≪平成 30 年 10・11 月の各施設の催し物≫
市政だより 9 月号・10 月号にも記載しています
水の森公園キャンプ場

問 022-773-0496

〒981-3132 泉区上谷刈堤下 8
開催日

内容＊時間＊申込み受付など

10／13～10／14

「ここからスタート！水の森親子キャンプ」
★これからキャンプを始めてみたい方など初心者向けのキャンプ教室です。
時間：10 月 13 日（土）14:00～10 月 14 日（日）12:00
対象：小学生以上の子どもと保護者
定員：10 組（抽選）
費用：中学生以上 2,000 円、小学生 1,000 円（食糧費、保険代）
持物：汚れてもよい服装、防寒着、帽子
申込：往復はがきに参加者全員（1 通につき 5 名分まで）の申込時の必要事項と子どもの年齢を記入
して 9 月 25 日（火）まで（必着）
キャンプ申込：〒983-0842 宮城野区五輪 1 丁目 3-35
電話：022-293-3583

FAX：022-293-3605

10 月 20 日（土） 陶芸「ろくろで作る堤焼」

★手動のろくろを使って、湯呑程度の大きさの作品を作ります。

時間：9:30～12:00
対象：小学 3 年生以上
定員：30 名（抽選）
費用：1 名あたり 1,000 円（粘土代など）
申込：往復はがきに参加者全員（1 通につき 4 名分まで）の申込時の必要事項を記入して 10 月 11 日
（木）まで（必着）
陶芸申込：〒983-0842
電話：022-293-3583

宮城野区五輪 1 丁目 3-35
FAX：022-293-3605

≪森の学習室≫
「水の森の野草観察」 ★水の森に生育している野草の見分け方や特徴など詳しく観察します。
10 月 21 日（日） 時間：10:00～12:00
定員：20 名（先着）
持物：汚れてもよい服装と靴、飲み物
申込：10 月 10 日（水）9:00 から電話で
「薪割りとご飯炊き体験」
★鉞（まさかり）を使って薪を割り、その薪でご飯を炊き皆で食べます。
10 月 27 日（土） ★どんなご飯ができるか楽しみです。
時間：10:00～12:00
定員：20 名（先着）
費用：500 円（材料費）
持物：汚れてもよい服装、飲み物
申込：10 月 17 日（水）9:00 から電話で
森の学習室申込：090-8257-9245（みどり十字軍）

太白山自然観察の森

問 022-244-6115

〒982-0251 太白区茂庭字生出森東 36-63
開催日

内容＊時間＊申込み受付など

10 月 13 日（土） きのこ観察会

★キノコの専門家と秋の森のキノコを観察します。

時間：10:00～11:30
定員：20 名（先着）
持物：雨具（カッパ）
、飲み物、帽子、歩きやすい靴・服装
申込：10 月 6 日（土）9：00 から電話で
10 月 20 日（土） 太白山の秋をたずねて ★秋の太白山の自然を開設・案内します。
時間：10：00～15：00
定員：20 名（先着）
持物：昼食、飲み物、雨具
申込：10 月 7 日（日）9：00 から電話
10 月 27 日（土） 鈎取山ネイチャーウォーキング

★紅葉に染まった鈎取山に自然観察しながらゆっくり登ります。

時間：10：00～15：00
定員：20 名（先着）
持物：昼食、雨具（カッパ）
、飲み物、帽子、歩きやすい服装・靴
申込：10 月 8 日（月）9：00 から電話
10 月 28 日（日） ガイドウォーク「館長と森を歩こう」

★自然観察の森を館長がご案内します。

時間：10：00～11：30
持物：観察用具（双眼鏡の無料貸出し有り）
、歩きやすい服装で
申込：不要（時間までにセンター前集合）
11 月 10 日（土） 紅葉の蕃山を歩こう ★近隣の森、蕃山について解説・案内します。
時間：9：30～15：30
対象：小学生以上
定員：40 名（抽選）
持物：昼食、飲み物、雨具（カッパ）
申込：①往復はがきに参加者（1 通につき 4 名分まで）の申込時の必要事項と年齢、性別を記入して
10 月 20 日（土）まで（必着）
②Ｅメール（taihakusan_mousikomi@sendai-green-association.jp）に申込時の必要事項と年
齢、性別を記入して 10 月 20 日（土）まで（必着）
蕃山申込：〒982-0251 太白区茂庭字生出森東 36-63
電話：022-244-6115

