
夏休
み体験プログラム2021！

各プログラムの
お申し込み方法は裏面へ!
※プログラムのご参加には別途、入園料金が必要です。

キッズ集
まれ!!

参加費無料
定員：各回5組※小学3年生以上で保護者と1組2名
参加費無料

消しゴム
スタンプ作り
消しゴム
スタンプ作り
消しゴムで花や昆虫の
スタンプを作ります。
保護者と1組2名で
ご参加ください。

10:00～11:301回目

13:00～14:302回目

/7 24 ・土 25 日

10:30～11:45開催時間

/8 5 ・木 12 木

園内で育った夏野菜を
観察して収穫します。

定員：各日10名（組）
※未就学児は保護者と1組2名
参加費300円（税込)/名(組)
※天候や野菜の生育状況により中止となる場合があります。

お楽しみ
収穫体験

11:00～11:45開催時間

（枝豆、トウモロコシの日を除く）
当日
申込

雨天
中止の場合
あり

当日
申込

定員：各日10名(組)
※小学6年生以下は保護者と1組2名
参加費300円（税込）/名(組)
※天候や野菜の生育状況により中止となる場合があります。

枝豆の収穫を行い、
一部を茹でて試食します。
残りはお持ち帰り
いただきます。

/8 3 ・火 /8 10 火

10:30～11:45開催時間

枝豆はお湯を沸かしてから
採りに行こう

当日
申込

雨天
中止

定員：各日24名
※小学生以上で小学3年生以下は保護者と1組2名
参加費1,000円（税込）/名
※1組2名の方は、1名でお申し込みください。

※写真はイメージです。

藍(あい)の葉を使って、
木綿のバッグに
たたき染めをします。

/7 31 ・土 /8 7土

13:30～15:00開催時間

藍染め体験

定員：各日10名(組)
※小学6年生以下は保護者と1組2名
参加費300円（税込)/名(組)
※天候や野菜の生育状況により
　中止となる場合があります。

とれたてトウモロコシの
おいしさを知ろう！
とれたてトウモロコシの
おいしさを知ろう！
トウモロコシの収穫を行い、一部を試食します。
残りはお持ち帰りいただきます。

9:30～10:30開催時間

定員：各日20名
※小学4年生以下は
　保護者と1組2名
参加費無料
※1組2名の方は、1名で
　お申し込みください。
※釣ったザリガニのお持ち帰りはできません。

ザリガニ釣りザリガニ釣り
田んぼたんぼ周辺の
水辺で、ザリガニを釣って
観察します。

/7 /826 ～月 1日
当日
申込

当日
申込

雨天
中止

定員：無し定員：無し
※小学2年生以下は
　保護者と1組2名
参加費無料参加費無料

紙ひこうきを飛ばそう！紙ひこうきを飛ばそう！
鳥のようにはばたくものや
筒型の紙ひこうきを作って飛ばします。

10:00～
15:00

開催時間

の間で自由参加

8/298/297/247/24 8/298/297/247/24 日土
期間中の毎週月曜日 金̃曜日

事前
予約

雨天
中止

事前
予約

※材料が無くなり次第、終了します。

/8 7 ・ ・土 8 日 28 ・土 29 日

/8 14 ・土 15 日

ペットボトルの水鉄砲、キラキラボトル、
うちわのセットを作ります。

定員：無し
※小学3年生以下は保護者と1組2名
参加費100円（税込）/セット

水を使ったクラフト体験

10:00～15:00開催時間

当日
申込

の間で自由参加



普通車

大型車

二輪車

500円／回

※団体割引は、有料のご入園者が20名以上いらっしゃる場合に適用されます。各料金から100円引きになります。
※年間パスポートは、ご購入の当日から入園料金と普通車の駐車料金が無料になります。発行日より1年間有効です。
※各種手帳をお持ちの方は、ご本人と付き添いの方1名の入園料金と普通車の駐車料金が無料になります。

