
園内工事、イベント等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

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

!

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

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。

時

場

モリコロパーク
ハッピーハロウィン！

問

花の広場に迷路が登場！
花の広場、大花壇、愛・地球博記念館
にはフォトスポットを設置します。

￥

10月16日(土)～31日（日）
※休館日をのぞく
迷路は10：00～16：00
フォトスポットは開園時間中
※記念館は9：00～17：00
（入場は16：30まで）
花の広場、大花壇、
愛・地球博記念館
無料
愛・地球博記念公園管理務所
0561-64-1130

愛・地球博記念館にて、愛知万博で販売されて
いたモリゾー・キッコログッズを展示します。
期間中の土日は記念館のガイド解説を随時開催。
期間中の毎週日曜日、午後２時から15分間程度、
モリゾー・キッコロが登場！一緒に写真を撮影
しませんか？

場

￥

時

モリコロパーク

開園１５周年記念企画展
モリゾー・キッコロの世界

問

員

10月1日(金)～11月3日（水・祝）
※休館日を除く
9：00～17：00（入館は16：30まで）

愛・地球博記念館
無料
特になし
愛・地球博記念公園管理事務所
0561-64-1130

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

平 日 土曜日・日曜日

令和3年6月 改正

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。

開催日 10月31日（日）まで開催中
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

秋風が心地よい公園内を巡りながら謎解きに挑戦しよう！
屋外で頭と体を使って楽しむイベントです。

大芝生広場横のお花畑で
コスモスが見頃を迎えます

ピンク色のコスモスの他、鮮やかな黄色のキバナコ
スモスが一面に咲く景色は圧巻！

芝生に腰かけてのんびり眺めたり、
コスモス畑を散策したり…。
秋の心地よい風を感じながら
公園でのひとときをお過ごし
ください。

モリコロパークでハロウィンを楽しもう！

員

場

￥

時

ハロウィンの
ぬりえで遊ぼう♪

問

申

員

参加してくださった方には小さな
プレゼントを差し上げます。

10月23日(土)～31日(日）
※休館日を除く
10：00～16：00
西口休憩所
無料
各日30名
当日先着順
愛・地球博記念公園管理務所
0561-64-1130



10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
2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日）、
16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、
30日（土）、31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）

①13：00～13：35

②14：00～14：35

インタープリターと森あそびにいこう!!
2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日）、
16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、
30日（土）、31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

12日、26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

9月15日(水)9：00から
10月21日（木）まで

お電話にて先着順受付

14：00～15:15
姿勢改善エクササイズ

7日、14日、21日、28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

1日、8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

11：00～11：50

インタープリターと歩く もりのツアー
2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日）、
16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、
30日（土）、31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

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

5日、19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

日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

２６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

14日、28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

7日、21日
100円

+材料費
20名 募集を終了しました交

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８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１５日（金）

10：00～12:00
野菜教室

13日、27日
100円

+材料費
20名 お電話にて受付中交

１７日（日）

13：00～14：00 地球市民交流センターガイドツアー 無料 10名
10月1日（金）から15日（金）
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（休館日をのぞく）

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
（休館日をのぞく）

無料 どなたでも参加できます他

10：30～15：00
の間で随時
(20分程度)

あそび工房
2日（土）、3日（日） 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

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３日（日）

１０日（日）

２４日（日） 8：30～16：00
第32回 トヨタ博物館

クラシックカー・フェスティバル
トヨタ博物館

https://toyota-automobile-museum.jp
大

２３日（土）

里 あいちサトラボ

園内工事について：
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。

サイクリングコース：
10月17日（日）「クレストンホーム杯 モリコロパーク第1回ローラースキー大会」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 無料 10名

9月26日（日）から10月10日（日）
までお電話にて先着順受付他

10：00～16：00
ハロウィンのぬりえで遊ぼう♪
23日(土)から３１日(日)（休館日をのぞく） 無料 各日30名 当日受付西 ４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。

１１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。

１８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。

２５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。

１１日１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。

９日（土） 9：30～13：00 稲刈り体験 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/2021inekari/里

10：30～15：00
の間で随時
（20分程度）

【秋の特別企画】 あそび工房
16日（土）、17日（日）、23日（土）、 24日（日） 無料

各日60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

開園時間内
（迷路は10：00
～16：00まで）

モリコロパーク ハッピーハロウィン！
16日(土)から３１日(日)（休館日をのぞく） 無料 どなたでも参加できます他

10：30～15：00
の間で随時
(15分程度)

【秋の特別企画】 ふしぎ万華鏡
16日（土）、17日（日）、23日（土）、 24日（日） 無料

各回1組10人
どなたでも
参加できます

当日先着順
（1組ずつ随時対応）学

10：00～15：00
（会場により
異なる）

モリコロパーク 秋まつり2021 詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします
https://www.aichi-koen.com/moricoro/

他

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

10：00～16：00
発見！あそびの基地Ⅱ
9月1日（水）から12月17日（金）までの
土日祝日

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

①11:00～11:30
②14:30～15:00

親子であそぶトコトコプログラム
①27日②6日、13日、20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

13：30～15:00
太極拳入門教室

6日、20日 100円 25名
お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順交

10：00～16：00
「汗かくメディア2021」

16日（土）から31日（日）（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/児

9：00～17:00
（入館は16：30

まで）

モリコロパーク開園15周年記念企画展
「モリゾー・キッコロの世界」
1日（金）から11月3日（水・祝）
（休館日をのぞく）

無料 どなたでも参加できます記

8：00～16：00
クレストンホーム杯 モリコロパーク

第1回ローラースキー大会
公益財団法人愛知県スキー連盟
https://morikoro-roller-ski.com/

サ

10：00～17：00
（最終入場16:30）

全日本ぎょうざ祭り2021秋
in モリコロパーク

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

大２９日（金）～
３１日（日）

サ サイクリング

9：00～14：30 【特別企画】 森のナゾときウォーク
1日（金）から31日（日）（休館日をのぞく） 無料

詳しくはホームページをご覧ください
http://kankyo-gakushu-plaza.pref.aichi.jp/manabiya/学