FAX：022-244-6133

毎週日曜日の

レンジャーと歩くガイドウォーク「たねの旅立ち」

午前と午後

★レンジャーの解説を聞きながら森の中を歩きます。
時間：①10:00～11:30 ②13:30～15:00
持物：観察用具（双眼鏡の無料貸出し有り）
、歩きやすい服装で

青葉の森緑地

問 022-263-2101

〒980-0845 青葉区荒巻字青葉 260
開催日

内容＊時間＊申込み受付など

10 月 13 日（土） 草木染基本マスター！手ぬぐいの絞り染め
★園内管理のため除草作業対象となる雑草を使い、染料植物の採集から仕上げまでの全工程を自宅の
台所で再現できるよう参加者全員が体験します。
時間：10:00～15:30
対象：高校生以上
定員：10 名（先着）
費用：1 名 500 円（材料代）
持物：昼食、飲み物、ゴム手袋、エプロンなどの汚れても良い服、動きやすい服と靴
申込：10 月 6 日（土）9:00 から電話で
10 月 20 日（土） 家族で森あるき ★自然のなかに隠れるアート的な要素を探しながら秋の森を散策します。
時間：9:30～12:30
対象：小学 3 年生～6 年生と保護者
定員：15 名（先着）
費用：1 組 200 円（保険代）
持物：飲み物、虫除け、カッパ、汚れても良い服と靴
申込：10 月 7 日（日）9:00 から電話で
10 月 27 日（土） 森であそぼう！がさごそ葉っぱ！
★未就学児親子向けの自然遊び体験会です。
★紅葉した森で葉っぱを使った遊びを楽しみます。
時間：10:30～12:00
対象：未就学児とその保護者
定員：15 名（先着）
持物：飲み物、雨具、動きやすい服と靴で
申込：10 月 10 日（水）9:00 から電話で
10 月 27 日（日） オトナの森あるき ★秋の気配を楽しみながらトレッキングします。
時間：9:30～14:30
定員：15 名（抽選）
持物：昼食、飲み物、虫よけ、歩きやすい服装と靴
申込：①往復はがきまたは FAX に参加者（1 通につき 3 名分まで）の申込時の必要事項を記入して 10
月 15 日（月）まで（必着）
②Ｅメール（アドレス⇒aobanomori_moushikomi@sendai-park.or.jp）に申込時の必要事項を
記入して 10 月 15 日（月）まで（必着）
森あるき申込：〒980-0845 青葉区荒巻字青葉 260
電話：022-263-2101
11 月 3 日（土）

FAX：022-263-2102

走ってかくれて「森の忍者ごっこ」

★忍者になって変身や忍術あそびをします。

時間：10:00～12:30
対象：未就学児とその保護者
定員：20 名（先着）
持物：飲み物、カッパ、暖かく動きやすい服と靴で
申込：10 月 13 日（土）9:00 から電話で

11 月 10 日（土） めざせ忍たま「森の忍者あそび」

★忍者になって忍者修行と忍術を使うあそびをします。

時間：10:00～12:30
対象：小学生とその保護者
定員：20 名（先着）
持物：飲み物、カッパ、暖かく動きやすい服と靴で
申込：11 月 6 日（火）9:00 から電話で
野草園