駐車料金
（税込）

神奈川県立 花と緑のふれあいセンター

検 索かなガーデン
Tel 0463-73-6170
〒259-1215 神奈川県平塚市寺田縄 496-1

7・8月の
営業時間

7・8月の休園日

午前9時 ～ 午後5時 

第2・第4水曜日

プログラムのお申し込み方法

｢夏休み体験プログラム｣の期間中、週末には、楽しいイベントが盛りだくさん！ぜひ遊びに来てね！

射的、野菜釣り、花すくい、スーパーボールすくい、など
開催時間：11：00～15：00

開催時間：10：00～16：00
強風を体験しよう（事前予約）、
水風船キャッチ、
シャボン玉と写真を撮ろう、
びしょぬれバケツリレー、
など

※｢夏祭り♪｣と｢真夏の水遊び大会♪｣は、一部を除き事前のご予約なしにご参加いただけます。※催しの開催日や内容は、予告なく変更になることがあります。詳しくは、花菜ガーデンのホームページをご覧ください。

青字は事前予約のプログラムです。

夏休みは花菜ガーデンで遊ぼう！
夏祭り♪ 真夏の水遊び大会♪

※プログラムのご参加には別途、
　入園料金が必要です。

●当園のホームページの｢お申し込み」のページにある応募フォーム、往復はがき、または、当園の
入園窓口にある申込書でお申し込みください。一度(一通)に5名までお申し込みができます。
●お申し込み期間は、7月1日(木)から15日(木)です。往復はがきは15日必着。
●往復はがきの場合、往信用の裏面に、プログラム名、開催日、開催時間、申込人数、参加者の内
訳(高校生以上、中学生、小学生(学年明記)、未就学児)、参加費の合計、代表者氏名、住所、電話
番号(日中にご連絡のつく番号)をご記入ください。
●往復はがきは、一通に一つのお申し込み(5名まで)とします。
　プログラム名、開催日、開催時間の違う複数のお申し込みをされるときは、
　はがきを変えてお送りください。
●定員を超えたプログラムは抽選になります。
●お申し込みの結果は、22日までにお知らせします。

●当日、入園窓口にて先着順で受け付けます。お電話での
　ご予約はできません。

1,520円／回
無   料

大人
（20歳～64歳）

中人
（高校生・学生・20歳未満）

小人
（小学生・中学生）

540円

300円

200円

7・8月の入園料金（税込）
シニア

（65歳以上）

幼児
（学齢に達しない方）

年間パスポート

310円

無料

2,400円

当日申込事前予約

●7月1日より前のお申し込み、FAXを使ったお申し込みは無効になります。
●定員に達したプログラムのキャンセル待ちは行いません。
●キャンセルがあったプログラムは、当日、入園窓口にて先
着順で受け付けることがあります。(当日募集)
　当日募集の｢あり・なし｣は、前日の夕方にわかりますので、
お電話にておたずねください。

ご注意ください

7/24土～8/22日
の土曜、日曜、休日

消しゴムスタンプ・
夏祭り

消しゴムスタンプ・
夏祭り

お楽しみ収穫・
紙ひこうき

お楽しみ収穫・
紙ひこうき 休園日 お楽しみ収穫・

紙ひこうき
お楽しみ収穫・
紙ひこうき

紙ひこうき・
藍染め体験・
夏祭り

スケジュール
7月

開催期間 8/14土・15日開催期間

24（土） 25（日） 26（月） 27（火） 28（水） 29（木） 30（金） 31（土）

紙ひこうき・
夏祭り お楽しみ収穫 枝豆を採りに

行こう お楽しみ収穫 トウモロコシを
知ろう お楽しみ収穫

藍染め体験・
ザリガニ釣り・
夏祭り

ザリガニ釣り・
夏祭り

8月 1（日） 2（月） 3（火） 4（水） 5（木） 6（金） 7（土） 8（日）

お楽しみ収穫・
夏祭り

枝豆を採りに
行こう 休園日 トウモロコシを

知ろう お楽しみ収穫
水のクラフト・
夏祭り・

真夏の水遊び大会

水のクラフト・
夏祭り・

真夏の水遊び大会
お楽しみ収穫

9（月） 10（火） 11（水） 12（木） 13（金） 14（土） 15（日） 16（月）

お楽しみ収穫 お楽しみ収穫 お楽しみ収穫 お楽しみ収穫 夏祭り 夏祭り お楽しみ収穫 お楽しみ収穫

17（火） 18（水） 19（木） 20（金） 21（土） 22（日） 23（月） 24（火）

休園日 お楽しみ収穫 お楽しみ収穫 ザリガニ釣り ザリガニ釣り

25（水） 26（木） 27（金） 28（土） 29（日）

か　　な
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