
園内工事の関係でバスルートおよび時刻表が変更になることがあります。
決まり次第、公園ホームページでお知らせしますのでご確認ください。

モリコロパーク 公式LINE＠
＠moricoro-park

地球市民交流センター 0561-64-1190

上記施設以外のお問い合わせ

愛・地球博記念公園管理事務所 0561-64-1130

モリコロパーク フェイスブック
https://www.facebook.com/moricoropark

愛知県児童総合センター 0561-63-1110

http://kankyo-gakushu-plaza.pref.aichi.jp/manabiya/

フィールドセンター(もりの学舎） 0561-61-2315

交

学

http://chikyushimin.com/

入場料：中学生以下 無料 その他300円児
https://www.acc-aichi.org/

イベント案内
記載のイベントは定員変更、中止・延期となることがあります。詳しくはホームページでご確認ください。
安心してイベントに参加いただけるよう、感染拡大防止対策に取り組んでまいります。
お客様におかれましては、感染拡大防止対策にご協力いただきますようお願いいたします。

モリコロパーク ツイッター
https://twitter.com/moricoro_park

モリコロパーク インスタグラム
https://www.instagram.com/moricoro_park/

各施設お問い合わせ

園内バスルートと時刻表
平 日 土・日・祝・夏休み期間（7月21日～8月31日）

時 日時 場 場所 ￥ 参加費・入場料 員 定員 申 申込み 問い合わせ先問

令和3年6月 改正

!

今年はモリコロパーク誕生
15周年を迎える特別な夏！夏休みはモリコロパークで遊ぼう！

員

モリコロパークの木や花、木の実を使
用して小さな森を作りましょう。
どなたでも参加いただけます。

場

￥

時

モリコロパークで
ミニチュアのもりを作ろう

問

8月7日(土)～8月8日（日・祝）
10：00～15：00
西口休憩所
無料
20名
当日先着順
愛・地球博記念公園管理事務所
0561-64-1130

モリコロパーク ホームページ
https://www.aichi-koen.com/moricoro/

バス停

地球市民交流センター 発

愛・地球博記念館

児童総合センター

大観覧車

水のエリア

スケート場・大芝生広場

三日月休憩所（西口行）

公園西口

日本庭園

フィールドセンター

公園西口

スケート場・大芝生広場

三日月休憩所（交流センター行）

あいちサトラボ

地球市民交流センター 着

バス停

地球市民交流センター 発

愛・地球博記念館

児童総合センター

大観覧車

水のエリア

スケート場・大芝生広場

三日月休憩所（西口行）

公園西口

日本庭園

フィールドセンター

公園西口

スケート場・大芝生広場

三日月休憩所（交流センター行）

あいちサトラボ

地球市民交流センター 着

令和3年6月22日(火)よりバスルートおよび
時刻表が変更になりました

モリコロパーク15周年記念ぬりえ

ぬりえを完成させてくじびきに参加しよう！
ぬりえを完成させて西口休憩所または地球市民
交流センター内管理事務所にお持ちください。
モリゾー・キッコログッズなどが当たるくじび
きに挑戦していただけます。

日時：7月22日（木・祝）～8月31日（火）
10：00～16：00

場所：西口休憩所、
地球市民交流センター内管理事務所

対象：小学生以下のお子様
参加費：無料
問合せ：愛・地球博記念公園管理事務所

0561-64-1130

日時：8月6日（金）～8月8日（日）
18：00～20：00

場所：地球市民交流センター 屋外広場
参加費：無料
問合せ：愛・地球博記念公園管理事務所

0561-64-1130

地球市民交流センターの屋外広場で球体の
イルミネーションが点灯します。黄昏時に
輝く、幻想的な景色をお楽しみください。
※荒天、雷の場合はイベントを中止します。

地球市民交流センター

サマー・イルミネーション2021

申

員

日時：11月30日(火）まで開催中！

※休館日をのぞく

8：30～17：00

参加費：無料

問い合わせ：愛・地球博記念公園管理務所

0561-64-1130

モリコロパーク 2 0 2 1
春夏秋冬、美しい景色が楽しめるモリコロパーク。

季節ごとに咲くお花を楽しみに、ぜひ何度もご来園ください。

来園する度にスタンプを1つ。

集めたスタンプの数によってステキなプレゼントがあります。

スタンプカード配布とスタンプ押印は地球市民交流センター

（管理事務所受付）、西口休憩所で行います。

7月22日（木・祝）～8月31日（火）
まで、地球市民交流センターでスタンプを押印
された方にはモリコロパーク特製「花みくじ」
を引いていただけます☆
おみくじで大吉が出るとモリゾー・キッコロマ
スキングテープなどをプレゼントします。
※スタンプ押印は1日1回限りですが、期間中で
あれば何回でも押印可能です。

