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花の丘
花と緑の館

※冬期（12月～3月）は閉鎖
　4月よりオープン

開花：4月上旬～中旬

※開花時期は、天候・積雪により変化する場合があります。

※健康ゾーンから無料バス（土日祝のみ）にて
　古民家前下車（約30分）。バス停より徒歩10分。
※里山口駐車場から徒歩20分。

開花：4月中旬～下旬
※ウェルカムゲートから徒歩10分

開花：3月末～ 4月中旬　
※ウェルカムゲートから徒歩15分

早春フラワーフェスティバル

フラワーMAP
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花と緑の館

花と緑の館 いこいの広場

花と緑の館

花と緑の館

花と緑の館 いこいの広場

越後長岡雪割草の会 展示・即売会……3/13土・14日

国際雪割草協会 品評会・即売会…3/20土・21日

国際雪割草協会甲信越支部 展示・即売会……3/27土・28日

1/23土～2/14日

2/20土～28日

2/20土～28日
10：00～16：00
（2/28は15：00まで）

3/20土・21日 植物展示
3/20土～28日 食器等の展示

2/20土～28日 開園時間中

花と緑の館 いこいの広場

花と緑の館２階 展示室 花と緑の館

2/20土～28日  開園時間中

3/7日 10：00～12：00

2/13土 9：30～（なくなり次第終了）

4/3土～11日

20名 事前申込

先着150名　

里山口

ウェルカムゲート

E17

国営越後丘陵公園
看板

国営越後
丘陵公園看板

国営越後丘陵公園看板

大積2丁目

23

里山フィールドミュー
ジアムおよび里山口は
冬期（12月～3月）は
閉鎖いたします。
4月よりオープンします。
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国営越後丘陵公園　ご利用案内 対象 雨天時

http://echigo-park.info/公園ブログ配信中！
https://www.facebook.com/echigopark/facebook配信中！ 

国営越後丘陵公園
越後公園管理センター

●自動車をご利用の場合
　関越自動車道長岡ICより約10分

〈ウェルカムゲートまで〉

●公共交通機関をご利用の場合
JR長岡駅・大手口6番線よりバスをご利用ください。
（3月まで）「陽光台4丁目」（約35分）下車＋徒歩10分
（4月から）「越後丘陵公園」（約40分）下車 

2021.01.032,000

●休　園　日
●開園時間

１～３月の月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、 4/12㊊
9：30～16：30（4月からは17：00まで）

12～3月は入園料・駐車料金が“無料”です。
●入園料（4月～）団体は小学生以上の方が20人以上です。

※年間パスポートは全ての国営公園で利用可能。
※入園パスポート購入の方は駐車パスポート（1,050円）も購入可能。
　なお、駐車パスポートは購入した公園でのみ利用可能。

●駐車料（4月～）

普通車
大型車
二輪車

一般
320円（150円）
1,050円
100円

●入園パスポート（1年有効）
大人
シルバー

2,800円
1,300円

2日間通し券（団体）
500円（350円）

250円

大人（15歳以上）
こども（15歳未満）
シルバー（65歳以上の方）

一般 団体
450円 290円

無料
210円

※（　）はサンセット料金です。
　閉園3時間前から割引になります。

※12～3月はご利用いただけないエリアや施設がございますのでご了承ください。

※イベントは予告なく変更・中止になることがありますのでご了承ください。
※料金の記載されていないイベントは全て無料です。但し、入園料・駐車料は別途必要です。（4月～）

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、各種プログラムは予告なく変更・中止になることがありますのでご注意ください。

