※むずかしいもじは、おとなのひとと、いっしょによんでね

第4

平成 28 年度 大野極楽寺公園 春の催し案内

回

デイキャンプフェスタ in 大野極楽寺公園

雨天決行！
※一部内容を変更する
場合があります

【期間】３月２５日（土）・２６日（日）【場所】大野極楽寺公園バーベキュー広場
大人気！３つのＢＢＱ講座

本格ＢＢＱを楽しもう！
グリル＆ダッチオーブンセミナー

講座１

メニュー：ビーフステーキ、ローストチキン、
サンドイッチ、デザート
【日 時】3 月 25 日（土）・26 日（日）
9：30 ～ 12：00
【参加費】10,000 円 / 組（事前振込）
【定 員】各日１０組（1 組 4 人分）
※申込方法等については左記参照

講 座 ２ ＢＢＱトレジャーハンティング
園内に隠された宝物（焼肉品目）を探して焼肉Ｂ
ＢＱを楽しもう！メニューは当日のお楽しみ♪
【日 時】3 月 25 日（土）・26 日（日）
12：30 ～ 15：00
【参加費】10,000 円 / 組（事前振込） レアメニュー
ゲットだぜ♪
【定 員】各日１０組（1 組 4 人分）
※申込方法等については右上参照

当日参加で

【申込方法】
往復ハガキにて大野極楽寺公園管理
「ＢＢＱ講座」係（裏面住所参照）ま
で応募。３/13（月）必着。
（1 通につき、1 講座 1 組）
※応募多数の場合は抽選。参加可否
を全員に返信ハガキにて通知。
※当選した方は期日までに参加料
を指定口座までお振込みください。
【その他】
中学生以下は保護者同伴で参加。
参加料は 4 人分の食材、食器、燃料、
テーブル・ベンチ及び使 用する道具
を含む。

講座３

往信ハガキ 裏面 記入例↑
※返信ハガキの宛名にも
住所・氏名を記入

パーティーＢＢＱセミナー

豪快！野外パーティーを盛り上げたい方のパーティーＢＢ
Ｑセミナー メニュー：ローストビーフ、チキンステーキ、
ソーセージグリル、クラブハウスサンド、デザート
【日 時】3 月 25 日（土）・26 日（日）
13：00 ～ 15：30
【参加費】10,000 円 / 組（事前振込）
【定 員】各日 5 組（1 組 4 人分）
※申込方法等については上記参照

Ｏ Ｋ ！マシュマロ焼き体験

ＢＢＱの残り火でマシュマロを焼こう！
【日 時】3 月 25 日（土）、26 日（日）15：30 ～ 16：00
※材料がなくなり次第終了
【受 付】 当日現地にて 15 分前から整理券配布
【参加費】 無料
【定 員】 各日 100 名（先着順）

３/25（土）

代表者：大野花子
住所：〒491-0143
一宮市浅井町大野字
小屋裏 1400
電話：0586-51-3015
希望講座：3/25（土）
講座３
参加人数：大人２名小人２名
食品アレルギー：卵

ＢＢＱサイクリング

大野極楽寺公園を出発し、木曽川沿川をサイクリング。ゴー
ル後は、大野極楽寺公園のバーベキュー広場でＢＢＱ！
※小雨決行、雨天の場合は BBQ のみ実施、自転車持参

【時 間】 9：00 ～ 14：00（受付 8：30 ～）
【集合場所】 大野極楽寺公園 第二駐車場南側広場
【参加費】 中学生以上 3,500 円 / 名、小学生以下 2,000 円 / 名
（保険料、ＢＢＱ材料費込、事前振込）
【定 員】 50 名（先着順）
【対 象】 自己の責任において約 20 ㎞のコースを、地図を
見ながら時間内にサイクリングできる方。
※未成年は保護者の同意が必要。中学生以下は保護者同伴で参加。

【申込方法】 大野極楽寺公園管理棟まで電話・ＦＡＸ・E メール・
窓口のいずれかで申込み。参加者氏名、生年月日、
性別、住所、電話番号をお伝えください。
2 月 25 日（土）～ 3 月 12 日（日）まで。
【共 催】 愛知県サイクリング協会
【協 力】 ジャパンＢＢＱカレッジ 詳細は HP をチェック！

