別紙３
国営公園の無料開放日と主な催事
国 営 公 園 名

無料開放日(注 1)

主

な

催

事

滝野すずらん丘陵公園
(℡ 011-594-2100)
(HP http://www.takinopark.com/)

9/29（日）

国営みちのく杜の湖畔公園
(℡ 0224-84-6211)
（HP https://www.michinoku-park.info/ ）

10/13（日）
10/14（月）

・コスモス＆コキア de ＣＯＫＯフェスタ 2019
(9/14～10/20)
・コキアカリ(10/12～10/14)
・ふるさと村の秋まつり(10/5・6,10/12～10/14)

国営常陸海浜公園
(℡ 029-265-9411)
(HP http://hitachikaihin.jp/)

10/6（日）
10/27（日）

・きて みて さわって コキアカーニバル
(9/21～10/20)
・都市緑化フェスティバル(10/12)
・茨城バラまつり（10/21～11/4）

国営武蔵丘陵森林公園
(℡ 0493-57-2115)
(HP http://www.shinrinkoen.jp/ )

10/20（日）
11/3（日）

・みのりフェスタ(9/14～11/4)
・森のハロウィンナイト(10/12～11/4 の土日祝日)
・沼まつり(10/20)

国営昭和記念公園
(℡ 042-524-1516)
(HP http://www.showakinen-koen.jp/)

10/20（日）
10/27（日）

・コスモスまつり 2019 (9/14～10/27)

国営東京臨海広域防災公園
(℡ 03-3529-2171)
(HP http://www.tokyorinkai-koen.jp/ )

無料公園注２

・ハイドロカルチャー体験会（10/12）

国営アルプスあづみの公園
(堀金・穂高地区
℡ 0263-71-5511
大町・松川地区
℡ 0261-21-1212)
(HP

〔堀金・穂高地区〕
秋コスモスの花フェスタ(9/14～10/22)
アウトドアパーク(10/5,6,10/12～14)
※10/5（土）
※10/6（日）

http://www.azumino-koen.jp
/index.php)

国営越後丘陵公園
(℡ 0258-47-1471)
(HP http://echigo-park.jp/)

国営木曽三川公園
(℡ 0594-24-5719)
(℡ 058-251-1379)
(HP http://kisosansenkoen.jp/)

・ダリア Selection2019（9/7～10/6）
・コスモスフェスタ（9/14～10/6）
・紅葉まつり（10/12～10/22）

10/6(日)
10/13(日)

※無料公園

〔大町・松川地区〕
北アルプスフェア 2019（10/5,6）
消防フェスタおおまち 2019（10/6）
秋 の 森 ス ポ ー ツ ＆ ア ー ト コ レ ク シ ョ ン （ 9/14 ～
10/22）
・コスモスまつり(9/14～10/27)
・香りのばらまつり・秋(10/5～10/27)
・ばら園ＳＵＮ－ＰＯ(10/5・13・20・26)
・ばら栽培講習会(10/14)
・土木フェスティバル(10/13)
・ばら講習会＆ガーデンツアー(10/6･27)
〔ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ江南〕秋のガーデンパーティ(9/21～11/4)
〔138 ﾀﾜｰﾊﾟｰｸ〕オータムフェスタ (9/14～11/4)
〔河川環境楽園〕秋の楽園祭(9/7～11/4)
〔かさだ広場〕秋のアウトドアフェスティバル（10/6～
11/10）
〔ﾜｲﾙﾄﾞﾈｲﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ〕サリオパーク祖父江オータムフェスタ
(10/12～10/27)
〔ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ水郷ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ〕ハロウィーンパーティ 2018
(10/5～10/27 の土日祝日)
〔木曽三川公園ｾﾝﾀｰ〕秋の花物語(9/14～11/4)
〔ｶﾙﾁｬｰﾋﾞﾚｯｼﾞ〕水郷フェスタ 2018(10/20)
〔長良川ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ〕長良川ふれあいマラソン大会(10/6)

国 営 公 園 名

無料開放日(注 1)

主

な

催

事

淀川河川公園
(℡ 072-843-2861)
(HP http://www.yodogawa-park.go.jp/)

国営飛鳥歴史公園
(℡ 0744-54-2662)
(飛鳥 HP
https://www.asuka-park.go.jp/)
(平城 HP
https://www.heijo-park.go.jp/)

国営明石海峡公園
(℡ 078-392-2992)
(HP http://awaji-kaikyopark.jp/
http://kobe-kaikyopark.jp/)

