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指定管理者●（財）福島県都市公園・緑化協会

第３回逢瀬公園

もみじ
まつり
１０月３０日
（日）
10:00〜14:00

Big Band Jazz Battle

きなこ餅の無料配布（公園事務所前）

県 内 で 活 躍 する３つ のジャズ
バンドによる競演です。

先着200名様につきたてのきなこ餅をプレゼント!!
◎12時より

時間：10時半〜14時まで随時
場所：日本庭園
演奏：GO-GOジャズオーケストラ
キング・サウンズ
サンライズ・ビッグバンド

もりの案内人と秋を楽しもう
（無料休憩所）

おもしろ自転車無料体験
家族で乗れる変わりだね
自転車を無料で楽しむこ
とができます。

10月最後の日曜日は、
もみじまつりの開催日です。
場所：無料休憩所脇駐車場
秋の逢瀬公園にぜひご来園ください。

薬草茶試飲
コーナー
（無料休憩所前）

●開催日：9月25日（日）
●時 間：午前の部 10時〜11時30分
午後の部 13時〜14時30分
●場 所：さくらの広場周辺の森林 ※さくらの広場トイレ前集合
●講 師：Tree Master Climbing Academyインストラクター
●定 員：午前午後各10名
●年 齢：6歳以上〜成人まで ※12歳以下は保護者同伴
●受講料：500円（保険料を含む）
●締 切：9月20日（火）まで ※定員になり次第締め切ります

第2回ノルディックウォーキング大会ｉｎ郡山参加者募集!!
開成山公園をスタートに逢瀬公園・緑化セン
ターまでの約8Kmを歩くノルディックウォー
キング大会を開催します。ゴールでは豚汁や
花苗の抽選会などでお楽しみいただきます。
●開催日：11月22日（火）※小雨決行
●時 間：10時スタート ※受付は9時〜
●参加費：1000円（弁当代、参加記念品、完歩賞、保険代含む）
●定 員：50名 ※事前申込が必要です。初心者には体験教室に参加して
いただきます。ポールの貸出あり。

主催／郡山ノルディックウォーキング協会 （財）
福島県都市公園・緑化協会

朝どり野菜市ｉｎ逢瀬公園・緑化センター
地元河内野菜倶楽部による新鮮野菜の直売
会です。公園情報も合わせて発信しておりま
すので、お気軽にお立ち寄りください。
●開催日：8月7日・21日、9月11日・25日、
10月9日・23日、11月13日・27日
●時 間：10時〜15時
●場 所：西駐車場の大階段下

◎木の枝クラフト
（材料費１００円）
１０時〜１４時
◎プラ板ストラップ（材料費１００円）
１０時〜１４時
◎秋の森林観察会（参加無料）
１１時、
１３時スタート

出店コーナー（日本庭園〜中央広場）
ただいま出店してくれる方を募集中です。
詳しくは公園事務所までお問合せください。

夏休み「みどりの絵」作品展示会

逢瀬公園ツリーイング体験会
ツリーイングとは、ロープを使って木に登るレクリエーション
です。自然と親しむ楽しみを見つけに参加しませんか。樹上か
らの眺めは最高です。

公園事務所前にて

子どもたちが 遊びや体 験を通じて
親しんだ自然等を素材に描いた作
品を展示します。
●開催日：9月2日（金）〜11日（日）
●時 間：9時〜16時30分
●場 所：無料休憩所

秋の盆景展
郡山グリーン愛好会の会員が持ち寄った
自慢の山野草の鉢物を展示します。毎日
先着100名様に草花苗をプレゼント!!
●開催日：10月21日（金）〜23日（日）
●時 間：10時〜16時 ※最終日は15時
●場 所：無料休憩所

第5回公園フォトコンテスト作品募集
公園の魅力を広く紹介することを目的に開催します。

●テーマ
「いやしをみつけよう 〜ほっとする、公園〜」
多くの方が頑張っているこの時に、写真を見た人がほっと
癒されるような写真を募集します。
●対象となる公園
逢瀬公園・緑化センター
あづま総合運動公園、民家園
福島空港公園
●締切：平成24年2月10日（金）
応募方法など詳しくは、上記の公園事務所の窓口に配置して
ある応募チラシ、または公園ホームページをご覧ください。

逢瀬てくてくマップ今秋発行 ただいま準備中!!

イベント中止のお知らせ

公 園では、逢 瀬 公 園ノルディッククラブ 、逢 瀬 町 商
工会、郡山市観光協会逢瀬支部のご協力のもと、逢
瀬町を楽しく歩くためのマップを作成します。逢瀬
町の見どころ情報など、お気軽にお寄せください。

9月の「わんぱく感謝デー」及び
10月の「緑と花の総合講座〜き
のこを 知 る〜 」は 都 合 により中
止とさせていただきます。

（財）福島県都市公園・緑化協会 逢瀬公園・緑化センター事務所

☎ 024−957−2221（8：30〜17：15

〒963-0212

郡山市逢瀬町河内字東長倉1-3

年中無休）

8月〜11月の教室・講座等のご案内
みどりと花の総合講座
9月3日（土）

13：30〜15：30

10月23日（日）
13：30〜15：30

11月5日（土）

10：00〜12：00

11月25日（金）
9：00〜12：00

様々な園芸の基礎を学ぶ講座です。これから園芸を始めたい方にお勧め!!