【主 催】
大野極楽寺公園管理事務所
【共 催】
ジャパン BBQ カレッジ
【協力・特別協賛】
コールマンジャパン株式会社
前回の会場の様子→

３/26（日）

春だ！みんなで歩こう

ポールで楽らくウォーキング
ポールを使ったウォーキング。ポールの使い方を説明
後、約 6km を歩き、ゴール後はみんなで豚汁を食べま
しょう♪※雨天中止
【時 間】９：30 ～ 12：00（受付９：００～）
【場 所】大野極楽寺公園 管理棟 集合
【参加費】1000 円 / 名（保険料込み）
※ポールレンタルの場合は別途 300 円

【定 員】60 名（先着順）
【対 象】(1) 小学 5 年生以上、
中学生以下は保護者と一緒に参加
(2) 約 6km を無理なく歩くことができる方
【申込方法】3 月 5 日（日）10：00 ～
17 日（金）まで電話にて申込
【講 師】NPO 法人元気健康活動協会 理事長 加藤由香
（ＮＰＷ公認指導員
全日本ノルディックウォーク連盟ウォーキングマイスター）

※イラストはイメージです。※諸事情により内容等が変更、 中止になる場合があります。
裏面もチェック！
※問い合わせ先、 申込先については裏面下段の大野極楽寺公園管理棟の住所 ・ 電話番号をご確認ください。

※むずかしいもじは、おとなのひとと、いっしょによんでね

平成 28 ～ 29 年度

大野極楽寺公園

春の催し案内

大野極楽寺公園 春のイベント
2/26（日）

森の恵みのリース作り

園内の木の実を使って、リースを作ります。
【時 間】10：00 ～ 12：00
※最終受付 11：30
【場 所】大野極楽寺公園管理棟
【参加費】1,000 円（教材費込み）
【申込方法】当日現地にて随時受付（先着順）
※混雑時はお待ちいただく場合があります

【定 員】15 組
【その他】小学生以下は
保護者同伴
【講 師】おさんぽや
ふぅのみ
3/21（火）～ 24（金）

こどもといっしょに大野極楽寺公園で遊びませんか？

「ちきゅうをかんじるおさんぽ会」体験説明会
4 月から始まる親子さんぽの説明会を行います。
【実施日】3 月 23 日（木）、雨天 22 日（水）
【時 間】10：30 〜 13：00
【場 所】大野極楽寺公園 管理棟
【参加費】500 円 / 組
【定 員】15 組
【対 象】未就園児と保護者の方
【申込方法】前日までに講師ＨＰから申込み（先着順）
【講 師】おさんぽや ふぅのみ
ＨＰ http://ameblo.jp/osanpoya-fuunomi/

親子で参加・補助輪卒業！

自転車乗り方教室

※雨天中止

他にも乳児～未就園児向けの
体験を開催中！
「ねんね＆ハイハイ赤ちゃんと
お母さんあつまれ！」※体験会
2/20（月）、3/13（月）
「おともだち wo つくっちゃお！」
2/21（火）、3/21（火）
「ちきゅうをかんじるおさんぽ会」
2/28（火）、3/28（火）
3 歳児預かり野外保育のお話会
3/5（日）
※詳しくは講師ＨＰをチェック♪