問 TEL022-222-2324

〒982-0843 太白区茂ケ崎 2-1-1
開催日

内容＊時間＊申込み受付
≪展示会≫

9／29～10／8

木の実草の実展
時間：9:00～16:45

10／12～10／24

写真展「四季の花々」 ★植物を題材とした写真展です。
時間：9:00～16:45

10／27～10／28

蘭展
時間：9:00～16:45（最終日は 15:00 まで）

10／27～11／6

みちのく風景スケッチ展 ★風景画のスケッチ展です。
時間：9:00～16:45（最終日は 15:00 まで）

10 月 8 日（月）

秋のどんぐり山であそぼう
★どんぐり独楽（コマ）大会、自然素材を使った工作、こけ玉作りを楽しみます。
時間：10:00～15:00

10 月 13 日（土） 野草園植物講話「どんぐりの話」

★植物の専門家による講話です。

時間：10:30～12:00
10 月 14 日（日） みちくさ喫茶
★野草の専門家を講師に招き、身近な植物を原料としたお茶を楽しみます。
時間：10:30～12:00
定員：20 名（先着）
費用：500 円（飲み物、お菓子付き）
申込：随時、電話と窓口で
10 月 14 日（日） 野草園キノコ観察会 ★園内できのこを観察・採取し講師が鑑定します。
時間：13:30～15:00
定員：20 名（先着）
費用：無料（別途入園料がかかります）
申込：10 月 8 日（月）9:00 から電話で
10 月 27 日（土） 親子で大年寺自然＆歴史散策
★長町～大年寺山公園までクイズや専門家のお話聞きながら散策します。
時間：10:00～13:00（雨天中止）
対象：親子もしくは祖父母と孫
定員：10 組 20 名程度（先着）
費用：500 円（飲み物、保険代を含む）
持物：タオル、帽子、保険証のコピー
申込：随時、電話と窓口で

秋保大滝植物園

問 TEL022-399-2761

〒982-0244 太白区秋保町馬場字大滝 5
開催日

内容＊時間＊申込み受付等
≪秋保炭焼き伝承・体験会≫

①10 月 6 日（土） 講義及び窯入れ作業
②10 月 7 日（日） 炭焼き実技
③10 月 20 日
（日） 炭の窯出し作業（焼け具合で日にちが前後する場合有り）
時間：①・②9:00～16:00 ③9:00～14:30
対象：20 歳以上で 2 回以上参加できる方
定員：20 名（先着）
費用：600 円（材料費、保険料）
申込：9 月 6 日(木)9:00 から電話で
11 月 3 日（土）

あったか・ほっこり秋保大滝植物園まつり
★工作教室、クイズ、スタンプラリーなど。
★先着 200 名に記念品を差し上げます。
時間：9:00～16:00

海岸公園センターハウス

問 TEL022-288-4021

〒984-0033 若林区荒浜字北官林 30
開催日

内容＊時間＊申込み受付

10 月 20 日（土） 育樹会「収穫感謝祭！ハマナスのジャムづくり」
★木を育てるための除草作業後、収穫したハマナスの実でジャムを作って食べます。
時間：10:00～13:00
定員：50 名（先着）
持物：軍手、飲み物、長袖長ズボンがおすすめ、エプロン、三角巾
申込：10 月 7 日（日）9:00 から電話で
10 月 27 日（土） 育樹会「サイクリングでゴー＆収穫感謝祭」
★除草作業の会場まではサイクリングロードをサイクリングします。作業後は、地元野菜のトン汁を
食べ、松ぼっくりやどんぐりでクラフトを作ります。
時間：10:00～14:00
定員：40 名（先着）
持物：軍手、飲み物、長袖長ズボンがおすすめ
申込：10 月 7 日（日）9:00 から電話で

海岸公園パークゴルフ場

問 TEL022-288-0390

〒984-0033 若林区荒浜字川向 10
開催日

内容＊時間＊申込み受付

10 月 30 日（火） 中級者パークゴルフ教室
★パークゴルフを始めて 3 年以内の方を対象とした実技の教室です。
★主にスコアアップを目的とした正しいフォームの作り方やパターの打ち方講座などを実施します。
時間：10:00～15:00
対象：18 歳以上のパークゴルフ経験者（3 年以内でスコア 115～130 までの方）
定員：21 名（抽選）
持物：マイクラブ、マイボール、動きやすい服装、運動靴、飲料水
申込：①往復はがきまたは FAX に参加者（1 通につき 3 名分まで）の申込時の必要事項とマイクラブ
の有無、利き手を記入して 10 月 15 日（月）まで（必着）
パークゴルフ教室申込：〒984-0033 若林区荒浜字川向 10
電話：022-288-0390
七北田公園体育館

