
６月 イベント案内

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550円 当日受付

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。

特定日
実施

休10:00～16:00
平12:30～16:00

発見！あそびの基地Ⅰ
みんなであそぶプログラム

4月14日（火）～7月17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
の随時

ひろば de しぜんあそび
6日(土)、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、

21日（日）、27日（土）、28日（日）
無料 各回10名 当日受付

①13:30～14:05
②14:30～15:05

インタープリターと森あそびにいこう!！
6日(土)、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、

21日（日）、27日（土）、28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
健康講座 ノルディックウォーキング

16日、30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 30名
5月21日(木)9:00～6月4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

3日、17日 100円 20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

4日、11日、18日、25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

5日､19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

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
空きがあれば当日先着順

11：00～11:50
インタープリターと歩く もりのツアー
6日(土)、7日（日）、13日（土）、14日（日）、20日（土）、

21日（日）、27日（土）、28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

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

9日、23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

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

２７日（土）

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

１４日（日）

２２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。

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。

７日（日）

２９日（月）

9：00～16:30
しぜんあそびシリーズ

「あつめろ」「あめのえ」
2日（火）～30日（火）（休館日をのぞく）

無料
どなたでもご参加いただけます
（あめのえは1日先着30個）

学

２１日（日）

日（曜日） 開催時間 イベント名 費用 定員・対象 参加方法

９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

①11:00～11:30
②14:30～15:00

親子であそぶトコトコプログラム
①10日､24日 ②3日、17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

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。

８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。

１５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。

9：00～16：30
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
6月2日（火）～11月8日（日）（休館日をのぞく）

500円 どなたでもご参加いただけます他

かわいいモリゾー・キッコロの
イラスト入りの
6月・7月の
カレンダーです。
モリコロパークの
ホームページから
ダウンロードできます。

「自然観察会」でおなじみの
ネイチャークラブ
東海がYouTube
チャンネルを
スタート！
「愛知の公園
楽しみ隊」で検索！

楽しい情報発信中

愛知県児童総合センターがおうち
で楽しめる遊びを提案！
小さなお子様も楽しめる
あそびがいっぱいです。
「児童総合センター

YouTube」
で検索してください。

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

14:00～16:00 日本庭園 野村勘治ガイドツアー 無料 15名 5月29日(金)10:00～受付
空きがあれば当日先着順茶

①12：00～
②13：00～
③14：00～

ラベンダー摘み取り体験2020
6月24日（水）、25日(木）、26日（金）、
30日（火）、7月1日（水）、2日（木）

無料 各回15名
当日先着順

（各日11：00から整理券配布）
花

花 花の広場

アイススケート場

利用料金

大人 1,470円

小人(3歳～中学生） 840円



各施設お問い合わせ

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

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

6/7(日) キャラクターフェスティバルVOL.9 inモリコロパーク dolly with drif-I
6/27(土) こぼれるサラダと落ちたホールケーキ
6月末～ モリコロパーク 巨大七夕短冊飾り

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・延期となることがございます。詳しくはホームページをご確認ください。

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：管理事務所 0561－64－1130

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/

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

5月17日(日）よりスタンプカードの配布と押印を再開いたしました。
皆様のご参加をお待ちしております！

※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。

詳しくはホームページや園内の案内をご覧ください
https://www.aichi-koen.com/moricoro-hanameguri2020/ 

モリコロパーク花めぐり2020 再開しました！

6月はアジサイと
ラベンダーが見頃
を迎えます

開催日：6月2日(火)～11月8日(日)まで休館日を除く毎日

実施時間：9：00～16：30 （謎解きキット販売は16：00まで）

謎解きキット販売場所：総合案内所、西口休憩所

参加費：謎解きキット1部 500円

問合せ：管理事務所 0561－64－1130

謎解きキットを手にパーク内を巡り謎に挑戦！
頭と体をつかって楽しむ体験型ゲームイベントです

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」
モリゾ―キッコロと探検しながら宝さがしをはじめよう！ 詳細はモリコロパークの

ホームページを
ご確認ください

花の広場休憩所横にある約1,600㎡のラベンダー畑で薄紫色の花が一斉に咲きそろいます。
癒しの香りに包まれて初夏の散策を楽しんでみませんか？※ラベンダー畑は9：00～17：00に散策できます。

日時：6月24日（水）、25日（木）、26日（金）、30日（火）、7月1日（水）、2日（木）
①12：00～ ②13：00～ ③14：00～

受付：各日11：00より整理券配布（お一人1日1枚限り）
定員：各回15名
摘み取り本数：25本まで
参加費：無料