時

場

日本庭園・癒しのひととき
～世界の音色を楽しもう～

問

夏にぴったりのウクレレの
コンサートです。

員

￥

申

8月8日(日・祝)
12：45～13：15(開場は12：15～）

日本庭園 茶室「香流亭」
無料
30名
7月22日（木・祝）14：00より
電話にて先着順受付
愛・地球博記念公園管理務所
0561-64-1130

員

地球市民交流センターにはヒミツがいっぱ
い！スタッフが楽しく解説します。

場

￥

時

申

地球市民交流センター
ガイドツアー

問

員

8月28日(土)
13：00～14：00（約1時間）
地球市民交流センター受付前
無料
10名
8月1日（日）～8月15日（日）
まで電話にて先着順受付
愛・地球博記念公園管理事務所
0561-64-1130

ぬりえダウンロード
はこちら



18：20～20：00
夏休み昆虫教室

7日（土）、21日（土） 100円 30名 お電話にて受付中

8月イベント案内

特定日
実施

10：30～15：00
の間で随時
(15分程度)

ひろば de しぜんあそび
1日（日）、7日（土）、8日（日・祝）、9日（月・休）、
13日（金）、14日（土）、15日（日）、16日（月）、
21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）

無料

各回
1組10名
どなたでも
参加できます

当日先着順
（1組ずつ随時対応）

①10:30～11:05
②11:30～12:05

インタープリターと森あそびにいこう!!
1日（日）、7日（土）、8日（日・祝）、9日（月・休）、
13日（金）、14日（土）、15日（日）、16日（月）、
21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）

無料

各回
1組10名
3歳以上

(未就学児は
保護者同伴)

もりの学舎ホームページ
より事前申込

（空きがあれば当日先着順受付）

10：00～11：30
ノルディックウォーキング

10日、24日 100円
ポール貸出
先着20名

（別途100円）

お電話にて受付中
空きがあれば当日先着順

13：30～15：00 寄せ植え教室 1000円 24名
7月20日(火)9：00から
お電話にて先着順受付

13：30～15:00
太極拳入門教室

4日、18日 100円 25名
お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

14：00～15:15
姿勢改善エクササイズ

5日、19日、26日 100円 30名
お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

10：30～11:30
リラックスヨガ

6日、20日 100円 30名
お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

7月31日（土）
開演①12:00②17:00

1日（日）
開演 12:00

THE ICE2021 愛知公演 中京テレビ放送
https://fs-theice.com

14：00～14：50

インタープリターと歩く もりのツアー
1日（日）、7日（土）、8日（日・祝）、9日（月・休）、
13日（金）、14日（土）、15日（日）、16日（月）、
21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）

