
①9:30～12:00
②14:00～15:30

モリコロパーク おがくずアート 無料 当日先着順（①11:30、②15:00で受付終了いたします。
参加者多数の場合、お待ちいただくことがあります。）

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
呈茶は
550円

当日受付

交

記

学

茶 児

他

大地球市民交流センター

愛・地球博記念館

フィールドセンター（もりの学舎）

大芝生広場（スケート場そば）

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花 花の広場

西 西口休憩所

9：00～16:30
しぜんあそびシリーズ
「あつめろ」「クリスマスオーナメント」

1日（日）～28日（土）（休館日をのぞく）
無料 どなたでもご参加いただけます

１２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。

特定日
実施

休10:00～16:00
平12:30～16:00

発見！あそびの基地Ⅱ
みんなであそぶプログラム

9月3日（火）～12月20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/

10：30～15：00
の随時

ひろば de しぜんあそび
1日（日）、8日(日) 、14日（土）、15日（日）、

21日（土）、22日（日）、28日（土）
無料 各回10名 当日受付

①10:45～11:20
②11:45～12:20

インタープリターと森あそびにいこう!！
1日（日）、8日(日) 、14日（土）、15日（日）、

21日（土）、22日（日）、28日（土）
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 健康講座 ノルディックウォーキング
10日、17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

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

児）と保護者17組
11月20日(水)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 1000円 30名 11月20日(水)～12月13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
11日のみ 100円 1～3歳の幼児と

保護者17組
11月20日(水)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
11日、18日 100円 20名 お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順

10：30～12:00 親子教室 ふれあいミュージック
12日、19日、26日 100円 1～3歳の幼児と

保護者17組
11月21日(木)14:00～電話受付
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
12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
20日のみ 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

10:00～12:00 モリコロパーク 自然観察会 無料 60名 お電話にて受付中
空きがあれば当日先着順

13：45～14:35
インタープリターと歩くもりのツアー

かめの池コース
1日（日）、8日(日) 、14日（土）、15日（日）、

21日（土）、22日（日）、28日（土）

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

交

交

交

児

学

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 日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

学

交

１日(日)

９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。

17:00～17:50 キッズダンス教室
10日、17日 200円 小学生25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

①14:30～15:00
②11:00～11:30

親子であそぶトコトコプログラム
①4日、②11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

10：30～11:30 英会話講座 初級クラス
3日、17日 500円 20名 お電話にて受付中

空きがあれば当日先着順交

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

8:30～15:00 第7回ピンクリボンチャリティマラソン
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://nagorun.com/

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 20名 お電話にて受付中
空きがあれば当日先着順交

他

交

交

２１日(土)

７日(土)

11:00～16:00 冬の月茶会 呈茶は
550円

和菓子がなくな
り次第終了

当日受付茶

9:00～16:30 リアル謎解きゲーム 名探偵と森の妖精たち
7月27日（土）～3月31日（火）（休館日をのぞく） 500円 どなたでもご参加いただけます他

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。

８日(日)

１６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。

２２日（日）

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（水）

①11:30～12:00
②14:30～15:00

あそび工房
1日（日）、8日(日) 無料

各回20名
①小学生以上

②3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）学

記

１５日（日）

8:30～16:00 ヴェロフェスタ2019in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://morikoro-velofesta.jimdo.com/交

14:00～14:15 モリゾー・キッコロ登場 ～記念撮影会～ 無料 当日先着順記

１７日（火）

10：30～12:00 親子教室 親子リズミック＆マッサージ
22日のみ 100円 2ヶ月～2歳のお子様と

保護者14組
11月21日(木)14:00～電話受付
空きがあれば当日先着順交

10:00～12:00
13:30～15:30 ミニ門松づくり 300円 各回20組 12月3日(火)14:00～受付

ス アイススケート場

サ サイクリングコース

芝 芝生広場（観覧車そば）

10:00～12:00
13:30～15:30 しめ縄づくり 200円 各回20名 12月3日(火)10:00～受付

日曜日

10:00～16:00 冬季特別企画「ちずであそぶ」
12月21日（土）～1月19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/

8：30～16：30 冬のぬりえで遊ぼう♪
12月17日（火）～1月6日（月）（休館日をのぞく） 無料 各日25名 当日受付西

11:25～15:00 第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会 詳しくはホームページをご覧ください
https://www.tokai-tv.com/ekiden19/

大

大

２日（月）

※ 愛知陸協駅伝競走大会 ※詳しくはホームページをご覧ください
http://www.aichi-rk.jp/01nittei.htm大１４日（土）

①12:00開演
②16:30開演 浅田真央サンクスツアー 愛知公演 詳しくはホームページをご覧ください

https://www.tokai-tv.com/events/smp/mao_thanks/１４日（土）

１５日（日）

10:00～16:00 モリコロパークのクリスマス会２０１９ 詳しくはホームページをご覧ください
https://www.aichi-koen.com/moricoro/交

