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10月は都市緑化月間です。花緑豊かな公園でいっぱい遊ぼう！
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Ⓒ1998スタジオジブリ
「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

花みどりの講座や
　イベントが
　　盛り沢山‼

注目
!!!

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♪

各会場先着 100名
注目
!!!

■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、日本ハンギングバスケット協会栃木支部
園芸福祉とちぎ、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、壬生町立壬生東小学校
壬生町立睦小学校
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、みぶハイウェーパークみらい館
（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

とちぎわんぱく公園 検索

または、各公園名で検索

緑の相談所友の会県北支部による山野草・盆栽・小品盆栽の展示会です。
●友の会秋の展示会 9:00～16:30

期間中毎日 ●フォトフレーム花壇
ハロウィンをテーマにした花壇にフォトフレームを設置し
ます。記念撮影や思い出づくりにご自由にお使いください。

8:30～17:30

10/12土 ●ちびっこゲーム大会
小さなお子様から楽しめるゲームです。
ささやかな景品をプレゼントします。

10:00～/13:00～

秋から春に楽しめる小さな寄せ植えを作ります。

●寄せ植え教室 10:30～材料費 500円定員 30名 輪投げなどのむかし遊びでボランティアの皆さんと遊びましょう。
ささやかな景品をプレゼントします。

●むかし遊びを楽しもう 10:30～

10/13日 ●フリーマーケット 10:00～16:00
出店
家庭内でのリユース品や不用品などを販売します。
出店者も募集中です。

•出店申込は12日 16:00まで •１区画1,000円

先着 100名 13:00～●苗木の配布 ブルーベリーの苗木
を無料配布します。

井 頭 公 園

10/12土 ●お囃子演奏会
陽東お囃子会の皆様による笛や太鼓の演奏をお楽しみください。

●押し花作品展 9:00～17:00
※14日は
　15:30まで季節の花や思い出に残る風景を押し花で作り、その作品を

大小様々な額におさめて展示します。即売もあります。

期間中毎日 10/10 14木 月
㊗

10:00～12:00

10/12土 日13
フォークデュオ「とちおとめ」のライブ演奏を２日連
続で行います。CD販売もあります。

●とちおとめグリーンフェスタライブ 10:00～15:00
※途中休憩あり

10/14月㊗ ●わんぱくゲーム大会
小さなお子様から大人まで楽しめる様々なゲームを
行います。参加者にはお菓子のプレゼントがあります。

10:00～/13:00～

ピアノとドラムのデュオ「詩月」によるライブ演奏を
行います。

●詩月グリーンフェスタライブ 10:30～15:30
※途中休憩あり

那須野が原公園「花の丘」でボランティア活
動をしている「風花会」が作り方を教えます。

●苔玉教室と木の笛つくり体験 10:00～材料費100円（苔玉）
各先着30名（苔玉/木の笛）

自衛隊員の皆様によるお仕事紹介コーナーです。普段近くで見ることがで
きない特殊車輌も展示します。また、自衛隊の格好良い制服を着ての記念
写真撮影もできます。

●防衛省 自衛隊 お仕事紹介コーナー
自衛隊栃木地方協力本部 真岡募集案内所

10:00～15:00

地元密着アイドル「ガールズキュービー」の元気いっぱいな歌＆トークショーです。
●ダンスショー 11:00～/13:30～

10/14月㊗ ●地球温暖化防止体験コーナー
地球温暖化防止に関する展示や
体験コーナーを設置します。

10:00～

井頭公園

那須野が原公園

とちぎわんぱく公園

みかも山公園
〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田4-1-1
TEL 028-659-5868  FAX 028-659-3481  URL https://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 〒321-0211 壬生町大字国谷2273 TEL 0282-86-5855
URL　https://www.park-tochigi.com/wanpaku/

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

とちぎグリーンフェスタ
2019
開催会場

とちぎグリーンフェスタ
2019
開催会場

※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。〕

演奏体験あり 11:00～/13:30～
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。

●黒磯巻狩太鼓

10/13日 ●クラフト教室
「多肉植物寄せ植え」と「ひょうたんランプ」づく
りを行います。どなたでも無料で参加できます。

10:00～15:00

先着 100名 11:00～

先着各50名

●苗木の配布 ブルーベリーの苗木
を無料配布します。



期間中 お楽しみいただけます毎日

❶ ❷ ❸ ❹ ❻

8:30～17:30

とちぎわんぱく公園

有　料 10:00～16:30期間中 お楽しみいただけます毎日

●徳原真人さんの夢花壇
　「楽しいハロウィンガーデンを見に行こう！」
●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