協力：新潟県花卉球根農業協同組合

花と緑の館

里山フィールドミュージアム

古民家（集合）

3月23日火～

協力：大野 好弘 氏

協賛：㈲メルガーデン

協力：Niigata Christmas Rose Story

協力：アトリエ花音＆アトリエAnne

※1人1ポット  ※展示で使用したポットです。 ※来年も冬季に開花する球根は採れません。

花と緑の館

ウェルカムゲート

2/23火㊗～

4/1木 9：30～（なくなり次第終了）
先着300名　※1人1鉢※展示で使用した鉢です。

香りのばら園　殿堂入りしたばらのエリア（集合）

育種家イチオシのクリスマスローズの
人気投票。投票者の中から抽選で5名様に
クリスマスローズの鉢をプレゼント！

世界の雪割草全種（18種）の植物展示のほか、古マイセンや
ウェッジウッド等の雪割草にまつわる食器等を展示します。

クリスマスローズのアートフラワーの
アレンジメント作品展を行います。

花と緑の館 体験学習室

2/27土・28日 10：00～15：00
協力：アトリエ花音＆アトリエAnne

ウールリボンを使って、クリスマスローズを
模ったコサージュやブローチを作ろう！

新潟県の育種・生産者が
10年以上かけて品種改良を重ねた
こだわりの逸品約200鉢が
一堂に会します。
クリスマスローズの寄せ植えや
パネル展示も行います。

花と緑の館、雪割草群生地
3/13土～4/11日

共催：国際雪割草協会

新潟県の草花「雪割草」。3月の週末は
雪割草の逸品200点以上が並ぶ展示会を開催します。
4月上旬には雪割草群生地で見頃を迎えます。

400円～

花と緑の館 体験学習室

花と緑の館 いこいの広場

2/20土・21日 10：00～15：00

3/13土～3/28日

3/13土～4/11日
開園時間中

花と緑の館 体験学習室

3/13土、14日 10：00～15：00

4/3土～11日
11：00～15：00（ガイドは約30分くらい）

協力：Smile Ribbon

協力：handmade N’s garden協力：絵手紙第二楽章

パフェ型などの小物のデコ体験や、
フェルトでできたお弁当づくりを行います。

500円～

1,100円～
開園時間中

中止 ※開花状況により開催日程が
　変更になる可能性があります。講師：公園ガーデナー

※即売会は
　土日のみ開催

球根を低温貯蔵することで開花時期を調整した
“アイスチューリップ”総数4,500本を屋内に展示します。

アイスチューリッププレゼント

カタクリガイド

大規模展示会

カタクリ大群落（100万株）カタクリ大群落（100万株）

ふれあいの森
クリスマスローズ花壇
（3,000株）

ふれあいの森
クリスマスローズ花壇
（3,000株）

雪割草群生地
（20万株）
雪割草群生地
（20万株）

アイスチューリップ展示アイスチューリップ展示
新潟県がトップシェアの生産を誇るシャクナゲ展示を行います。

シャクナゲ展示シャクナゲ展示

春の妖精に例えられる早春の代表的な花
約2haの斜面に100万株が自生。
カタクリの蜜を吸うギフチョウにも出会えるかも…。

カタクリ大群落までの旬の草花をガイドがご案内します。

かたくり百万株まつりかたくり百万株まつり
クリスマスローズ
販売
クリスマスローズ
販売

クリスマスローズ人気投票クリスマスローズ人気投票

アートフラワー作品展アートフラワー作品展

世界の雪割草展世界の雪割草展

雪割草展雪割草展

早春の絵手紙展早春の絵手紙展 ハーバリウム体験会ハーバリウム体験会

ふわふわウールリボンでつくる
クリスマスローズ
ふわふわウールリボンでつくる
クリスマスローズ

パフェデコ＆フェルトランチ
バイキングづくり
パフェデコ＆フェルトランチ
バイキングづくり

新潟県が生産量1位を誇るアザレアの屋内展示を行います。

アザレアプレゼント

つるバラの誘引、バラの切り戻し剪定、
中耕を中心とした初春のバラ管理について学びませんか？

アザレア展示アザレア展示

クリスマスローズ
フェスタ
クリスマスローズ
フェスタ

雪割草まつり雪割草まつり

季節のバラ栽培講習会
～つるバラの誘引からはじまる春バラの管理～
季節のバラ栽培講習会

～つるバラの誘引からはじまる春バラの管理～

※各2日目は15:00まで

チューリップまつりチューリップまつり予告

公園
春一色！

4/24土～5/5水㊗

●アイスチューリップ展示••••••••••••••••••••••••••••• 期間：1/23土～2/14日

●クリスマスローズフェスタ •••••••••••••••••••••••• 期間：2/20土～28日

●アザレア展示 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 期間：2月23日火㊗～

●シャクナゲ展示 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 期間：3月23日火～

●雪割草展 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 期間：3/13土～3/28日

花と緑の館 イベント花と緑の館 イベント