サ

ス

※9:00～ 第4回クリスマスリレーマラソン２０１９
IN 愛・地球博記念公園

※詳しくはホームページをご覧ください
https://www.ts-agency.net/大

8:30～15:15 ２０１９ 童夢駅伝・マラソン大会 詳しくはホームページをご覧ください
http://www.domu-npo.com/

13:30～15:30 おやこクラフト 無料 各回20名 詳細はお問い合わせください
0561-61-2315学

10:30～11:50 ちびっこクラフト 無料 各回20名 詳細はお問い合わせください
0561-61-2315学２１日(土)

２２日（日）

交

交

２３日（月）

２８日（土）

観覧時間内 サツキとメイの家 物さがし
12月1日（日）～2月29日（土）（休館日をのぞく） 観覧料 サツキとメイの家観覧の方他

２４日（火）

児

他

休園日 １２月２９日（日）から１月１日（水祝）は公園にお入りいただくことができませんのでご注意ください。２９日（日）～



各施設お問い合わせ

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://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 べ ン ト 案 内

おがくずを固めた土台の上に、公園内で
採取した木の実や花をのせてオリジナル
のアート作品を作りましょう。

１２月１７日（火）～１月６日（月）
８：３０～１６：３０（休館日をのぞく）
西口休憩所
参加費：無料
当日受付（各日２５名）

クリスマス、お正月をイメージした絵柄から
好きなぬりえを選んで色をぬろう！完成し
たら、ちょっとしたプレゼントがもらえるよ！

￥

申

場

時

時

￥

場

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

芝生広場

あいちサト
ラボ

あいちサトラボ

あいちサトラボ

園内バスルートと時刻表

１２月１４日（土）、１５日（日）
①１２：００開演、②１６：３０開演
アイススケート場
有料

東海テレビ放送 事業部
https://www.tokai-tv.com/events/
smp/mao_thanks/

時

場

浅田真央が今まで滑ったプログラムを、キャス
トのスケーターたちと共にメドレーで繋いでいく
新しいアイスショーです。

￥

問

１２月１５日（日） ８：３０～１６：００
地球市民交流センター、
サイクリングコース
入場無料、競技参加有料
ヴェロフェスタ実⾏委員会
https://morikoro-velofesta.jimdo.com/

時

「入門ライダー向け」のエンデューロイベント
です。クリスマスライドやマウンテンバイク
ショー、キッズバイクスクールもあります。

￥

場

１２月１４日（土）、１５日（日）
１０：００～１６：００
地球市民交流センタ－
参加費：無料（有料ワークショップあり）
愛・地球博記念公園管理事務所
０５６１－６４－１１３０

楽しいワークショップや子供向けステージ
ショーなど、一日楽しめるイベントです。

時

￥

場

１２月３日（火）～２月２８日（金）の平日
（休館日・冬休み期間１２月２４日（火）
～１月６日（月）をのぞく）
通常（約３０分）よりもゆったりとした
約４０分観覧をお楽しみいただけます。

問

公園北口周辺
１２月７日（土）～１月３１日（金）１７：００～２１：００

地球市民交流センター
１２月７日（土）～１２月２５日（水）１７：００～２１：００

愛･地球博記念館
１２月１４日（土）～１月１３日（月・祝）９：００～１７：００
（休館日をのぞく）

１２月７日（土） 園内無料バス終日運休
１２月１２日（木）～１５日（日） アイススケート場終日休業
１２月１５日（日） サイクリングコース終日休業

問

「サツキとメイの家 物さがし」
イベントも同時開催！

１２月２９日（日）～１月１日（水祝）の４日間、閉園させていただきます。
この期間中は公園にお入りいただくことができませんのでご注意ください。
新年は１月２日（木）８:００の開園です。

１２月２４日（火）
１０：００～１２：００、１３：３０～１５：３０
地球市民交流センター
２００円（各２０名）
１２月３日（火）１０:００から電話受付

１２月２５日（水）
１０：００～１２：００、１３：３０～１５：３０
地球市民交流センター
３００円（各２０組）
１２月３日（火）１４:００から電話受付
しめ縄・ミニ門松共に０５６１－６４－１１３０

時

場

￥

申

時

￥

場

申

１２月２１日（土）、２２日（日）
９：３０～１２：００（１１:３０受付終了）
１４：００～１５：３０（１５:００受付終了）
愛･地球博記念館
無料
当日受付（参加希望者多数の場合、
お待ち頂くことがあります）