国営備北丘陵公園
(℡ 0824-72-7000)
(HP http://www.bihoku-park.go.jp/ )

※無料公園

・秋の緑花祭(10/20)
【飛鳥区域】
・里山あそび広場 秋（10/13、14）
・稲刈り体験（10/20）
・キトラ★農体験クラブ（10/20）
・世界遺産登録応援企画「飛鳥・藤原歴史探訪スタ
ンプラリー」(10/20)

無料公園

【平城宮跡区域】
・草木染ワークショップ（10/6）
・生物多様性 特別公演会 ～英国キュー植物園・
奈良加久我山原始林～（10/13）
・山中麻須美先生によるボタニカルアート教室
（10/14）
・パステルアート教室 ～蓮の花を描いてみよう～
（10/26）

共通：10/27(日)
〔淡路地区〕秋のカーニバル(9/14～11/4)
神戸地区は
〔神戸地区〕あいな里山秋フェスタ(10/5～10/14)
10/5(土)

※10/13（日)
※10/20（日）

・備北コスモスピクニック（9/14～10/20）
・花火と神楽の共宴(10/13)
・NAVA-1 フェスタ（きのこのお祭り）(10/13)
・はこにわ gardening”HARVEST”実りの秋（10/13）
・庄原さとやま夢まつり(10/12～10/14)
・第 19 回こどもまつり(10/14)

国営讃岐まんのう公園
(℡ 0877-79-2933)
(HP https://sanukimannoupark.jp/ )

10/6（日）
10/20（日)

・秋！色どりフェスタ(9/14～11/4)
・花と緑のクイズラリー(9/14～11/4)
・花笑フォトコンテスト(9/14～11/4)
・花苗プレゼント(10/14)
・さぬき BONSAI 展(10/12～14)
・かりんまつり(10/20)

海の中道海浜公園
(℡ 092-603-1111)
(HP https://uminaka-park.jp/)

10/20（日）
10/27（日）

・うみなか❁はなまつり 2019(10/5～11/4)
・おやこフェスタ 2019（10/19～10/20）

10/26(土) (注 3)
10/27(日)

・特別企画展「よみがえる邪馬台国」(9/21～11/10)
・竪穴住居宿泊体験（10/12,13）
・鷹使いの技実演（10/19）
・吉野ヶ里ふるさと炎まつり (10/26,27)
・疑似発掘体験（10/20）
・古代食づくり（10/5,6）
・繭から糸取り体験（10/12～10/14）
・昔の農具体験（10/19,20）

国営吉野ヶ里歴史公園
(℡ 0952-53-3902)
(HP http://www.yoshinogari.jp/)

国 営 公 園 名

国営沖縄記念公園
(℡ 0980-48-3140)
(HP http://oki-park.jp/)

無料開放日(注 1)

主
な
催
事
[海洋博覧会地区]
・秋の苗木の無料配布（10/1～31）
・沖縄の植物体験イベント（10 月の土日）
①落ち葉のステンドグラス作り
②植物観察ツアー
・海洋博公園ナイトツアー（10/12・26）
・昆虫観察会（10/6・20）
・植物園スタンプラリー
※10/13（日）
・沖縄と世界の貴重な昆虫展～植物になりきる昆虫
※10/27（日）
たち～（第 2 弾：9/7～10/27）
無料開放施設：
・夏のラン展（7/6～10/6）
熱帯ドリームセ
・ブーゲン・ハイビスカスフェア（10/12～12/15）
ンター、海洋文
・熱帯植物に親しめるクラフト体験（10 月の土日）
化館
①押し花でオリジナルしおり作り
・熱帯植物学習・観察ツアー（10 月の土曜日）
・フラワーガイドツアー
・海洋博公園でハロウィーンを楽しもう（10/26～
10/27）
① タネ飛ばしコンテスト
② かぼちゃのランタン作り
③ かぼちゃの重さあてクイズ

(注１)駐車料金につきましては、無料開放日も有料となります。
ただし、無料開放日に※印がついている公園につきましては、駐車料金も無料です。
(注２)国営東京臨海広域防災公園につきましては、一般の来園・来館者用駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用下さい。
団体利用者専用駐車場（大型車・マイクロバス）はございますが、ご利用にあたっては予めお問い合わせ下さい。
(注３) 国営吉野ヶ里歴史公園につきましては、東口駐車場の大型車・マイクロバスは有料となります。

