
9月 イベント案内

12：45～13：15 日本庭園 癒しのひととき
～森のクラシックコンサート～

入場無料
呈茶550円 当日受付

特定日
実施

休10：00～16：00
平日は調整中

発見！あそびの基地Ⅱ
1日（火）から12月18日（金）(休館日をのぞく） 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/

10：15～15：15
の間で随時
(15分程度)

ひろば de しぜんあそび
5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、19日(土)、
20日(日)、21日(月・祝)、22日(火・祝)、26日(土)、
27日(日)

無料 各回10名 当日受付

①11:00～11:35
②13:00～13:35

インタープリターと森あそびにいこう!!
5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、19日(土)、
20日(日)、21日(月・祝)、22日(火・祝)、26日(土)、
27日(日)

無料

各回10名
3歳以上

(未就学児は
保護者同伴)

当日先着順
（開始30分前から受付）

10：00～11：30
ノルディックウォーキング

15日、29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
8月20日(木)9:00～9月3日(木）
までにお電話にてご予約ください

13：30～15:00
太極拳入門教室

2日、16日 100円 15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

3日、10日、17日、24日 100円 15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

4日､18日 100円 15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

10：00～11：30 モリコロパーク 自然観察会 無料 30名 お電話にて受付中

14：00～14：50

インタープリターと歩く もりのツアー
5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、19日(土)、
20日(日)、21日(月・祝)、22日(火・祝)、26日(土)、
27日(日)

無料
各日10名
小学生以上

当日先着順
（開始30分前から受付）

交

交

児

学

学

他

茶

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

8日、15日 200円 小学生15名
地球市民交流センターに申込み用紙

があります（電話受付不可）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

10：00～12：00 モリコロパークツアー 無料 10名
お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

13：00～14：00 地球市民交流センターガイドツアー 無料 10名
お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順交

他

交

交

２６日（土）

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

６日（日）

２０日（日）

日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

８日（火）

8:30～17:00
スタンプカードで花鉢ＧＥＴ！

モリコロパーク花めぐり ２０２０
10月31日（土）まで（休館日をのぞく）

無料 どなたでもご参加いただけます他

9：00～16：30
リアル謎解きゲーム×モリコロパーク
「モリコロパーク探検隊と宝の地図」

11月8日（日）まで（休館日をのぞく）
500円 どなたでもご参加いただけます他

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」 凡例にない他の場所

場所の凡例

10：30～14：30
の間で随時
(20分程度)

あそび工房
5日(土)、６日(日)、22日(火・祝)、26日(土)、
27日(日)

無料

1日40名
3歳以上

(未就学児は
保護者同伴) 

当日受付学

交

施設のお知らせ
アイススケート場 9/20(日)は愛知県アイスホッケー競技会開催のため、終日休業いたします。

サツキとメイの家 ジブリパーク整備の工事に伴い7月13日(月)から当面の間、休業しております。

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。

モリコロパークに来園する度にスタンプをひとつ。
スタンプを6個集めると抽選で5名様に花鉢をプレゼントします。

※イベント開催状況等によりプレゼント内容を変更させていただく場合があります。

園内ではさまざまな秋の花を楽しんで
いただけます。
見頃情報はモリコロパークホームページ内、
「花ごよみ」でご確認ください。
https://www.aichi-koen.com/

category/hana/hana_moricoro/
日 時：10月31日（土）まで 休館日を除く毎日実施

8:30～17:00
場 所：地球市民交流センター、西口休憩所にて

スタンプカード配布及びスタンプ押印
参加費：無料
問合せ：愛・地球博記念公園管理事務所 0561-64-1130

大 大芝生広場

７日（月） 休館日 園内施設・有料施設・園内バス・サイクリングコースはお休みです。園内は自由に散策していただけます。

１３日（日）

１４日（月） 休館日 園内施設・有料施設・園内バス・サイクリングコースはお休みです。園内は自由に散策していただけます。

10:00～17:00
（最終入場16:30）

全日本ぎょうざ祭り2020秋
inモリコロパ－ク

詳しくはホームページをご覧ください
https://gyozamatsuri.jp/

大１９日（土）～
２２日（火祝）

２３日（水） 休館日 園内施設・有料施設・園内バス・サイクリングコースはお休みです。園内は自由に散策していただけます。

11 8 ( )

