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公益財団法人愛知県都市整備協会からのお知らせ 
 

「秋まつりを開催します！」 

  

毎年恒例の秋まつりを「牧野ヶ池緑地（名古屋市名東区）」は 

１１月１６日（土）に、「小幡緑地（名古屋市守山区）」は１１月１７

日（日）にそれぞれ開催します。 

秋まつりは、両公園ともに今年で３回目の開催で、今年もお

越しいただく皆様に大いに楽しんでもらえるような催しを企画して

います。                                                           

牧野ヶ池緑地の秋まつりは「ふれあう」・「まなぶ」・「きく」・「たべ      小幡緑地秋まつり  

る」・「あそぶ」をテーマとして陶器の絵付け、クラフトなどの体験を     「おばた自然ウォーク」  

行い、また公園から出た間伐材を利用した「割ばしづくり」や「自然観察会」を行います。 

小幡緑地は、「おばた自然ウォーク」と題して、園内にチェックポイントを設けたウォークラ

リーをメインとして、ジャズ・和太鼓などのコンサートや竹で作る「起き上がりこぼし作り」を行

います。 

ウォークラリーについては参加賞を用意しておりますので、是非多くの皆様のご参加をお待

ちしています。 

両公園ともに、常日頃園内で活動しておられるボランティアの方々のご協力による開催

で、当日は公園の案内や日頃の活動内容などを紹介していただくこととなっています。 

また、フリーマーケットや飲食物販ブースの出店もありますので、是非ご家族で「牧野ヶ

池緑地」と「小幡緑地」の秋まつりをお楽しみください。 

（詳細は各公園ホームページ参照のこと） 

 

◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

牧野ヶ池緑地 

 

住所： 

名古屋市名東区猪高

町大字高針字梅森坂

52－175 

TEL： 

052-701-3089 

「第３回牧野ヶ池緑地まつり」 

 

園内で活動している、ボランテ

ィアによる交流イベントを開

催！フリーマーケットや陶器絵

付け体験やクラフト体験、各種

飲食移動販売車など多くのイ

ベントを開催します。 

日時：１１月１６日（土） 

午前１０時から午後３時 

場所：芝生広場 

参加方法等：詳しくはホームページをご覧 

        ください 

        http://www.aichi-toshi.or.jp/park/ 

park(HP)/makino/event/index. 

html 

連絡先：管理事務所 吉野 

        ０５２－７０１－３０８９ 

「野鳥観察会」 

 

野鳥観察ボランティアの随行

による野鳥の観察会です。 

珍しい鳥を探してみよう。 

日時：１１月２４日（日） 

午前９時３０分から午前１１時３０分 

場所：芝生広場ＡＢ、牧野池周辺 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

募集：当日受付 

参加費：無料 

持ち物：筆記用具、双眼鏡（お持ちであれば） 

連絡先：管理事務所 吉野 

０５２－７０１－３０８９ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

大高緑地 

 

住所： 

名古屋市緑区大高町

字高山 1－1 

TEL： 

052-622-2281 

「フリーマーケット広場」 

 

フリーマーケットの他にハンド

メイドブースやカイロプラクティ

ック・骨盤矯正・似顔絵・手相

など楽しんでもらえる催しがあ

ります。 

当日は、「富士宮焼きそば」や

「チュロス」など多くの飲食移

動販売車が出店します。 

日時：１１月２日（土） 

午前１０時から午後３時（雨天中止） 

場所：恐竜広場遊歩道 

参加方法等：詳しくは、ホームページをご覧 

ください 

abc500en@gmail.com 

連絡先：abc500en 

０７０－６５８５－６０５９ 

「花木草展」 

 

地元の愛好家でつくる「みどり

さつき会」の協力により草木の

展示をします。 

日時：１１月２日（土）から４日（月・振休） 

午前９時から午後４時 

場所：交通公園交通教室 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

募集：当日受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 赤田 

０５２－６２２－２２８１ 

「犬のしつけ方教室」 

 