↓往信ハガキ 裏面 記入例

子ども：おおのたろう
補助輪を外して自転車に乗りたい小学校低学年以下のお子様を対象に乗り方教室を行います。
大野太郎（６才）
保護者の方は交通安全講習を受講後、お子様の練習のフォローをお願いします。（自転車は持参）
保護者：大野花子
【時 間】午前の部 9：00 ～ 11：30 午後の部 13：30 ～ 16：00
住所：〒491-0143
【場 所】大野極楽寺公園 多目的広場、管理棟
一宮市浅井町大野字
【参加費】1000 円 / 組（保険料込み）
小屋裏 1400
【定 員】各回 15 組 ※１組はお子様１名、保護者１名
電話：0586-51-3015
【申込方法】往復ハガキでご応募ください。（１通につき１組まで）※３月 4 日（土）必着
第一希望：3/21（火）午前
大野極楽寺公園管理棟「自転車乗り方教室係」宛（下記住所）
第二希望：3/24（金）午後
※ 応募多数の場合は抽選。参加可否を全員に返信ハガキにて通知します。
※返信ハガキの宛名にも住所・氏名を記入
【講 師】愛知県サイクリング協会 【協 力】 一宮市地域ふれあい課、一宮警察署
４/１（土）

まゆ玉で作るこいのぼり

まゆ玉を使って、机などに飾ることができる
こいのぼりと五月人形の置物を作ります。
【時 間】①10：00 ～ 12：00 ②13：00 ～ 15：00
【場 所】大野極楽寺公園管理棟
【参加費】大 1,500 円 小 800 円（教材費込み）
【申込方法】3/3（金）午前 10 時～ 26（日）まで
電話にて申込み
【定 員】各回 20 名（先着順）
【その他】小学生以下は保護者同伴
【講 師】まゆを楽しむ会

手作り大好き！

室内で楽しむミニチュアガーデン作り
ガラスのボトルの中に観葉植物やコケなどを
植え付けミニチュアの人形などを飾ります。
【時 間】①10：00 ～ 12：00
②13：30 ～ 15：30
【場 所】大野極楽寺公園管理棟
【対 象】小学生以上（小学生は保護者同伴）
【参加費】2,000 円（教材費込み）
【定 員】各回 20 個（先着順）
【申込方法】4/3（月）午前 10 時～定員に達するまで電話にて申込み
【講 師】フラワーパーク江南スタッフ

11

日︵土︶に野鳥園にて

代表者：大野花子
住所：〒491-0143
一宮市浅井町大野字
小屋裏 1400
電話：0586-51-3015
参加人数：３名
※１組５名まで
希望日：5 月 28 日（日）
※第一希望のみ

３月

返信ハガキの宛名にも
※
住所・氏名を記入

竹林管理のための作業、たけのこ除去を体験してみませんか？
除去したたけのこ（マダケ）はお持ち帰りいただけます。※小雨決行
【時 間】10：30 ～ 11：30
【場 所】大野極楽寺公園 野鳥園内 ※第二駐車場トイレ横に集合
【参加費】100 円 / 名（保険料）
【定 員】各日 1０組（１組５名まで）※小学生以下は保護者同伴
【申込方法】往復ハガキでご応募ください。※4 月 29 日（土）必着
大野極楽寺公園管理棟「竹林管理体験係」宛（下記住所参照）
※ 応募多数の場合は抽選。参加可否を全員に返信ハガキにて通知します。

竹林整備のための竹伐り体験を実施︒

往信ハガキ 裏面 記入例↓

竹林管理体験～たけのこ除去～

詳しくはお問い合わせください︒

5 / 2 8 （ 日 ）、 6 / 4 （ 日 ）、 1 1 （ 日 ）

４/15（土）

毎月、【プリザーブドバイオフラワー教室】、【紙で作るバラのアクセサリー「ロザフィ」体験】、【羊毛フェルト体験】を開催中！詳しくは HP をチェック♪

【イベントのお申込み、お問い合わせ先】大野極 楽寺公園管理棟
〒491-0143
愛知県一宮市浅井町大野字小屋裏 1400 番地
電話…0586-51-3015（代表）または 080-9110-3015
営業時間…８：３０～１７：１５
休棟日…第 2 月曜日（11 月～ 2 月は毎週月曜日）※祝日の場合は翌平日に振替
ホームページ… http://www.ohnogokurakujikouen.jp/

※イラストや写真はイメージです。
※諸事情により内容等が変更、
中止になる場合があります。
あらかじめ、 ご了承ください。
※年齢制限を設けていないイベントでも、
小さいお子様が不向きな場合があります。
（2017.2） お気軽にお問い合わせください。
2017.2

