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オオムラサキと
出逢える公園
園 内にある観 察 舎 では 、
一 年を通してオオムラサ
キを育 てて います 。毎 年
6 月 末 から 8 月 初 め 頃 に
かけてきれいな蝶をご覧
い ただけます 。ぜ ひご 来
園ください。

Big Band Jazz Battle
県内で活躍する3つのジャズバンドに
よる競演です。
時間：10時30分〜14時30分まで随時
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

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。
場所：無料休憩所脇駐車場

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

出逢いのまち逢瀬

ノルディックウォーキング大会2012

ノルディックウォーキングで、郡山市逢瀬町の自然や歴史、
美味しい食べ物と出逢うことのできるイベントです。見どこ
ろ､味どころがいっぱいの逢瀬町を一緒に歩きませんか。
●開催日：10月14日
（日） ※小雨決行
●時 間：9時スタート ※受付は8時20分〜
●参加費：700円 ※ポール代300円別途

がんばろう福島

もみじ
まつり

このイベントは、郡山市
「ひとまちづくり活動支援事業」
による助成を受けて開催します。

第6回公園フォトコンテスト作品募集
県 内 の 公 園 の 魅 力を広く紹 介する
ことを目的に、恒 例となりました公
園フォトコンテストを開催します。
こ

こ

●テーマ：公園から発信〜がんばっぺ福島！〜

人と人とのふれあいやイベントなど公園で見つけた 福島の元気 を
捉えた写真。見た人が笑顔にな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、
福島空港公園、福島市民家園
●締切日：平成25年1月31日（木）
応募方法など詳しくは、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。

朝どり野菜市 in逢瀬公園・緑化センター
地元河内野際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。
●7〜10月の開催日（予定）：7月8・22日、8月12・26日、
9月9・23日、10月14・28日
●時 間：10時〜15時 ※野菜が無くなり次第終了
●場 所：西駐車場の大階段下

木の枝クラフト

10時〜14時30分（材料費100円）

プラ板ストラップ

10時〜14時30分（材料費100円）

秋の森林観察会

11時スタート
（参加費無料）

きなこ餅＆大葉入り
水餃子スープの無料配布

10月28日（日） 先着200名様につきたてのきなこ
餅と地元逢瀬町の大葉を入れた水
１０時 から15 時 まで

餃子スープを差し上げます!!

10月最後の日曜日は、
もみじまつりの開催日です。
秋の逢瀬公園にぜひご来園ください。

時間：きなこ餅12時より
大葉入り水餃子スープ13時より
場所：公園事務所前にて

夏休み「みどりの絵」作品展示会
地元の子どもたちが、遊びや体験を通して親し
んだみどりを素材に描いた作品を展示します。
●開催日：8月31日（金）〜9月9日（日）
●時 間：9時〜16時30分 ●場所：無料休憩所

（ただし先着50名様はレンタルポール代を無料とします）

●定 員：100名 (先着順、定員になり次第締め切ります）
●締切：10月10日
（水）
●申込み方法：申込書に記入のうえ、公園事務所でお申し込み
ください。申込書は公園ホームページからもダウンロード可。
●主催：逢瀬町再発見ノルディックウォーキング大会実行委員会

もりの案内人と秋を楽しもう

第4回逢瀬公園

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 1 0 0 名 様に草 花
苗をプレゼント!!

●開催日：10月19日（金）〜21日（日）
●時 間：9時30分〜16時30分
※初日開始は13時、最終日終了は15時
●場 所：無料休憩所

日本庭園で演奏される方を募集します!!
秋の盆景展開催中の日本庭園を会場に歌や
音楽を披露していただける方を募集します。

●開催日：10月20日（土）または21日（日）
●時 間：11時スタート
※お申し込み、お問い合せは公園事務所
までご連絡ください。（音響設備の貸出しあり）

おうせ友の会会員

ただいま募集中!!