大高緑地のドックランふれあ

い広場で「犬のしつけ方教室」

を開催します。 

日時：１１月１５日（金） 

午後２時から午後３時３０分（雨天中止） 

場所：ドックランふれあい広場 

定員：２０組 

参加条件：特になし 

募集：１０月２５日（金）午前１０時から電話又は 

窓口にて受付、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 赤田 

０５２－６２２－２２８１ 

「竹でＭｙカップづくり」 

 

大高緑地の青竹で「取って付

きカップ」をいろんな道具（ノコ

ギリ、ナタ、ヤスリ等）を使って

作ってみませんか。 

日時：１１月２３日（土・祝） 

午後１時からから 

午後１時３０分から 

午後２時から 

午後２時３０分から 

場所：交通公園交通教室 

定員：各回先着５組 計２０組 

参加条件：特になし 

       （小学生以下は保護者同伴） 

募集：１１月２日（土）午前１０時から電話又は 

窓口にて受付、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 赤田 

０５２－６２２－２２８１ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

大高緑地 

 

住所： 

名古屋市緑区大高

町字高山 1－1 

TEL： 

052-622-2281 

「２nd NAGOYA  

RUNNERS CUP」 

 

大高緑地の若草山芝生広場を

会場として１０㎞、５㎞、リレー

の３種目のマラソンを開催しま

す。 

日時：１１月２３日（土・祝） 

   （１０㎞） 午前９時３０分から 

   （５㎞）  午前１１時１５分から 

   （リレ-） 午後０時１５分から 

場所：若草山芝生広場 

参加方法等：詳しくは、ホームページをご覧 

ください 

http://runcup.com 

連絡先：ナゴヤランナーズカップ実行委員会 

      ０５２－５０８－５０２０ 

      （run@runcup.com） 

小幡緑地 

 

住所： 

名古屋市守山区大

字牛牧字中 1632－1 

TEL： 

052-791-9492 

「外あそびを楽しもう 

in小幡緑地」 

 

子供が主役の遊び場です。 

泥んこになって遊びましょう。 

日時：１１月２日（土） 

午前１０時から午後３時３０分 

（午後３時３０分から午後４時は後片付け） 

集合場所：本園 児童園 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

募集：特になし 

参加費：特になし 

連絡先：守山児童館 

０５２－７９６－１５０１ 

小幡緑地自然観察会 

「ドングリの工作と 

秋の実のいろいろ」 

 

季節に合った様々な自然を観

察して身近で普段は見過ごし

がちな動植物を再発見できま

す。 

日時：１１月９日（土） 

午前１０時から正午 

（受付 午前９時４５分から） 

集合場所：本園トンボの時計台前 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

       （帽子、手袋を各自持参してください） 

募集：当日受付 

参加費：１００円（保険代） 

連絡先：管理事務所 長谷川 

０５２－７９１－９４９２ 

「プレーパークにおいでよ」 

 

プレーパークとは「自分の責任

で自由に遊ぶ」をモットーに自

分の「やってみたい」事をする

遊び場です。 

日時：１１月１０日（日） 

午前１０時から午後３時（雨天決行） 

場所：本園 児童園 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

       （小学生以下は保護者同伴） 

募集：当日受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 犬塚 

０５２－７９１－９４９２ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

小幡緑地 

 

住所： 

名古屋市守山区大字

牛牧字中 1632－1 

TEL： 

052-791-9492 

「小幡緑地秋まつり 

     おばた自然ウォーク」 

 

秋の１日、小幡緑地をめぐり歩

きながら身近な自然を満喫し

よう！当日は「フリーマーケッ

ト」や「起き上がりこぼし作

り」が体験など楽しいイベ

ントを開催します。 

日時：１１月１７日（日） 

午前１０時から午後２時 

集合場所：本園芝生広場 

定員：特になし 

参加費：無料 

参加方法等：詳しくは、ホームページをご覧 

         ください 

         http://www.aichi-toshi.or.jp/park/ 

park(HP)/obata/event/index. 

html 

連絡先：管理事務所 長谷川 

０５２－７９１－９４９２  

新城総合公園 

 

住所： 

新城市浅谷ヒヨイタ 40 

TEL： 

0536-25-1144 

「新城総合公園自然観察会」 

 

