PARK INFORMATION １2 月号

さいたま水族館

４水上公園イベント

（羽生市）℡048-565-1010
入館料 大人 410 円 小・中学生 100 円、未就学児は無料

埼玉プールトラウトグランプリ 2018

クリスマスイベント

プールフィッシングは、
・しらこばと水上公園（越谷市）
・川越水上公園（川越市）
・さいたま水上公園（上尾市）
・加須はなさき公園（加須市）で好評営業中！

しらこばと水上公園
水族館では、ムートくんが皆様へ日頃の感謝をこめて
大人の初心者ルアー教室
クリスマスプレゼントをお渡しします。また、スタッフ
ルアーフィッシングの初心者向けの教室です。講師が
手作りの水族館オリジナルツリーも展示します。
日時：12 月 23 日（土・祝）
、24 日（日）
ルアーの基礎や実技を詳しく教えてくれます。
11：00～、13：30～、14：30～※各 30 分程度
日時：12 月 20 日（水）12：30～16：00 まで
料金：入館料
費用：１組 3,060 円 定員：10 組（先着順）
秋からの特別展あれこれコイ展
～コイにまつわるエトセトラ～
私たちが普段目にする『コイ』と呼ばれる魚たちとと
もに、一味違うコイの仲間たちを紹介します。
開催期間：平成 30 年 2 月 12 日（月・祝）まで

みさと公園
（三郷市）

℡048-955-2067

第４回みさと公園フェスタ

※申込は申込書をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、ＦＡＸまたは持参。17 日締切。

埼玉の４水上公園にて、チャンピオンを決定す
るグランプリを開催します。上位入賞者には、協
賛各社から提供商品のプレゼントもあります！
【予選会】
日時：1 月 6 日（土）
、20 日（土）7：00～9：00
会場：各水上公園
（加須を除く）
【準決勝・決勝】
日時：2 月 10 日（土）
会場：川越水上公園
初心者親子ルアー教室
４水上公園では、ﾙｱｰﾌｨｯｼﾝｸﾞの初心者向けの
教室を開催します。講師がルアーの基礎や実技を
教えてくれます。詳しくは HP をチェック。
※申込は申込書をﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞし、ＦＡＸまたは持参。

TEL しらこばと 048-977-5151、川越 049-241-2241、さいたま 048-773-6711、加須 0480-65-7155

智光山公園

埼 玉 ス タ ジ ア ム 2002 公 園

（狭山市）℡04-2953-5301（代表）
、
（さいたま市）℡048-812-2002
04-2953-9779（動物園）、04-2952-6131（植物園）
スタジアムツアー
【植物園】ミニ門松づくり教室

玄関前に飾るミニ門松をつくります。
日時：12 月 24 日（日）13：30～15：30
費用：1800 円 定員：20 名
申込：12 月 16 日(土)9：00 から電話・窓口に
て先着順
【動物園】動物温泉

ニホンザル・カピバラがお風呂に入る様子を観察
しよう。
選手ロッカーやピッチサイドなど、普段見るこ
期間：平成 30 年
とができないスタジアムの裏側を見学できます。
3 月 31 日まで
日 時：12 月 10 日（日）
時間：（土日祝日）
10：30～、13：30～
ニホンザル 11：45～
定 員：各回 50 人（所要約 60 分）
地元の団体等による催し物や企業ＰＲ及びＢ級グル
カピバラ 13：00～
参加費：大人 600 円、小学生 300 円
メ、移動動物園・水族館、ミニＳＬなどお楽しみが満載。
（平日の偶数日）カピバラ 13 時～
申 込：開始時間の 10 分前までに 1 階レスト
日 時：12 月 10 日（日） 10：00～15：00
（平日の奇数日）ニホンザル 13 時～
プラザにて
参加費：無料（一部催しは有料） ※雨天中止
料金：要入園料 大人 200 円 小中学生 50 円

秋ヶ瀬公園
（さいたま市）

℡048-865-7966

大宮第二・第三公園
（さいたま市）℡048-642-2228

親子ミニ門松づくり

リース教室

親子で門松を作って素敵なお正月を迎えよう!公園ス
タッフが丁寧に作り方をおしえます。
日時：12 月 23 日（土・祝）
10：00～12：00（受付開始 9：50～）
場所：ピクニックの森炊飯場
対象：小学生と保護者（小学生 1 名に対し保護者 1
名ペアでの参加）
定員：10 組（参加費無料）
申込： 11 月 23 日(木)8：30 から電話にて先着順

公園の中でみつけることができる素材を使って
オリジナルリースをつくってみよう♪
日時：12 月 3 日（日）
10：30～11：30、
13：30～14：30
場所：大宮第二公園ギャラリー
費用：無料 定員：各回 10 名※当日先着順

川越公園
（川越市）

℡049-241-2241

ドッグランスペシャルレッスン
ドッグランフリーエリアでドッグトレーナーによる
レッスン教室。月ごとに決められたテーマを、楽しみな
がら練習します。レベルに合わせながら進めていくの
で、はじめての方でも安心してご参加いただけます。
日 時：12 月 6 日（水）
・13 日（水）
・20 日（水）
時 間：10 時～（受付開始 9：50～）
※初めて参加される方は 9：30 集合
参加費 2,000 円

こども動物自然公園
（東松山市） ℡0493-35-1234
入園料 大人 510 円、小・中学生 210 円、未就学児は無料

年賀状用のヤブイヌフォトスポット

ミニ門松づくり
ミニ門松づくりを通じて、身近な自然を体験で
きるイベントです。自分でつくったミニ門松をか
ざって新年を迎える準備をしませんか？
日時：12 月 16 日（土）
13：30～16：00（受付 13：15～）
場所：大宮第二公園ギャラリー棟 2 階
定員：先着 20 名（空きがあれば当日申込も可）
費用：500 円 申込：電話もしくは来所にて

来年は戌年。ヤブイヌ舎の前にフォトスポット
を設置。素敵な年賀状写真を撮ろう。
期間：平成 30 年 1 月 8 日（月・祝）まで
9：30～16：30
場所：ヤブイヌ舎 料金：入園料
動物たちにクリスマスプレゼント
動物が幸せになるような工夫をしたクリスマ
スプレゼントを贈ります。皆様にお手伝いをして
もらう場合もあります。ぜひお越しください。
日時：12 月 17 日（日）
11：30～、13：40～、14：15～
（各回約 15 分）

公益財団法人

埼玉県公園緑地協会