今年度からお得になった「おうせパーク友
の会」の会員を募集します。会員には会員
証を発行し次の特典が与えられます。
●一部を除き、講座や教室の参加料をすべて100円引きとします。
●公園で栽培した季節の草花を差し上げます。
（春と秋の2回予定）
●有効期間1ヶ年、入会された月から翌年の同月まで有効です。

（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）

2012年7月〜10月の教室・講座等のご案内
みどりと花の総合講座

財団法人福島県都市公園・緑化協会
逢瀬公園・緑化センター事務所

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!!
日 本 冬 虫 夏 草 の 会 事 務 局 長 、小 さな 自 然
の博物館館長など、多方面で活躍される講
師を招き、薬草の魅力について学びます。

●対 象：一般
●定 員：30名 ※事前申込要
●参加費：300円（友の会200円）
●講 師：管理薬剤師 貝津好孝

秋を感じる
寄せ植え教室

秋に相応しい数種類の植物を組み合わせ
てコンテナに植え込 みます 。自 宅 の 玄 関
に飾って秋を感じてみませんか。

●対 象：一般
●定 員：20名 ※事前申込要
●参加費：2,100円（友の会2,000円）
●講 師：樹木医 茂木 浩

10月21日（日）

秋のフラワー
アレンジ教室

毎回、講師が準備する素敵な花器に、季節
を感じるお 花をアレンジして作 品を仕 上
げます。

●対 象：一般
●定 員：20名 ※事前申込要
●参加費：2,100円（友の会2,000円）
●講 師：マナコフラワー117アトリエ 大内久恵

10月27日（土）

植物のための
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、肥 料 の 上 手 な 使 い
方などを学びます。

●対 象：一般
●定 員：20名 ※事前申込要
●参加費：300円（友の会200円）
●講 師：樹木医 渡邉 晃

7月1日（日）

冬虫夏草と
薬草教室

9月9日（日）

13：30〜15：30

13：30〜15：30

13：30〜15：30

13：30〜15：30

樹木剪定専門技術研修
7月31日（火）
〜8月3日（金）
10：00〜15：00

10月16日（火）
〜17日（水）
10：00〜15：00

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。

夏の剪定研修

様々な花木を中心に、この時期に必要な庭
木の手入れについて、実技を中心に行いま
す。少人数制なのでじっくりと学べます。

●対 象：一般
●定 員：10名 ※事前申込要
●参加費：5,000円（友の会4,900円）
●講 師：緑花塾 阿部美敏

秋の剪定研修

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。
少人数制なのでじっくりと学べます。

●対 象：一般
●定 員：10名 ※事前申込要
●参加費：2,500円（友の会2,400円）
●講 師：緑花塾 阿部美敏

逢瀬ときめき自然体験

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!!

7月21日（土）

昆虫クラフト＆
公園ナイトウォッチング

木の枝などで作ったパーツを組み合わせ
て 昆 虫 の クラフトを 作りま す 。外 が 暗く
なったらカブトムシを求め園内を歩きます。

●対 象：一般、子ども
●定 員：30名 ※事前申込要
●参加費：100円（友の会割引対象外）
●講 師：もりの案内人の会県中支部

10月28日（日）

木の枝クラフト＆
プラ板ストラップ体験

木の枝を使ったクラフトづくりにチャレン
ジしたり、プラ板に絵を描き自分だけのス
トラップを作ってみましょう。

●対 象：一般、子ども
●定 員：なし ※事前申込不要
●参加費：各1回100円（友の会割引対象外）
●講 師：もりの案内人の会県中支部

18：00〜20：00

10：00〜15：00

逢瀬公園ツリーイング体験
9月30日（日）

午前の部
10：00〜11：30
午後の部
13：00〜14：30

●対

ツリーイング
体験会

ノルディックウォーキング体験教室
7月

8月

9月

毎回10：00〜12：00

申込み・問合せ

年会費500円

ツリーイングとは、ロープを使って自分の
力だけで木に登るレクリエーションです。
お気に入りの木を探しに参加しませんか。

象：一般、子ども（6才以上）
※12才以下は保護者同伴
●定 員：午前午後各10名 ※事前申込要
●参加費：500円（友の会割引対象外）
●講 師：ＴＭＣＡインストラクター
●集合場所：わんぱく広場

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!!

10月

2日
（木）
5日
（木）
（木）
6日
（木） 4日
（火） 11日
10日
（火） 14日
（火）
（火） 9日
（日） 16日
15日
（日） 19日
（日）
（日） 21日

おうせ 友 の 会

樹木に親しみ仲良くなれるツリーイング。樹上からの眺めは最高です!!

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適です!!

●対 象：一般
●定 員：30名 ※事前申込要
●参加費：無料
※ポールは300円で貸し出します。
（友の会割引対象外）
●講 師：JNWA公認インストラクター

特典：一部を除き、教室や講座の参加費100円引き、季節の草花のプレゼント付（年2回）、一年間有効

（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）

