
日時：4/8(土) 8：45～ 11：45
集合場所：ぱなぱな工房
　　　　　（活動は園内）
対象・定員：小学3年生以上・15名
参加費：500円(テキスト付)
●オオムラサキの放蝶会
＜みぶファーブル会＞
日時：6/3(土) 10：00～ 12：00
集合場所：ぱなぱな工房
対象・定員：4歳～小学生・24名
参加費：無料

参加費：無料
●おはなしきかせて
日時：4/2(日)･6/4(日)
　　　各日11：00～
語り手：みすず民話とちぎ
場所：こどもの城１階
　　　みんなの部屋
●おはなしいっぱいスペシャル！
日時：5/5(金)
語り手：みすず民話とちぎ
　　　　＆野州かたりの会
時間：10：30～、11：20～、
　　　13：00～、14：00～、
　　　14：45～
場所：ぱなぱな工房

参加・観覧無料
●Ta２★パフォーマンスショー
日時：4/1(土)11：00～、14：00～
●オカリナコンサート
日時：4/9(日) 13：00～
●花当ておさんぽ
日時：4/22(土)･23(日)
　　　10：30～ 15：00
場所：夢花壇
対象・定員：どなたでも・
　　　　　　各日200名
●こいのぼりをかざろう
日時：4/29(土)～5/5(金)
　　　各日9：30～ 17：00
場所：こどもの城２階入り口
●ＹＪＣダンスライブ
日時：5/3(水)11：00～、14：00～
●バルーンヒロ★
　　　パフォーマンスショー
日時：5/4(木)11：00～、14：00～
●わんぱく和太鼓演奏
日時：5/5(金)11：00～、14：00～
●ＮＡＫＡＺＡＷＡ ＳＣ
　ゆかいなリフティングショー
日時：5/6(土)11：00～、14：00～
●こどもわんぱくよさこい
日時：5/6(土)12：00～、15：00～
●バルーンさくら★
　　　パフォーマンスショー
日時：5/7(日)11：00～、14：00～
●県民の日協賛！県民クイズラリー
日時：6/10(土)､ 11(日)
　　　各日10：30～ 15：00
受付場所：虹の広場
対象・定員：どなたでも・各日615名
●わんぱく絆翔まつり
日時：6/11(日)11：00～、14：00～
●ジューンブライドダンスライブ
日時：6/25(日)11：00～、14：00～

●園内の除草作業などを行います。
実施日：5/21(日)･6/18(日)
時間：集合 9：15
　　　作業 9：30～ 11：30
集合場所：虹の広場（作業は園内）
対象・定員：小学生以上・各回50名
報償：小中学生500円、
　　　高校生以上1,000円