自然について学びながら、レ

クリエーションで楽しみます。 

参加者には「あいちの水」をプ

レゼント！ 

日時：１１月３日（日・祝） 

午前１０時から正午（少雨決行） 

集合場所：わんぱく管理棟前 

定員：３０名 

参加条件：小学生以上（低学年は保護者同伴） 

募集：電話又は窓口にて受付中 

参加費：無料 

持ち物：歩きやすい服装、帽子、飲み物など 

連絡先：管理事務所 牧 

      ０５３６－２５－１１４４ 

尾張広域緑道 

 

住所： 

小牧市大字本庄字南 

浦 1020 

TEL： 

0568-78-1110 

「尾張広域緑道ウォーキング」 

 

フレッシュパークから青塚古墳

史跡公園までの往復約８㎞を

ウォーキングで楽しみます。 

日時：１１月１６日（土） 

    （少雨決行、予備日：１１月１７日（日）） 

午前１０時から午後３時 

集合場所：フレッシュパーク 

定員：５０名 

参加条件：特になし 

（小学３年生以下は保護者同伴） 

募集：１１月６日（水）午前９時から電話又は窓口 

にて受付、空きがあれば当日は先着順 

受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 村上 

      ０５６８－７８－１１１０ 

あいち健康の森公園 

 

住所： 

大府市森岡町源吾１ 

TEL： 

0562-47-9222 

「木の実みつけた」 

 

園内で見られる木の実クイズ

やそれらの素材を使った遊び

を展示します。 

日時：１１月１日（金）から３０日（土） 

午前９時から午後５時 

場所：交流センター北館１階 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

募集：特になし 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 笠木 

      ０５６２－４７－９２２２ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

あいち健康の森公園 

 

住所： 

大府市森岡町源吾１ 

TEL： 

0562-47-9222 

「クリスマスリースを 

つくろう！！」 

 

園内で調達した様々な自然素

材を活用して季節感溢れるク

リスマスリースを作ってみよ

う。 

日時：１１月３０日（土） 

午前１０時から午前１１時３０分（一般） 

午後１時３０分から午後３時（小学生） 

場所：交流センター２階レクチャールーム 

定員：各回１５名 

参加条件：一般の部（中学生以上） 

       小学生の部（小学生） 

       ただし、小学生は保護者同伴 

募集：１１月７日（木）午前９時から電話又は窓口 

    にて受付、空きがあれば当日は先着順 

受付 

参加費：３００円 

連絡先：管理事務所 笠木 

      ０５６２－４７－９２２２ 

東三河ふるさと公園 

 

住所： 

豊川市御油町滝ヶ入 

11-2 

TEL： 

0533-87-9301 

「東三河ふるさと公園 

周遊バス」 

 

マイクロバスで管理棟から展

望ツツジ園まで往復し、山頂

から三河湾や東三河の景色を

楽しむプチツアーです。 

日時：１１月４日（月・振休） 

午前１０時から午後４時 

（３０分間隔で運行） 

運行場所：管理棟（御油側）から管理棟（御津側） 

       （展望ツツジ園経由） 

定員：各回１便２２名（２台運行） 

参加費：無料 

参加方法等：詳しくは、ホームページをご覧 

         ください 

         http://www.aichi-toshi.or.jp/park/ 

park(HP)/ furusato/event/index. 

html 

連絡先：管理事務所 渡辺 

０５３３－８７－９３０１ 

「どんぐり工房」 

 

どんぐりなどの木の実や枝を

使っていろんなものを作りま

す。 

日時：１１月１６日（土）から２４日（日） 

午前１０時から午後３時３０分 

場所：管理棟（御油側） 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

募集：当日受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 渡辺 

０５３３－８７－９３０１ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

東三河ふるさと公園 

 

住所： 

豊川市御油町滝ヶ入 

11-2 

TEL： 

0533-87-9301 

第９２回自然観察会 

「実りの森で秋を探そう」 

 

自然の姿を発見・観察し、自

然の楽しさ・多様性を学びま

す。 

日時：１１月１７日（日） 

午前９時３０分から午前１１時３０分 

（受付 午前９時から） 

集合場所：管理棟（御油側） 

定員：特になし 

参加条件：特になし 

       （筆記用具、虫取り網、帽子、水筒を

を各自持参してください） 

募集：当日受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 渡辺 

０５３３－８７－９３０１ 

愛・地球博記念公園 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1130 

「２０１３年ニュースポーツ 

フェスティバル in愛知 

第９回愛知県 

ティーボール大会」 

 

