
9：00～16:30 【もりの学舎 新春特別企画】 「新春クイズ」
2日（水）、3日（木） 無料 どなたでもご参加いただけます

9：00～16:30 しぜんあそびシリーズ 「こえだのゆき」
2日（水）～31日(木）（休館日をのぞく） 無料 各日30名 当日受付

１月 イベント案内 ※イベントは天候などにより中止・変更となる場合があります。

9：00～16:00 冬のぬりえで遊ぼう♪
2日(水）～7日（月）

無料 各回20名 当日先着順

特定日
実施

9：00～17:00 冬のイルミネーション
2日(水）～6日（日） 無料 どなたでもご覧いただけます

観覧時間内 サツキとメイの家 物さがし
2日（水）～2月28日（木）（休館日をのぞく）

入場料 サツキとメイの家観覧の方

休10：00～16:00
平12:30～16:00

発見！あそびの基地Ⅱみんなで遊ぶプログラム
22日（火）～31日（木）（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

httpst//www.acc-aichi.org/

①11:00～11:30
②14:30～15:00

親子であそぶ トコトコプログラム
①16日（水）②23日（水）①30日（水） 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

httpst//www.acc-aichi.org/

10：15～15：15
の随時

ひろば de しぜんあそび
土・日・祝 無料 各回10名 当日受付

11：30～12:05 インタープリターと森あそびにいこう！！
日・祝 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）

①11:30～12:00
②14:00～14:30

あそび工房
12（土）、13（日）、14日（月・祝） 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）

9：00～16:30 【もりの学舎 新春特別企画】「どうぶつおみくじ」
2日（水）～31日(木）（休館日をのぞく） 無料 どなたでもご参加いただけます

10：30～11:30 英会話講座 初級クラス
8日のみ 500円 20名 電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

10：00～11:30 健康講座 ノルディックウォーキング
8日、22日 100円

ポール貸出
先着20名

（別途100円）

電話にて受付中
空きがあれば当日先着順

10：30～12:00 親子教室 マザーグースに集う！
22日のみ 100円 2歳以上（未就学児）

と保護者17組
12月20日(木)14:00～電話受付

空きがあれば当日先着順

13：30～15:00
寄せ植え教室

29日のみ 1000円 30名 12月20日(木)～１月18日（金）まで
にお電話にてご予約ください

10：30～12:00 親子教室 わくわく音ランド
9日のみ 100円 1～3歳位の幼児と

保護者17組
12月20日(木)14:00～電話受付

空きがあれば当日先着順

13：30～15:00 太極拳入門教室
9日、23日 100円 20名 電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

10：30～12:00 キッズ☆からだあそび
16日のみ 100円 2歳以上（未就学児）

と保護者10組
12月20日(木)14:00～電話受付

空きがあれば当日先着順

10：30～12:00 親子教室 ふれあいミュージック
10日、17日、24日 100円 1～3歳位の幼児と

保護者17組
12月21日(金)14:00～電話受付

空きがあれば当日先着順

14：30～15:45 姿勢改善エクササイズ
10日、17日、24日 100円 30名 電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

13：30～15:30 布草履作り教室
17日 100円 10名 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
11日、25日 100円 30名 電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

10：30～12:00 親子教室 親子リズミック＆マッサージ
12日のみ 100円 2ヶ月～2歳位のお子様

と保護者14組
12月2１日(金)14:00～電話受付

空きがあれば当日先着順

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

1２月２９日（土）
～1日（火・祝）

休園日 この期間は公園の扉門を閉めてしまいますので、園内にお入りいただくことができません。

14日（月・祝）

10:00～12:00 モリコロパーク 自然観察会 無料 30名 電話受付中
空きがあれば先着順受付

14:30～15:10 愛・地球博記念館ガイドツアー 無料 10名 当日受付

11:00～16:00 新春茶会 呈茶は
500円

和菓子がなくな
り次第終了

当日受付

12:45～13:15 日本庭園 癒しのひととき 観賞無料 呈茶は
500円 当日受付

9:00～14:00 モリコロパーク新春親子凧揚げ大会 無料 先着100名のお子様に
和凧プレゼント

当日受付

14:00～14:15 モリゾー・キッコロ登場 無料 当日先着順

10:20～ パン食いdeリレーマラソン 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
http://runinfo.jp/moricoro20190127/

