≪平成 30 年 12 月・平成 31 年 1 月の各施設の催し物≫
市政だより 11 月号・12 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

12 月 1 日（土）

「街中のオアシス水の森でトレッキング！」
★水の森公園の散策とキャンプ場でのカフェタイムを楽しみます。
時間：10:00～12:00
対象：小学生以上
定員：20 名（抽選）
持物：動きやすい服装・靴、飲み物
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 11 月 18 日
（日）まで（必着）
トレッキング申込：〒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≫
12 月 15 日（土） 森の材料でリースづくり
★森からとれる蔓（つる）を使って、クリスマスや正月用のリース作りをします。
時間：10:00～12:00
定員：20 名（先着）
費用：200 円（材料費）
持物：汚れてもよい服装
申込：12 月 7 日（金）9:00 から電話で
森の学習室申込：090-8257-9245（みどり十字軍）
12 月 22 日（土） 冬の野鳥観察
★水の森公園にいる野鳥や季節に飛来する渡り鳥などの生態や特徴などを観察します。
時間：9:00～12:00
定員：20 名（先着）
持物：汚れてもよい服装、防寒着、帽子、飲み物
申込：12 月 12 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

12/1～3/31

野鳥のレストラン
★餌台に集まるかわいい野鳥を自然観察センターの研修室から観察できます。
時間：9：00～16:30

12 月 15 日（土） おはよう野鳥かんさつ ★冬の雑木林を歩きながら、野鳥のくらしを観察します。
時間：7:00～8:30
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

クリスマスオーナメントをつくろう
★松ぼっくりなどの木の実を使い、すてきなクリスマス飾りを作ります。
時間：13:30～15:30
定員：15 名
費用：100 円（材料費）
申込：12 月 6 日（木）9:00 から電話で
12 月 23 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
毎週日曜日

レンジャーと歩くガイドウォーク「落ち葉を踏みしめて」

（30 日を除く）

★レンジャーの解説を聞きながら森の中を歩きます。
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

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

12 月 1 日（土）

ほんもののモミの木でつくるプチツリー
★タネから芽生えたモミの幼木を鉢に植えてツリーをつくります。
時間：10:00～12:30
対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定員：15 名（先着）
費用：200 円（材料代）
持物：汚れてもよい服装、長靴、軍手
申込：11 月 17 日（土）9:00 から電話で

①12 月 9 日（日） 窓辺に野鳥を呼ぼう！野鳥のごはんバードケーキ作り
②12 月 12 日
（水） ★簡単な野鳥観察と、ラードを主成分にしたお団子状の野鳥のエサ”バードケーキ”を作ります。
時間：各 10:00～12:30
定員：各 10 名（先着）
費用：100 円（材料代）
持物：飲み物、動きやすい服と靴
申込：12 月 6 日（木）9:00 から電話で
12 月 15 日（土） 季節のクラフト～針葉樹の壁飾り～
★森を歩いて素材を集め、リースやスワッグなどの壁飾りを作ります。
時間：10:30～14:30
対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
定員：10 名（先着）
費用：500 円（材料代）
持物：昼食、飲み物、軍手、動きやすい服と靴、エプロン（必要な方）
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＊申込み受付など
≪野草園公房≫

12 月 15 日（土） 親子でクリスマスリース作り

★自然素材を使ってクリスマスリースを作ります。

時間：10:00～12:00
対象：親子での参加
定員：親子 10 組（先着）
費用：1 組 500 円（材料代）
申込：12 月 6 日（木）9:00 から電話で
12 月 16 日（日） 正月飾り作り

★稲わらを使って正月飾りを作ります。

時間：10:00～12:00
定員：15 名（先着）
費用：500 円（材料代）
申込：12 月 7 日（金）9:00 から電話で
七北田公園体育館

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

①12 月 14 日
（金） 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。
②1 月 8 日（火） 時間：各回 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：①12 月 7 日（金）10:00 から電話と窓口で
②12 月 20 日（木）10:00 から電話と窓口で
12 月 23 日（日） ヨガ教室