誰でも気軽に楽しめるニュー

スポーツ、ティーボールの大

会です。当日参加できるバッ

ティング教室もあります。 

日時：１１月２日（土） 

午前１０時から午後５時 

場所：野球場、多目的広場 

参加方法等：詳しくはホームページをご覧 

ください 

http://www.aichi-teeball.com 

大会エントリーは９月２２日（日）に

終了しました 

連絡先：愛知県ティーボール連盟事務局 

      ０５６８－６８－１７４０ 

「OKAJI FESTIVAL」 

 

「万笑（ばんしょう）を求めて」

をテーマにした音楽祭です。 

日時：１１月２日（土）及び３日（日・祝） 

午前１１時から午後５時 

場所：大芝生広場 

参加方法等：詳しくはホームページをご覧 

ください 

http://音風.com/index.html 

連絡先：ＮＧＯ「音風」 

      ０９０－３９９３－９９６１ 

「モリコロパーク 

自然観察会」 

 

インタープリターの案内で公園

を巡る人気のツアー！自然を

楽しみながら学びます。 

日時：１１月３日（日・祝） 

午前１０時から正午 

集合場所：総合案内所 

定員：３０名 

参加条件：特になし（車いす・ベビーカー不可） 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 加納 

 ０５６１－６４－１１３０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

愛・地球博記念公園 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1130 

「サツキとメイの家  

写生大会」 

 

秋のサツキとメイの家を描い

てみよう！ 

（サツキとメイの家内部の観覧

はできません） 

日時：１１月３日（日・祝） 

午前１０時から正午 

場所：サツキとメイの家 

参加条件：小・中学生 

定員：２０名 

募集：１０月１６日（水）より電話にて受付中 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 安達・水野（泰） 

０５６１－６４－１１３０ 

「第２６回 愛知県勤労者 

スポーツ大会」 

 

レクリエーション・スポーツを通

じて、健康の増進と勤労者同

士の交流を深めることを目的

とした大会です。 

日時：１１月９日（土） 

    午前９時から午後４時 

場所：大芝生広場他 

参加方法等：詳しくはホームページをご覧 

ください 

http://www.ailabor.or.jp 

一部の競技エントリーは１０月 

９日（水）に終了しました 

連絡先：（公財）愛知県労働協会内 

愛知県勤労者スポーツ大会実行 

委員会事務局 

    ０５２－４８５－７１５４ 

「あいち防災フェスタ」 

 

ご家族で楽しく防災を学べま

す。 

日時：１１月１０日（日） 

    午前１０時２０分から午後４時 

場所：地球市民交流センター他 

参加方法等：詳しくはホームページをご覧 

ください 

http://www.pref.aichi.jp/0000065 

418.html 

連絡先：愛知県防災局防災危機管理課 

      ０５２－９５４－６１９０ 

「日本庭園・ 

癒しのひととき」 

 

秋の日本庭園を眺めながら名

曲を楽しむイベントです。 

１１月のテーマは「チェロとピア

ノによる憂愁の音彩」です。 

日時：１１月１０日（日） 

    午後０時４５分から午後１時１５分 

    （受付 午後０時１５分から） 

場所：日本庭園 茶室「香流亭」 

参加費：鑑賞のみは無料 

呈茶５００円（和菓子付） 

連絡先：管理事務所 水野（綱） 

 ０５６１－６４－１１３０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

愛・地球博記念公園 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1130 

「第１回ＮＡＧＯＹＡ 

スマイルマラソン 

ｉｎモリコロパーク」 

 

自然いっぱいのモリコロパー

クを走ろう！  

日時：１１月１６日（土） 

    午前９時から 

場所：大芝生広場他 

参加方法等：詳しくはホームページをご覧 

ください 

http://ryuko-marathon.web.co.jp/ 

連絡先：株式会社流行発信内 

ＮＡＧＯＹＡスマイルマラソン事務局 

      ０５２－６８５－００４４ 

「モリコロパーク 

紅葉ガイドツアー」 

 