FAX：022-288-0390

問 TEL022-375-9914

〒981-3131 泉区七北田赤生津 4
開催日

内容＊時間＊申込み受付

10 月 7 日（日）

バスケットボール DAY ★アリーナ全面を開放し、終日バスケットボールができます。
時間：9:00～21:00
費用：100 円（会場使用料）
持物：バスケットボール、室内シューズ、動きやすい服装で

10 月 11 日（木） ベビーマッサージ教室 ★オイルを使ったマッサージで赤ちゃんとスキンシップを図ります。
時間：10:00～11:00
対象：乳児とその保護者
定員：17 組（先着）
費用：500 円（会場使用料、保険料、マッサージオイル料）
持物：バスタオル、飲み物、いつものお出かけグッズ、運動しやすい服装で
申込：9 月 18 日（火）13:00 から電話と窓口で
10 月 26 日（金） 秋の水の森ノルディックウォーキング教室
★七北田公園から水の森公園まで、秋景色を見ながら往復する初心者向けの教室になります。
時間：9:30～12:30
対象：6km 歩ける方
定員：15 組（先着）
持物：ノルディックウォーキングポール（無料貸出しあり）雨具、タオル、着替え、動きやすい服装
申込：10 月 12 日（金）10:00 から電話と窓口で
七北田公園都市緑化ホール

問 022-375-9911

〒981-3131 泉区七北田赤生津 4
開催日

内容＊時間＊申込み受付
≪市民園芸講座≫

10 月 3 日（水）

ボタン、シャクヤクの鉢栽培
★主にボタンとシャクヤクを鉢で育てるコツなどを講師が詳しく解説します。
時間：10:00～12:00
定員：30 名（先着）
申込：9 月 6 日（木）9:00 から電話で

10 月 18 日（木） ガーデンビギナーズ「秋植えの球根の育て方（ユリ、チューリップ他）
」
★秋植えの球根の植え付けについて講義と実演を行います。
時間：10:00～11:30
定員：30 名（先着）
申込：10 月 6 日（土）9:00 から電話で
10 月 19 日（金） 「秋のこけ玉づくり」 ★季節の植物でこけ玉づくりを行います。
時間：①10:00～11:30 ②13:30～15:00
定員：各 15 名（先着）
費用：500 円（こけ玉の材料費）
持物：園芸鋏（はさみ）
、持ち帰り用の袋、汚れても良い服装で
申込：10 月 6 日（土）9:00 から電話で
10 月 26 日（金） 庭木の手入れ「庭木の剪定」

★樹木医の行方先生による庭木の剪定についての講義と実習です。

時間：10:00～12:00
定員：30 名（先着）
申込：10 月 12 日（金）9:00 から電話で
≪展示会≫
10／13～10／14

くらしにばらを「秋のばら展」
★仙台ばら会主催で、切り花の品種展示を中心にアレンジメントや鉢植えの展示も行います。
時間：10 月 13 日（土）10:00～16:00
10 月 14 日（日）9:00～15:00

グリーンハウス勾当台

問 022-264-3924

〒980-0803 青葉区国分町 3-1-1
内容＊時間＊申込み受付
≪市民園芸講座≫
10/17～10/18

緑のクラフト「ミニ観葉のテラリウム」

★観葉植物と苔を使ったテラリウムを作ります。

時間：各 10:00～11:00
定員：各 10 名（先着）
費用：各 500 円（材料費）
申込：10 月 6 日（土）9:00 から電話で

★：催しの内容

※申込みを締め切った催しについては掲載しておりません。
※講習会によっては、参加費・材料費を徴収するものもあります。
※各催しには参加人数に定員もあります。受付開始日から電話が大変混み合い、つながらない場合が
ありご迷惑をおかけしますが、予めご了承願います。
※電話の申込み受付時間は、特別に記載のあるもの以外は、すべての施設で受付開始日の午前 9 時か
らとなります。
※詳しくは、市政だより 7 月号をご覧いただき、不明な点は各施設又は申込み受付電話にお問合せ願
います。
※申込み時の必要事項：代表者の郵便番号・住所・電話番号・参加者全員の名前と年齢

