
PARK INFORMATION ８月号 

久喜菖蒲公園 
（久喜市）℡0480-23-1366 

 

 

足元のミクロの世界をのぞいてみよう。 

日 時：８月１９日（日）13：30～15：30 

 場 所：公園事務所前 定員：２０人 

 費 用：1 家族 100 円 （実費をいただく場合あり）

申 込：当日 13：00～事務所前で受付 

熊谷スポーツ文化公園 
（熊谷市）℡048-526-2004 

 

 

 

自分のカラダの年齢、気になりませんか？文科省

の新体力テスト 6 種目を実施し、体成分分析装置（イ

ンボディ）を用いてカラダの中身も測定します！ 

日 時：９月８日（土）10：00～12：00 

定 員：２０名（対象 20～79 歳・先着順）

受講料：１人５００円 

申 込：８月１１日（土）から電話で申込み 

※ 本人からの連絡を原則 

羽生水郷公園 
（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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

普段見られない、生き物たちの夜の生態をご覧に

なれます。その他イベントが盛りだくさん！ 

期 間：８月１１日（土）・１２日（日）、 

１８日（土）・１９日（日） 

時 間：21:00 まで（入館は 20:30 まで） 

料 金：入館料のみ（イベントにより別途料金）

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の夜は、動物園で夕涼みしながら、のんびり過ご

してみませんか？  

期 間：８月１１日（土）～１５日（水）、 

１８日（土）・１９日（日） 

時 間：21：00 まで（入園は 20：00 まで） 

 

 

 

智光山公園 
（狭山市）℡04-2953-5301（代表）、 

04-2953-9779（動物園）、04-2952-6131（植物園） 

 

 

木の実や枝など自然の素材の形を 

活かして、世界にひとつだけのオリジ 

ナル作品をつくってみよう。 

期 間：７月２８日（土）～８月１２日（日） 

時 間：10:00～15:00 参加費：100 円 

申 込：当日受付 ※小学生対象 

 

 

ニホンザル、ミニブタ、 

カピバラに凍らせたエサの 

おやつをプレゼントします。 

実施日：８月毎週日曜日、 

８月１１日（土） 

～１６日（木） 

 

 

夜の動物たちをじっくり観察できます。NightZoo 限

定のイベントも実施。 

期 間：８月１１日（土）、 

・１２日（日） 

時 間：21:00 まで 

（入園は 20：30 まで） 

埼玉スタジアム 2002 公園  
（さいたま市）℡048-812-2002 

 

 

選手ロッカーやピッチサイドなど、普段見ること

ができないスタジアムの裏側を見学できます。   

日 時：８月２６日（日）10：30～、13：30～ 

定 員：各回 50 人（所要時間約 60 分） 

費 用：大人 600 円、小学生 300 円 

申 込：開始の 10 分前までに 1 階レストプラザにて  

所沢航空記念公園 
（所沢市）℡04-2998-4388 

  

独特の浮遊感と上空からの景色が楽しめます。バ

リアフリーバスケット(ドア付きで車いすに乗った

ままでの搭乗可)を使用します。   

日 時：８月１２日（日）・２６日（日） 

7：00 ～9：00（予定） 

申 込：当日 6：50 から整理券を配布します 

参加費：大人 2,000 円 小学生 1,000 円(要保護

者同乗)、障害者･65 歳以上 1,000 円 

秋ヶ瀬公園 
（さいたま市）℡048-865-7966 

 

 

木や植物の名前を覚えながら、樹名板を作って

みませんか？ 作った樹名板は持ち帰りもできる

ので、夏休みの工作としてもおすすめです！ 

日 時：８月１８日（土）10:00～12:00 

※小雨決行、荒天中止 

参加費：無料、定 員：３０人（先着順） 

申 込：電話（048-865-7966）で同公園へ 

大宮第二・第三公園 
（さいたま市）℡048-642-2228 

 

 

夏草の押し花を使った残暑見舞いを 

お友達に送ってみてはいかがですか。 

日 時：８月１１日（土） 

9:30～11:30 

費 用：１作品 100 円、定員：30 名（先着順） 

 

 

 

 

【4 水上公園インフォメーション】
○開園日：７月１４日（土）・１５日（日）・１６日（祝）

     ７月２１日（土）～９月２日（日） 

○時 間：９：００～１７：００ 

（７月２１日～８月１６日は 18：00 まで）

○入場料 

しらこばと・川越・ 

加須はなさき水上公園 

大人 720 円 小人 210 円

ファミリー券 1,650 円 

さいたま水上公園 
大人 510 円 小人 210 円

ファミリー券 1,230 円 

前売り券はコンビニでも好評発売中！ 

※ 大人（高校生以上）、小人（小・中学生） 

※ ファミリー券は、大人２人、小人２人  

※ 未就学児は無料 

※ 毎週木曜は、65 歳以上の方は無料 

イベント情報などはホームページや 

ＳＮＳでも発信中！！ 

 

 

 

 

加須はなさき水上公園(加須市)TEL 0480-65-7611 

 

 

浮輪を投げてコーンに入れば賞品をプレゼント。 

期間：８月６日（月）～１０日（金）、 

   ２０日（月）～２４日（金） 

時間：13：15～13：45 

定員：20 名※小学生以下対象 

 

しらこばと水上公園(越谷市)TEL 048-977-5151 

 
 

プールに 5～6 個浮いているマットから落ちず、最後の

浮き輪に入ることができたら賞品をプレゼント。 

日時：８月８日（水）、２２日（水） 

、２４日（金）11:00～ 

定員：１００人（先着順） 

※小学生対象 

 

 

 

 

 

川越水上公園(川越市)TEL 049-241-2241 
 

 

 インストラクターの動きに合わせて、水の中でアク

アダンスをしよう！ 

日時：８月１日（水） 

・２２日（水） 

12:00～、12:30～ 

（各回２０分） 

さいたま水上公園(上尾市)TEL 048-773-6710 

 

 
３部門に分かれてスライダーを滑り、どれだけ遠く

に着地できたかを競います。入賞者には賞品をプレゼ

ント。 

日時：８月１７日（金） 

   13：15～ 

 定員：各部門２０名 

（12：00～整理券配布） 

 

スライダー滑走大会 

アクアダンス 水上輪投げ大会 

 埼玉県営のプール ９月２日まで休まず営業中！ 

忍者水上走り 

【動物園】 ひんやりおやつタイム  

【植物園】 夏休みわくわくクラフト体験  

ひんやりおやつタイ

ム実施日は、開園時間に

29℃を超えた場合、 

入園料が 2 割引！ 

暑い日割あります

17：00 以降は「アフター５チケット」で入園料が

お得！（大人 260 円、小・中学生 100 円） 

樹名板をつくろう 

夏草で残暑見舞いをつくろう  【動物園】 Night Zoo 2018 

スタジアムツアー 

熱気球係留体験 搭乗会 

自然と遊ぼう会「土の中の生き物を観察しよう」

スポ文講座 『自分のカラダを知ろう！ 

秋の体力測定 ＆ 体成分分析』 

ナイトアクアリウム 

○19：00 まで閉園時間を延長する「夕涼み水族

館」、夏休み特別展「だまされた展－水辺のマ

ジシャンたち－」を開催中！（9 月 2 日まで）

ナイトズー２０１8 