地球温暖化を防止する
ために、今ぼくたちに
できることは何かを考
えてみよう！

10:00～15:00

●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

10/12 20土 日

とちぎわんぱく公園

み か も 山 公 園
１人
１個

●クラフト教室　園芸福祉とちぎ 10:00～15:30
材料代実費誰でも手軽にできる簡単なクラフト工作教室です。

自分だけの素敵な作品をお作りください。

●ガーデニングコンテスト
　　ファミリー部門人気投票
ガーデニングコンテストファミリー部門に
出展された作品でお気に入りの作品に是非
１票ご投票ください。

●花売店
色とりどりの季節の花を販売します。

●飲食物ブース
焼きそば、串焼き、ピッツァなど、花より
団子のお店がずらり。食もフェスタの楽し
みの一つ。

11:00～11:30①
14:00～14:30②

mixbellはテレビ番組
のオーディションで選ばれたボーカルユ
ニット。オリジナル曲やカバー曲を美しい
ハーモニーで歌います。

●mixbell
　コンサート

大道芸人ヨッシーによる息をのむハラハラ、ドキドキ
のステージをお楽しみください。

12:00～12:30
14:30～15:00

●ヨッシーパフォーマンスショー

壬生町立壬生東小学校の児童による
素敵な合唱をお楽しみください。

13:30～14:00●わんぱく歌のステージ
壬生町立壬生東小学校合唱部春のお楽しみ、隠し球根も入れたハンギングバスケッ

トづくり。

10:00～15:00●２シーズンを楽しむハンギングバスケット
日本ハンギングバスケット協会栃木支部 材料費 3,000円

定員各10名

10/12土 日13

10/14月㊗

●木の実クラフト
花咲わんぱく隊

10:00～15:00

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。

材料費
300～500円
定員になり
次第終了

〈おもちゃ遊びコーナー〉チャモ屋

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。

●わんぱく
　おもちゃまつり

期間中毎日 10/12 14土 月
㊗

●祝 道の駅みぶ10周年　花文字　期間中毎日 10/1 23火 水
花を使って「祝 道の駅みぶ10周年」の文字を書いて飾ります。

期間中毎日
乗車料金実費
お菓子がなく
なり次第終了

10:00～16:00●フラワートレイン
　お菓子プレゼント

東・南・西口から乗車したお子様
にお菓子をプレゼント。

10/13日 ●木の実と遊んで学んで
　工作しよう！

色々な木の実から何ができるかな？いざ、挑戦！

10:00～14:00

先着 100名 11:00～●苗木の配布 ブルーベリーの苗木
を無料配布します。

10/14月㊗ ●万葉庭園  秋のお茶会
和の心を抹茶でお楽しみください。

10:30～
先着 150名

11:00～/13:30～●昭和の流行り唄  楽団二人
昭和の流行り唄をギターの伴奏で唄います。

10:00～16:00
栃木県緑の相談所友の会県南
支部による植物の展示・即売会等です。

10/5 7土 月 ●友の会秋の盆栽・山野草展示、
　グリーンバザール

10:00～12:00
事前申込
定員 25名

10/6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。

10/12土 ●寄せ植え＆サシェづくり
季節の花をポットに寄せ植えしま
す。また、香りが楽しめるサシェ
も作ります。大変お得なイベント
なので、是非ご参加を！

10:00～
各先着100名
定員になり
次第終了

寄せ植え 100円
サシェ    50円

●みかも山Live  西口ハーブ園 11:00～15:00
様々なジャンルの音楽を演奏します。

10:00～14:00

パラグライダーの浮上体験。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。

●パラグライダー空中浮上体験

10/12土 日13
予備日 10/14 ㊊㊗

鮮やかなフォーチュンベゴニアを使った寄せ植えづく
りを行います。

●フォーチュンベゴニアを入れた
　寄せ植え
日本ハンギングバスケット協会栃木支部

10:00～15:00
材料費 1,800円
定員各15名

ガーデンデザイナー徳原真人先生と夢花壇を巡りな
がら、使用している花の名前や管理の方法、各家庭
での花の楽しみ方について教わろう。

●夢花壇ガイドツアー
～徳さん、この花ナ～ニ？～

各回約20名

11:00～11:50①
13:30～14:20②

〈おもちゃのフリーマーケット〉
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。

●わんぱく
　おもちゃまつり

10:00～16:00
10/13日

11:00～11:50①
14:00～14:50②演奏体験あり迫力満点の力強い和太鼓の

演奏をお楽しみください。

●わんぱく和太鼓  下野八汐太鼓

❺

※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。
●わんぱくアトラクション ❶❷縁日広場　❸キッズボート　❹わんぱくトレイン　❺カラフルの森

❻ウォーターバルーン

出店受付は終了
しています

ハンギングバスケット協会のメンバーが作品づくりの解説を行いながら、
ハンギングバスケットを作っていきます。ぜひ、今後の作品づくりの参考
にご覧ください。

●ハンギングバスケット
　デモンストレーション
日本ハンギングバスケット協会栃木支部

10:00～10:40
会場：みぶハイウェーパーク

10/12土
春に植えたサツマイモの収穫を行います。なお、参
加できるのは農業体験に参加したことのある子ども
たちです。

9:30～12:00●サツマイモの収穫

ブルーベリーの苗木を無料配布します。
10月は都市緑化月間。家庭にも緑を増やしましょう。

●苗木の配布

先着100名

配布場所：虹の広場

13:00～

●押し花展 
　～押し花アートに想いを込めて～

押し花だからこそ描ける押し花でしか描けないアーティスティックな世界へ誘います。

10:00～16:00開催場所：西口 香楽亭講習室