9 00 16 30 16 00

1 500

0561 64 1130

所要時間は2時間
ほどを想定していますが

散策をかねて
休憩をはさみつつ、
のんびり1日かけて

楽しむのがおすすめです！

２８日（月） 休館日 園内施設・有料施設・園内バス・サイクリングコースはお休みです。園内は自由に散策していただけます。

調整中
モバイルスタンプラリー
26(土)～10月11日（日）（休館日をのぞく）

詳しくはお問合せください
愛知県公園緑地課協働グループ 052-954-6491

他

11：00～15：00 もりの学舎まつり 詳しくはホームページをご覧ください
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/r2fes.html

学



LINE＠運用中！ お友だち募集中です♪
ID ＠moricoro-park
おトクな情報発信しています☆

モリコロパーク ブログ
http://aichi-koen.com/category/blog/blog_moricoro/

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
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染防止のため、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をご確認ください。

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

園内バスルートと時刻表

モリコロパーク
コスモスフェスタ

時

場

問

9月19日(土)～22日(火・祝)
10：00～17：00(入場は16：30)

大芝生広場
入場料等、詳しくはホームページを

ご覧ください

https://gyozamatsuri.jp/

記号： 時 日時 場 場所 ￥ 参加費・入場料 問 問い合わせ先 申 申込み先

全国各地の餃子がモリコロパークに
大集合します。
秋空の下でおいしい餃子を召し上がれ！

普段は開放していない露地を眺めな
がらお抹茶と和菓子を楽しめるイベ
ントです。お茶会が初めての方やお
子様もお気軽にご参加ください。

9月13日(日)11：00～16：00

日本庭園 茶室「香流亭」

550円(抹茶・和菓子付き)

愛・地球博記念公園管理務所

0561-64-1130

時

場

￥

愛知万博当時の会場マップを片手に
スタッフが園内をご案内します。

9月20日(日) 雨天中止
10：00～12：00(約2時間)
総合案内所前集合
無料
電話にて受付中
(空きがあれば当日先着順)
愛・地球博記念公園管理事務所

0561-64-1130

場

￥

時

問

申

夜長月茶会

愛・地球博記念公園
モリコロパークツアー

混雑時など状況により、ご乗車
できない場合がございます。
また、混雑状況により遅れる場合
がございますのでご了承ください。

平 日 土・日・祝日

愛・地球博の理念「自然の叡智」を
継承した施設内を見学してみませんか。

9月26日(土)
13：00～14：00
地球市民交流センター受付前
無料
電話にて受付中
(空きがあれば当日先着順)
愛・地球博記念公園管理事務所

0561-64-1130

場

￥

時

申

地球市民交流センター
ガイドツアー

9月12日(土)、13日(日)に

開催を予定しておりました、

「TOKAI ECO FESTA 2020 Autumn」

は延期になりました。

日程等詳しくはホームページで

ご確認ください。

http://tokaiecofesta.web.co.jp/

全日本ぎょうざ祭り
2020秋inモリコロパーク

喧騒を離れ、美しい日本庭園と
名曲の調べを楽しむイベントです。

9月13日(日)12：45～13：15  

(開場は12：15～)

日本庭園 茶室「香流亭」

550円(抹茶・和菓子付き)

愛・地球博記念公園管理務所

0561-64-1130

時

場

￥

日本庭園 癒しのひととき
～森のクラシックコンサート～

問

コスモスの見頃に合わせて開催するイベントです。
スタンプラリーなどの実施を予定しています。

時

場

問

10月18日(日)10：00～15：00（雨天中止）
お花畑（大芝生広場横）
愛・地球博記念公園管理事務所
0561-64-1130

ハロウィンの絵柄のかわいいぬりえを楽しもう！
参加してくださった方には小さなプレゼントが
あります。

10月10日(日)～31日(土)※休館日をのぞく
8：30～16：30
西口休憩所
無料
当日先着順（定員は各日25名）
愛・地球博記念公園管理事務所
0561-64-1130

時

場

￥

申

問