日本庭園とその周辺の見どこ

ろを、職員がご案内します。 

日時：１１月１９日（火）から２９日（金） 

   （平日のみ開催、月曜日は休館日のため 

未実施） 

   ①午前１１時 

   ②午後１時 

場所：西口休憩所にて受付 

定員：各回２０名 

募集：１１月１日（金）午前８時３０分から電話にて 

受付、空きがあれば当日は先着順受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 落合 

０５６１－６４－１１３０ 

「香流回遊苑」 

 

普段入ることのできない香流

亭露地とめだか池南岸を散策

できます。 

日時：１１月２３日（土・祝） 

    午前１０時から午後３時 

    （受付は午後２時３０分まで） 

場所：露地門地（めだか池北東岸）にて受付 

定員：特になし 

募集：当日受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 早瀬 

      ０５６１－６４－１１３０ 

「地球市民交流センター 

ガイドツアー」 

 

自然環境に配慮して作られて

いる地球市民交流センターを

案内します。 

日時：１１月２３日（土・祝） 

    午後１時から午後２時 

   （受付 午後０時３０分から） 

集合場所：地球市民交流センター 

定員：２０名 

参加条件：特になし 

  （小学生以下は保護者同伴） 

募集：当日先着順 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 山田（連）・岡田 

 ０５６１－６４－１１３０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

愛・地球博記念公園 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1130 

「日本庭園ガイドツアー」 

 

日本庭園の監修者である造園

家野村勘治氏が日本庭園の

魅力を紹介します。 

日時：１１月２３日（土・祝） 

午後２時から午後４時 

    （受付 午後１時３０分から） 

集合場所：西口休憩所付近 

（かえで池掲示板前） 

定員：２０名 

参加条件：特になし 

募集：当日先着順 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 早瀬 

       ０５６１－６４－１１３０ 

「モリコロパークツアー」 

 

モリコロパークのパークスタッ

フによる人気のツアーです。 

日時：１１月２４日（日） 

    午前１０時から正午 

集合場所：西口休憩所 

定員：３０名 

参加条件：特になし 

 （小学生以下は保護者同伴） 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 山田（連） 

 ０５６１－６４－１１３０ 

「ぬりえ  

モリコロカレンダーを作ろう！」 

 

次月のカレンダーがモリコロ

のぬりえになります。 

日時：１１月２４日（日） 

   ①午前１０時３０分から正午 

   ②午後２時３０分から午後４時 

場所：愛・地球博記念館 ギャラリー３ 

参加条件：中学生以下 

定員：特になし 

募集：当日受付 

参加費：無料 

連絡先：管理事務所 豊嶋 

０５６１－６４－１１３０ 

地球市民交流センタ

ー 

（愛・地球博記念公

園） 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1190 

「親子教室 

   マザーグースに集う！」 

 

うた、手遊び、絵本、英語で遊

びましょう！遊びながら英語を

遊んでいただけるプログラム

です。 

日時：１１月１日（金） 

午前１０時３０分から午前１１時３０分 

場所：多目的スタジオ１ 

定員：親子２０組 

参加条件：未就学児とその保護者 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

連絡先：地球市民交流センター 

０５６１－６４－１１９０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

地球市民交流センタ

ー 

（愛・地球博記念公

園） 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1190 

「英会話講座」 

 

英会話初級クラスです。 

日時：１１月１日（金） 

午前１１時から正午 

場所：体験学習室１ 

定員：１５名 

参加条件：どなたでも参加できます 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：５００円 

講師：フィール・ザ・ワールド 

連絡先：地球市民交流センター 

 ０５６１－６４－１１９０ 

「太極拳入門教室」 

 

やさしい入門者向けの講座で

す。 

日時：１１月６日（水）及び２０日（水） 

午後１時３０分から午後３時 

場所：多目的スタジオ１・２ 

定員：各日２０名 

参加条件：どなたでも参加できます 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

連絡先：地球市民交流センター 

       ０５６１－６４－１１９０ 

「健康体操入門教室」 

 

硬い腰や関節を動かし、筋肉・ 

血管・神経が本来の柔らかさ

をとり戻すと、自然に健康にな

ります。 

 