秋を感じる
苔玉づくり教室

秋 の 到 来 を 感じさ せ てくれる草
花を材料とした苔玉作りを楽しみ
ます。手づくり感溢れる作品が仕
上がります。

●対

●講

師：猪苗代山草会 本田嗣之

●対

象：一般

土づくり教室

植物を育てるには土が基本です。
土の性質や土づくりのコツ、土壌
改良材や肥料の上手な使い方な
どを学びます。

●講

師：樹木医 渡邉 晃

マツの
もみ上げ教室

古い葉を取り、マツを元気にする
作業をもみあげと言います。園内
のマツを教材に、実際に手入れ方
法を学びます。

●対

象：一般

●講

師：緑花塾 阿部美敏

●対

象：一般

竹垣づくり教室

四ツ目垣を実際に作ります。材料
の 選 び 方 、シュロ 縄 の 結 び 方 な
ど 、始 まりから 完 成 ま で プ ロ が
じっくりとお伝えします。

樹木剪定専門技術研修
10月18日（火）
19日（水）

逢瀬ときめき自然体験
10月30日（日）
10：00〜15：00

秋の森林観察会
木の枝クラフト＆
プラ板ストラップ体験

公園の野鳥博士になろう

11月19日（土）
9：00〜11：00

冬鳥編（その1）

逢瀬公園きのこ教室
10：00〜12：00

※第1日目は、6／25に終了しました。定員に余裕が
あるため8月7日からの参加も可能です。

ノルディックウォーキング体験教室
8月

9月
18日
（日）
27日
（火）

10月
11日
（火）
25日
（火）

毎回10：00〜12：00

会員募集
申込み・問合せ

おうせ友の会

●材料費：1,000円

●定

員：20名 ※事前申込要

●参加費：300円（友の会240円）

●定

員：20名 ※事前申込要

●参加費：300円（友の会240円）

●定

員：15名 ※事前申込要

●参加費：300円（友の会240円）
●講

師：樹木医 渡辺博仁

マツのもみ上げ、冬に備えた落葉
広葉樹の手入れ方法など、実技を
中 心 に 行 い ます 。少 人 数 制 な の
でプロの技をじっくりと学べます。

●対
●定

象：一般

員：10名 ※事前申込要

●参加費：2日間2,500円
●講

師：緑花塾塾長 阿部美敏

秋の森林観察は無料休憩所をスタート・
ゴールに、11時、13時の2回開催。木の枝
クラフト＆プラ板ストラップ体験は、無料
休憩所で随時開催（材料費のみ100円）。

●対
●定

象：一般、子ども

員：30名 ※事前申込不要

●参加費：無料
●講

師：福島県もりの案内人の会

公園に飛来するたくさんの野鳥を覚えて野鳥博士になりませんか!!
乾燥させた木の枝にボルトとナットを
組 み 合 わ せ て オリジ ナ ル な バ ード
コ ー ル を 作ります 。そ の 後 、バ ード
コールを片手に園内の野鳥観察を行
います。さて、冬鳥は来てくれるかな!!

●対
●定

象：一般、子ども

員：30名 ※事前申込要

●参加費：300円（子ども無料）
●材料費：無料
●講

師：日本野鳥の会こおりやま

逢瀬公園はきのこの宝庫、きのこがますます好きになる教室です。

8月7日（日）
・9月24日（土）

9日
（火）
21日
（日）
23日
（火）

●定員：20名 ※事前申込要

植物や動物、昆虫など、公園の魅力を満喫できるプログラムがいっぱい！
！

（もみじまつり開催時）

新 講 座

象：一般

●参加費：300円（友の会240円）

プロの剪定の技をじっくりと学ぶことのできる本格派の実技研修です。

秋の剪定研修

10：00〜15：00

財団法人福島県都市公園・緑化協会
逢瀬公園・福島県総合緑化センター

11月
8日（火）
20日（日）

四 季 を 通じて 様 々 なき のこが 見
られる公 園です。講 義 後 、園 内を
歩 いてきのこを観 察します。9 月
2 4日には栽 培きのこを使った試
食も楽しめます。

●対
●定

象：一般

員：30名 ※事前申込要

●参加費：500円（2回分）
●講

（おうせ友の会400円）

師：郡山女子大学 広井 勝教授

ポールを持って歩くことで全身の有酸素運動ができる注目のウォーキング!!
逢瀬公園ノルディックウォーキン
グクラブのメンバーと季節を感じ
ながら歩きます。起伏の多い逢瀬
公園は健康づくりに最高です!!

年会費500円

●対
●定

象：一般

員：30名 ※事前申込要

●参加費：無料

※ポールは500円で貸し出します。

●講

師：JNWA公認インストラクター

特典：逢瀬公園・緑化センターだよりの送付（年3回）、指定する教室・講座の参加料2割引

（財）福島県都市公園・緑化協会 逢瀬公園・緑化センター事務所 ☎ 024−957−2221（8：30〜17：15

年中無休）