18：30～20:00 モリコロパーク・ナイトカフェ 500円 100名
小学生以上

電話にて受付中
0561-64-1190

２７日（日）

場所の凡例
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大

11：00～11:50 インタープリターと歩くもりのツアー かめの池コース
毎週土曜日

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）

13：30～14:20 インタープリターと歩くもりのツアー 森コース
土・日・祝

無料 各日20名
小学生以上

当日先着順
（開始30分前から受付）
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6日（日）

7日（月） 営業日 冬休みのため、通常営業いたします。 ※愛知県児童総合センターは休館

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。

設備点検による停電のため、一部屋外トイレ、自動販売機、エレベーター等が使用できません。詳しくは公園HPをご覧ください

他

学

学

茶
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9：00～16:00
鬼たおしゲームに挑戦しよう♪

19日（土）～2月3日（日）（休館日をのぞく）
無料 各日15名 当日先着順

日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

10:00～ NAGOYA RUNNERS CUP 詳しくはホームページをご覧ください
http://www.runcup.net/

１５日（火）

１８日（金）

8:45～14:00 S＆B杯 ちびっ子健康マラソン 詳しくはホームページをご覧ください
https://www.sbfoods.co.jp/marathon/

２０日（日）

1３日（日）

9:30～12:00
14:30～16:00 ぬりえ モリゾー・キッコロカレンダーを作ろう！ 無料 当日先着順

１９日（土）

２１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。

13:30～15:30 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/

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。

設備点検による停電のため、一部屋外トイレ、自動販売機、エレベーター等が使用できません。詳しくは公園HPをご覧ください

大

10:00～16:00 モリコロパーク 雪まつり
26日（土）～2月24日（日）の期間中の土・日・祝

詳しくはホームページをご覧ください
http://www.yukimaturi.com/

10：00～16:00 冬季特別企画「はんたいのはんたいのはんたい」
2日（水）～20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

httpst//www.acc-aichi.org/児 営業日 ８時より開園いたします。２日（水）

9：00～16:30
（受付15:00まで）

文字探しスタンプラリー
2日(水）～6日（日）

無料 各日30名 当日先着順
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9:00～12:00 長久手新春ふれあいマラソン 長久手市くらし文化部生涯学習課
０５６１－６３－１０００

特定日
実施

記

西

地球市民交流センター

記

交

大

大

記

記

児

大

交

西

愛・地球博記念館

サツキとメイの家

もりの学舎（フィールドセンター）

大芝生広場（スケート場そば）

西口休憩所

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

野 野球場

総 総合案内所

11:00～11:30 芝焼き 雨天時 ２６日（土）に順延 無料 火付けは先着30名
15歳以下保護者同伴

１０：３０～当日先着順茶



公園内のポイントを回るスタンプラリー

ゴールした方にはプレゼントがあります。

日時：１月２日（水）～６日（日）
９：００～１６：３０（受付１５：００まで）
受付場所：総合案内所
定員：各日３０名
参加費：無料

愛・地球博の思い出がつまった
愛・地球博記念館をガイドがご案内します。

園内バスルートと時刻表

各施設お問合わせ

LINE＠運用中！ お友達募集中です♪
ID検索で！ ＠moricoro-park
QRコードで！
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

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

愛知県児童総合センター 0561－63－1110

http://kankyopgakushupplaza.pref.aichi.jp/manabiya/

もりの学舎(フィールドセンター） 0561-61-2315

交

学

http://chikyushimin.com/

入場料：中学生以下 無料 その他300円

N

場所：野球場A、B、C
参加費：無料
主催：日本の凧の会 東海支部 （公財）愛知県都市整備協会

南駐車場
そば

雪とふわふわ大集合！

今年もモリコロパークに
雪の遊園地がやってくる！

場所：地球市民交流センター、交流広場
参 加 方 法 ： 入 場 無 料 （ 一 部 有 料 ）
主 催 ： 雪 ま つ り 実 行 委 員 会
h t t p : / / w w w . y u k i m a t u r i . c o m /

1月7日（月）～2月28日（木） までの平日（休館日をのぞく）

「サツキとメイの家」をゆっくりご覧いただけます

先着100名の
お子さまに
手作り和凧を
プレゼント！

９：００～１４：００
1月14日（月・祝）

日本庭園を眺めながら
クラシックの名曲をお楽しみください。

日時：１月１４日（月・祝）
１４：３０～１５：１０
受付場所：愛・地球博記念館
定員：１０名
募集：当日受付
参加費：無料

日時：１月１９日（土）
雨天時 1月２６日（土）に順延
１１：００～１１：３０（受付１０：３０～）

場所：日本庭園主庭
参加費：無料
火付けは当日先着３０名（１５歳以下保護者同伴）

ベビーカー、車椅子では参加できません。

日時：１月１３日（日）
１２：４５～１３：１５
受付場所：茶室 「香流亭」
入場無料（呈茶は５００円）

日時：１月1９日（土）～２月３日（日）
（休館日をのぞく）

９：００～１６：００
受付場所：西口休憩所
定員：各日１５名
参加費：無料

こわ～い鬼をボールを使って倒そう！
参加者には素敵なプレゼントがあります。

日時：１月1８日（金）
１８：３０～２０：００
場所：地球市民交流センター
参加費：５００円（飲み物・軽食付）
お申込：０５６１－６４－１１９０
電話受付中
※18歳未満は保護者同伴

児
1月26日（土）～2月24日（日）

イベント開催のため、
1月20日（日）は13:00より営業いたします。

期間中の土･日・祝

10:00～16:00

「箏曲龍音會」によるお箏と尺八の
新春コンサート

春を呼ぶ風物詩「芝焼き」
芝焼きの炎、煙と、勇敢な和太鼓の生演奏を
お楽しみください。

～クラシック音楽と呈茶の贅沢な時間～

本年もモリコロパークをよろしくお願いいたします。１月２日（水）８時より営業いたします。

広～い会場で凧揚げを楽しみましょう！

雨天中止

https://www.accpaichi.org/

1月2日（水）～1月6日（日）までは休日ダイヤ