★心と体のリフレッシュができる、初心者向けの教室です。

時間：14:00～15:30
対象：女性
定員：17 名（先着）
費用：500 円（会場使用料、保険料）
持物：タオル、着替え、動きやすい服装、ヨガマット（無料貸出有）
申込：12 月 9 日（日）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

①12/7～12/8、

七北田公園イルミネーション＆キャンドルナイト

12/14～12/15、 ★演奏会（ハンドベル、コーラスなど）やサンタクロースとの記念撮影、クラフト教室（有料）など
12/21～12/22、
12/24
②12/9、12/16
12/23

のイベントを行います。
時間：①17:00～20:00、②17:00～19:30

12 月 1 日（土）

≪市民園芸講座≫
「ペットボトルでハンギング」つくってみませんか！
★ペットボトルでリメイクして、ハボタンやビオラなどを植えこんだハンギングづくりを行います。
時間：10:00～12:00
定員：15 名（先着）
費用：1,000 円（植物、用土等材料費）
持物：空の 2ℓペットボトル（固め）
、ハサミ、手袋、持ち帰り用の袋、汚れてもよい服装で
申込：11 月 9 日（金）9:00 から電話で

12 月 2 日（日）

つるあみで鉢カバーづくり
時間：10:00～12:00
定員：15 名（先着）
費用：300 円（植物、鉢等材料費）
持物：剪定ハサミ、園芸ハサミ、ビニール袋（持ち帰り用）
、汚れてもよい服装で
申込：11 月 9 日（金）9:00 から電話で

12 月 13 日（木） 家庭菜園ビギナーズ「野菜の土づくり」
★野菜の土づくりの講義と実演を行います。
時間：10:00～11:30
定員：30 名（先着）
申込：12 月 6 日（木）9:00 から電話で
12 月 14 日（金） ガーデンビギナーズ「シクラメン・ポインセチアを長く楽しもう」
★シクラメンとポインセチアの冬の管理の仕方を説明します。
時間：10:00～12:00
定員：30 名（先着）
申込：12 月 6 日（木）9:00 から電話で
12 月 22 日（土） ススキで干支づくり「亥（イノシシ）」
★ススキの穂を使用して干支のイノシシを作ります。
時間：10:00～12:00
定員：15 名（先着）
費用：100 円（材料費）
持物：園芸ハサミ、持ち帰り用袋汚れてもよい服装
申込：12 月 12 日（水）9:00 から電話で
12 月 24 日（月） お正月スワッグ作り
★お正月用にアレンジをしたスワッグづくりです。
時間：①10:00～12:00、②13:30～15:30
定員：各 10 名（先着）
費用：1,000 円（スワッグの材料費）
持物：園芸ハサミ、持ち帰り用袋
申込：12 月 12 日（水）9:00 から電話で
≪展示会≫
12/7～12/24

クリスマスフラワー展
★展示ホールにシクラメンの品種と緑化ホールで育てたポインセチアを展示します。
時間：9:00～16:30

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≫
12 月 9 日（日）

鉢バラの剪定と植替え
★鉢植えのバラの剪定と植替えについて実演を交えて解説します。
時間：10:00～11:30
定員：15 名（先着）
申込：11 月 9 日（金）9:00 から電話で
≪クラフト講座≫

12 月 12 日（水） 緑のクラフト「冬のミニリース」
★木の実を使ったカジュアルなリースを作ります。
時間：①10:00～11:30、②13:30～15:00
定員：各 10 名（先着）
費用：各 500 円（材料費）
申込：12 月 6 日（木）9:00 から電話で
12 月 15 日（土） おやじのクラフト「箱庭づくり」
★男性講師による男性向けの工作教室です。
時間：10:00～12:00
対象：20 歳以上の男性
定員：10 名（先着）
費用：1,000 円（材料費）
申込：12 月 8 日（土）9:00 から電話で
★：催しの内容

※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