※ヨガマットお貸しします。 

日時：１１月７日（木）、１４日（木）、２１日（木）、 

２８日（木） 

午後１時３０分から午後３時 

場所：多目的スタジオ１・２ 

定員：各日２０名 

参加条件：どなたでも参加できます 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

持ち物：バスタオルまたはヨガマット 

連絡先：地球市民交流センター 

       ０５６１－６４－１１９０ 

「健康講座 

ノルディックウォーキング」 

 

効果的な歩き方からポールを

使ったウォーキングまでの実

践講座です。雨天の場合は屋

内広場、スタジオで開催しま

す。 

 

※ポールはお貸しします。 

日時：１１月１２日（火）及び２６日（火） 

午前１０時から午前１１時３０分 

場所：多目的スタジオ１、屋内広場、 

地球市民交流センター周辺 

定員：各日１５名 

参加条件：どなたでも参加できます 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

持ち物：タオル（汗拭き用、体操用） 

室内用運動靴、運動のしやすい服装、 

      帽子、水分補給できるもの 

連絡先：地球市民交流センター 

       ０５６１－６４－１１９０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

地球市民交流センタ

ー 

（愛・地球博記念公

園） 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1190 

「親子教室 音・リズム遊び」 

 

親子で生のピアノの音を聴き

ながらさまざまな曲を歌った

り、音に合わせて歩調を変え

たりして、体で反応し、面白

い！楽しい！時間をたっぷり

体験できます。 

日時：１１月１３日（水）、２０日（水）、２７日（水） 

    午前１０時３０分から正午 

（午前１１時３０分過ぎに教室は終了し、 

片付け時間を含め正午になります） 

場所：多目的室１ 

定員：各日親子１５組 

参加条件：１歳から３歳位までのお子様とその 

保護者 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

連絡先：地球市民交流センター 

      ０５６１－６４－１１９０ 

「親子教室 ふれあいリトミック」 

 

たいそう、音楽、ダンスで体を

動かしましょう！ 

日時：１１月１４日（木）及び２８日（木） 

    午前１０時３０分から正午 

（午前１１時３０分過ぎに教室は終了し、 

片付けなどで正午前になります） 

場所：多目的スタジオ１・２・３ 

定員：各日親子２０組 

参加条件：１歳から未就学児までのお子様と 

その保護者 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

連絡先：地球市民交流センター 

      ０５６１－６４－１１９０ 

「パートナーフェスティバル」 

地球市民交流センターでパー

トナーとして活動していただい

ている団体や個人の方々によ

る初めての『お祭り』です！ 

新そばの試食やお茶席体験、

楽しいステージや工作教室な

ど多くのイベントを開催！！み

んなで遊びに来てね！ 

日時：１１月１６日（土） 

午前１０時から午後３時 

場所：体験学習室、多目的室、屋内広場など 

参加方法等：詳しくはホームページをご覧 

ください 

http://www.chikyushimin.com/new 

1125.html 

連絡先：地球市民交流センター 

       ０５６１－６４－１１９０ 

「コケ玉・ガーディニング 

入門教室」 

 

自分の手で小さな緑のオブジ

ェを作ってみませんか？ 

１１月は「クリスマスの寄せ植

え」です。 

日時：１１月１９日（火） 

午後１時３０分から午後３時 

場所：多目的室３ 

定員：２０名 

参加条件：どなたでも参加できます 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１,０００円（材料費込み） 

連絡先：地球市民交流センター 

       ０５６１－６４－１１９０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

地球市民交流センタ

ー 

（愛・地球博記念公園） 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

TEL：0561-64-1190 

「竹の花器づくり教室」 

 

緑美しいモウソウチクで四季

折々の花器を作ってみません

か？ 

材料や道具はすべて用意しま

す。 

日時：１１月２１日（木） 

午後１時３０分から午後３時 

場所：多目的室３ 

定員：２０名 

参加条件：どなたでも参加できます 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

連絡先：地球市民交流センター 

       ０５６１－６４－１１９０ 

「親子教室 

ベビーとキッズのマッサージ」 

 