無料
各日

1組10名
小学生以上

もりの学舎ホームページ
より事前申込

（空きがあれば当日先着順受付）

交

交

学

学

ス
日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

学

17：00～17：50
キッズダンス教室

3日、17日 200円 小学生25名 お電話にて受付中交

13：30～15：30 お父さん応援プログラム アナログカフェ 入館料
詳しくはホームページや館内の案内をご覧ください

https://www.acc-aichi.org/児

交

交

11:00～16：00 葉月茶会 呈茶550円
和菓子がなく
なり次第終了 当日受付茶

日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

１０日（火）

交 学

茶

児

他

地球市民交流センター フィールドセンター もりの学舎愛知県児童総合センター

日本庭園茶室「香流亭」 凡例にない場所

交

大 大芝生広場

18：30～20：00
ダイエットフラ入門講座

5日、26日 200円 30名 お電話にて受付中交

10：30～12：00
ガーデニング教室

5日、19日
100円

+材料費
20名 お電話にて受付中交

10：00～12：00 大人の健康講座 歩く・楽しむ・学ぶ 100円 30名 お電話にて受付中交１３日（金）

10：00～12：00 大人のクラフト教室
100円

+材料費
30名 お電話にて受付中交２０日（金）

10：00～12:00
野菜教室

11日、25日
100円

+材料費
20名 お電話にて受付中交

１５日（日）

12：45～13：15
日本庭園 癒しのひととき

～世界の音色を楽しもう～ 鑑賞無料 30名
7月22日（木）14：00から
お電話にて先着順受付茶

13：00～14：00 地球市民交流センターガイドツアー 無料 10名
8月1日（日）から15日（日）
までお電話にて先着順受付交

場所の凡例

9：00～16：30
（謎解きキット販売
は16：00まで）

リアル謎解きゲーム×モリコロパーク
「モリゾー・キッコロとタイムスリップの謎」
10月31日（日）まで開催中※休止期間あり

500円
詳しくはホームページやチラシをご覧ください

https://www.aichi-koen.com/moricoro/他

8:30～17:00
モリコロパーク花めぐり ２０２１

11月30日（火）まで開催中※休止期間あり 無料 どなたでも参加できます他

７月３１日（土）
１日（日）

７日（土）
８日（日・祝）

10：00～16：00
開館25周年記念／夏季特別企画
みんな・あそぶ！展1996-2021

7月22日（木・祝）から8月31日（火）まで
入館料

詳しくはホームページや館内の案内をご覧ください
https://www.acc-aichi.org/児

10：00～16：00
モリコロパーク15周年記念ぬりえ
8月31日（火）まで開催中 無料 小学生以下 当日受付他

10：30～15：00
の間で随時
(20分程度)

あそび工房
1日（日）、7日（土）、8日（日・祝）、9日（月・休）、
13日（金）、14日（土）、15日（日）、16日（月）

無料

各日40名
3歳以上

（未就学児は
保護者同伴）

当日先着順
（1組ずつ随時対応）

学

18：00～20：00
地球市民交流センター
サマーイルミネーション2021

6日（金）～8日（日・祝） ※荒天中止
無料 どなたでもご覧いただけます交

10：00～15：00
夏休み工作教室
1日（日）～8日（日・祝）

100円～
1,000円
（講座により
異なります）

詳しくはホームページやチラシをご覧ください
https://www.aichi-koen.com/moricoro-kousaku2021/ 交

交

10：00～12：00 モリコロパークの自然かんさつ会 無料 30名 お電話にて受付中他１日（日）

10：00～15：00 モリコロパークで
ミニチュアのもりを作ろう！！ 無料 20名 当日先着順受付西

８日（日・祝）

17：30～20：00 手作りとうろう流し 500円
（とうろう1個）

30家族
（1家族3名まで）

お電話にて受付中交

１４日（土）
１５日（日） 11：00～ FUNDAY PARK FESTIVAL 2021

サンデーフォークプロモーション
https://fundayparkfestival.jp

大

２８日（土）

ス アイススケート場

開催日 10月31日（日）まで開催中 ※9月13日（月）～9月25日（土）は休止予定
実施時間 9：00～16：30（謎解きキット販売は16：00まで）
参加費 謎解きキット1部500円
販売場所 西口休憩所、北口案内所※愛・地球博記念館バス停近く

園内を巡りながら謎解きに挑戦しよう！頭と体を使って楽しむイベントです。

①13：00～
②14：00～
③15：00～

児童館科学館美術館対抗
第８回 全国 ＫＡＰＬＡ®大会

ｉｎ愛知県児童総合センター
21日、28日

入館料
詳しくはホームページや館内の案内をご覧ください

https://www.acc-aichi.org/児土曜日

園内工事のお知らせ：
ジブリパーク整備工事に伴い、園内で通行止めの箇所があります。
お出かけ前に公園ホームページでご確認ください。園内を工事車両が通行する場合がありますのでご注意ください。
駐車可能台数が少なくなっております。リニモ等公共交通機関の積極的なご利用をお願いします。
北エントランス整備工事のうち高圧受変電設備整備にあたり、園内各施設が9月6日(月）より順次停電となります。
また、9月16日(木)～9月25日(土)は全面休園 (期間中は立ち入りができません)となります。お客様にはご迷惑をおかけしま
すがご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

アイススケート場：
7月26日（月）～8月2日（月）まで「THE ICE2021 愛知公演」開催のため休業いたします。

西 西口休憩所

10：00～11：00 愛・地球博記念公園
モリコロパークツアー ※雨天中止 無料 10名

7月20日（火）から8月10日（火）
までお電話にて先着順受付他２２日（日）


