
3月 21日 (水・祝)

9:00～12︓00 外来植物・メリケントキンソウ駆除大作戦
　　　　　　  参加無料　＠南地区

14:00～14:20 せきともこギターコンサート
15:00～15:20  無料　＠フラワーセンター

10:00～ 　防災イベント・五平餅作りなど
11:00～ 　無料　各回先着 15 人　＠農業科学館前

10:00～16:00 ウサギとふれあいミニ動物園 有料 ＠南地区

3月 31日 (土)

14:00～      フラワーバイキング
　　             参加費300～500円 先着30人 ＠花と野菜のにじ色農場

9:00～12︓00 外来植物・メリケントキンソウ駆除大作戦
　　　　　    参加無料　＠南地区
13:00～      さくらの枝で染めてみよう♪
　　　　       参加料 200 円　先着 30 人　＠農業科学館

4月 14日 (土)

10:00～16:00  自然のエコ・クラフト教室  有料  @ 南地区

14:00～        フラワーバイキング
　　               参加費300～500円 先着30人 ＠花と野菜のにじ色農場

10:00 ～ 　    みんな DE 花壇
13:00 ～　  　参加無料　各回先着 25 人　＠南地区

4月 21日 (土)

13:30～14︓30  たねダンゴを作って植えてみよう
　　　　　　　 無料　先着 20 人　＠農業科学館

4月 7日 (土)

10:00～15︓00  南陽高等学校

　　　　　　   フェアトレード商品の販売
　　　            参加無料　＠南地区
13:00～         花鉢ワークショップ
　　　　          参加費 100 円 先着 30 人 ＠南地区

さくらまつり期間を通して開催のイベント

・こども写生会　小中学生対象　受付︓農業科学館 2 階事務所
・謎解きクイズ・ここ掘れわんこ︕　中学生以下対象　参加無料
・サクラの花を咲かせましょう　参加無料　＠農業科学館
・迷路で遊ぼう♪　参加無料　＠中央地区・サービスセンター
・おもしろサイクルで緑道回遊　参加料 300 円　＠中央地区・サービスセンター

さくらまつり期間土・日・祝に開催のイベント

・9:00 ～ 16:30　季節の花市場　　@ フラワーセンター前
・いちご大福の販売　@ レストハウス
・ケータリングカーなどの出店　＠南地区園路

平成 30年干支キャラクター “わんこ”

3月 17日 (土)

11:00～11:30 南陽高等学校
                   吹奏楽演奏 
11:40～12:10 愛知淑徳大学サークル Olu Olu 
                    フラダンス 

14:00～    フラワーバイキング
　　　        参加費300～500円 先着30人 ＠花と野菜のにじ色農場

野外ステージ

3月 18日 (日)

14:00～         季節の野菜収穫体験
　　　　          参加費300円 先着30人 ＠花と野菜のにじ色農場

11:00 ～
14:30 ～        バルーンアート大道芸　 ＠農業科学館前

10:00～16:00  ウッドバーニング教室 有料 ＠農業科学館

13:00～15:00  とき絵のストラップづくり 有料 ＠フラワーセンター

10:00～16︓00  スラックラインに挑戦しよう
　　　　　　　参加費 200 円  ＠南地区　※お子様のみでの参加はご遠慮ください　

11:40～12:10 愛知淑徳大学サークル Olu Olu 
                    フラダンス 

野外ステージ

3月 24日 (土)

12:00～12:30 愛知淑徳大学サークル B&B オーケストラ 
                    ビックバンド

10:00～15︓00  南陽高等学校

　　　　　　   フェアトレード商品の販売
　　　            参加無料　＠南地区

野外ステージ

4月 1日 (日)

11:00～11:30 愛知淑徳大学サークル　ジャズダンス部
                    ジャズダンス
11:30～12:00 大治太鼓保存会
                    太鼓演奏

14:00～         季節の野菜収穫体験
　　　　          参加費300円 先着30人 ＠花と野菜のにじ色農場

13:00～         花鉢ワークショップ
　　　　          参加費 100 円 先着 30 人 ＠南地区
13:00～15:00  とき絵のストラップづくり 有料 ＠フラワーセンター

10:00～16:00  ウッドバーニング教室 有料 ＠農業科学館

野外ステージ

4月 8日 (日)

10:00～16:00 ウサギとふれあいミニ動物園 有料 ＠南地区

10:00～15:00 もぐぱくマーケット  ＠農業科学館前

13:00～        バルーンアート教室
                         小学生以下対象 無料 ＠農業科学館

4月 22日 (日)

14:00～14:30 愛知淑徳大学サークル ウインドオーケストラ
                    吹奏楽演奏

10:00～16:00  ウッドバーニング教室 有料 ＠農業科学館

野外ステージ

4月 15日 (日)

10:00～16:00  自然のエコ・クラフト教室  有料  @ 南地区

14:00～        季節の野菜収穫体験
　　　　         参加費300円 先着30人 ＠花と野菜のにじ色農場

10:00～16:00  花の心理セラピー 有料 ＠フラワーセンター

10:00～16:00  ウッドバーニング教室 有料 ＠農業科学館

11:00～11:30 オハナミラク
                      フラダンス

野外ステージ

3月 25日 (日)

12:20～12:50 愛知淑徳大学サークル　書道同好会
                    書道パフォーマンス

11:00～11:30 ルネサンス甚目寺・熱田
                    チアダンス
11:40～12:10 愛知淑徳大学サークル　Free Music
                    ジャズバンド

10:00～16:00  ウサギとふれあいミニ動物園 有料 ＠南地区
14:00～  　　 季節の野菜収穫体験
　　　　          参加費300円 先着30人 ＠花と野菜のにじ色農場

10:00～16:00  ウッドバーニング教室 有料 ＠農業科学館
10:00 ～        ノルディックウォーキングを体験しよう
13:00 ～　　  参加費 500 円 先着 30 人 ＠南地区

野外ステージ

港区グルメプロジェクト
「いちご畑のいちご大福」

数量限定販売

港区グルメプロジェクト
「いちご畑のいちご大福」

数量限定販売

メリケントキンソウメリケントキンソウ

さくらの枝で染め
てみよう♪
さくらの枝で染め
てみよう♪

動物取扱業の登録
1.事業者氏名／太田聡　
2.名称／株式会社七ツ平
高原（中津川ふれあい牧
場）3.住所／中津川市落
合314-15　4.取扱業種別
／展示　5.登録番号／第
500号090099　6.登録年
月日／平成27年11月22日
　7.登録有効期限／平成
32年11月21日　8.動物取
扱責任者氏名／太田聡

みんな DE 花壇みんな DE 花壇

花鉢ワークショップ花鉢ワークショップ

※天候等によりイベントの内容が変更になる場合があります