こどもとのスキンシップを大切

にしましょう。 

赤ちゃんを育てるお母様どうし

の情報交換の場として気軽に

ご参加できます。 

日時：１１月２３日（土・祝） 

    午前１０時３０分から正午 

    （午前１１時３０分過ぎに教室は終了し、 

オイルを拭くなど片付け時間を含め正午に

なります） 

場所：多目的室１ 

定員：親子２０組 

参加条件：２か月から２歳くらいまでのお子様と 

その保護者 

募集：電話にて受付中、空きがあれば当日は 

先着順受付 

参加費：１００円 

持ち物：バスタオル、水筒、汗ふきタオル 

連絡先：地球市民交流センター 

      ０５６１－６４－１１９０ 

愛知県児童総合セン

ター 

（愛・地球博記念公園

地内） 

 

公益財団法人 

愛知公園協会 

 

TEL：0561-63-1110 

「発見！あそびの基地Ⅱ」 

みんなであそぶプログラム 

（毎日実施） 

・ハンティングワード 

・ねん土のプログラム 

 

あつまるあそぶプログラム 

（土日祝日実施） 

当日受付、定員あり 

・たくさんの人と一緒に身体を

動かしてあそびます。 

 

たべるあそぶプログラム 

（日曜日実施） 

当日受付、定員あり 

・つくってたべるあそびです。 

日時：１１月１日（金）から１２月２０日（金） 

みんなであそぶプログラム 

午前１０時から午後４時 

あつまるあそぶプログラム 

①午後２時から午後２時３０分 

②午後３時から午後３時３０分 

たべるあそぶプログラム 

①午前１１時の部 

②午後２時の部 

場所：愛知県児童総合センター 

参加方法等：詳しくは、ホームページや当日        

館内の案内をご覧ください 

すべてのプログラムは予告なく変更 

することがあります 

http//www.acc-aichii.org/ 

連絡先：担当 牛田・梶・重本 

      ０５６１－６３－１１１０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

愛知県児童総合セン

ター 

（愛・地球博記念公園

地内） 

 

公益財団法人 

愛知公園協会 

 

TEL：0561-63-1110 

「ACCC（畑プロジェクト）」 

 

畑で野菜や花を育て、収穫し、

食べ、種を採る、という一連の

体験を通して、命や自然の循

環を感じる。 

日時：１１月２日（土）、９日（土）、２３日（土・祝）、 

３０日（土） 

（１６日は未実施） 

午前１０時から午後１時（雨天中止） 

場所：愛知県児童総合センター 

参加方法等：詳しくは、ホームページや 

当日館内の案内をご覧ください 

すべてのプログラムは予告なく変更

することがあります 

http//www.acc-aichii.org/ 

連絡先：担当 伊藤・鈴木 

０５６１－６３－１１１０ 

「元気スイッチ on！！ 

あつまれ！ 

あいちのじどうかん 

出前じどうかん-あそびば-」 

 

県内児童館イチ押しの遊びを

楽しむブースが勢ぞろい。 

家族一緒に楽めます。 

日時：１１月４日（月・振休） 

午前１０時３０分から午後３時３０分 

場所：南芝生広場 

参加方法等：詳しくは、ホームページや当日        

館内の案内をご覧ください 

すべてのプログラムは予告なく変更 

することがあります 

http//www.acc-aichii.org/ 

連絡先：担当 阪野 伊藤(麻) 

      ０５６１－６３－１１１０ 

「おやこであそぶ 

トコトコプログラム」 

 

対象は未就園の子どもと大

人。身近な素材やテーマで遊

ぶプログラムです。 

日時：１１月６日（水）、１３日（水）、２０日（水）、 

２７日（水） 

６日（水）かみであそぶ 

午前１１時から午前１１時３０分 

１３日（水）土であそぶ 

午後２時３０分から午後３時 

２０日（水）たべる・あそぶ 

午前１１時から午前１１時３０分 

２７日（水）つみきであそぶ 

午後２時３０分から午後３時 

（受付は３０分前１階インフォメーションにて） 

場所：愛知県児童総合センター 

定員：各日とも未就園の子どもと大人１５組 

入館料：中学生以下無料 

     その他３００円 

参加方法等：詳しくは、ホームページや 

当日館内の案内をご覧ください 

すべてのプログラムは予告なく変更 

することがあります 

http//www.acc-aichi.org/ 

連絡先：担当 阪野・伊藤（麻） 

      ０５６１－６３－１１１０ 
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◇１１月開催のイベント◇ 

公園名 イベント名・概要 詳  細 

愛知県児童総合セン

ター 

（愛・地球博記念公園

地内） 

 

公益財団法人 

愛知公園協会 

 

TEL：0561-63-1110 

おとうさん応援プログラム 

「アナログカフェ」 

 

お父さんと子どもがアナログな

ゲームをとおし楽しい時間を共

有します。 

日時：１１月１７日（日） 

午後１時３０分から 

場所：愛知県児童総合センター 

参加方法等：詳しくは、ホームページや当日        

館内の案内をご覧ください 

すべてのプログラムは予告なく変更 

することがあります 

http//www.acc-aichii.org/ 

連絡先：担当 阪野 伊藤(麻) 

      ０５６１－６３－１１１０ 

もりの学舎 

（愛・地球博記念公園

内） 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

ＴＥＬ：0561-61-2315 

「インタープリターと歩く 

もりのツアー 森コース」 

 

インタープリター（森の案内人）

の案内により、自然と人とのふ

れあいを感じてもらう人気のツ

アーです。 

日時：１１月２日（土）、３日（日・祝）、 

４日（月・振休）、９日（土）、１０日（日）、 

１６日（土）、１７日（日）、２３日（土・祝）、 

２４日（日）、３０日（土） 

午前１１時００分から午前１１時５０分 

場所：もりの学舎周辺  

定員：各日２０名 

参加条件：小学生以上 

募集：当日先着順 

（受付は開始３０分前から） 

参加費：無料 

連絡先：担当 水谷・大池 

０５６１－６１－２３１５ 

「インタープリターと歩く 

もりのツアーかめの池コース」 

 

インタープリター（森の案内人）

の案内により、かめの池のさま

ざまな生きものにふれあいな

がら楽しく自然を感じてもらう

人気のツアーです。 

日時：１１月２日（土）、３日（日・祝）、 

４日（月・振休）、９日（土）、１０日（日）、 

１６日（土）、１７日（日）、２３日（土・祝）、 

２４日（日）、３０日（土） 

午後２時００分から午後２時５０分 

場所：かめの池周辺  

定員：各日１０名 

参加条件：小学生以上 

募集：当日先着順 

（受付は開始３０分前から） 

参加費：無料 

連絡先：担当 水谷・大池 

０５６１－６１－２３１５ 

「あそび工房」 

 

身近な自然のもの、リサイクル

素材を利用し、短時間で作って

いただく楽しい工作教室です。 

日時：１１月２日（土）及び４日（月・振休） 

①午前１１時３０分から正午 

   ②午後２時３０分から午後３時 

場所：もりの学舎 

定員：各回２０名 

参加条件：小学生以上 

募集：当日先着順 

（受付は各回の開始３０分前） 

参加費：無料 

連絡先：担当 水谷・大池 

０５６１－６１－２３１５ 
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もりの学舎 

（愛・地球博記念公園

内） 

 

住所： 

長久手市茨ケ廻間乙 

1533-1 

ＴＥＬ：0561-61-2315 

《企業協賛事業》 

「森の指令書 

（特別バージョン）」 

 

公園内で配布するチラシをもっ

て、親林楽園からもりの学舎ま

でのクイズにチャレンジ！ 

日時：１１月３日（日・祝） 

午前１０時３０分から午後４時まで 

場所：親林楽園内からもりの学舎 

参加条件：特になし 

参加費：無料 

連絡先：担当 水谷・大池 

０５６１－６１－２３１５ 

《企業協賛事業》 

「あそび工房」 

 

身近な自然のもの、リサイクル

素材を利用し、短時間で作って

いただく楽しい工作教室です。 

日時：１１月３日（日・祝） 

①午前１１時３０分から正午 

②午後１時００分から午後１時３０分 

   ③午後２時３０分から午後３時 

場所：もりの学舎 

定員：各回２０名 

参加条件：小学生以上 

募集：当日先着順 

（受付は各回の開始３０分前） 

参加費：無料 

連絡先：担当 水谷・大池 

０５６１－６１－２３１５ 

 


