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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・中止になる場合があります。
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国営越後丘陵公園　ご利用案内（5～7月）

対象 雨天時

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

s

●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。
「越後丘陵公園」（約40分）下車 

●関越自動車道長岡南越路スマートICより約10分
〈里山口まで〉

●休　園　日
●開園時間
●全員無料入園日

5/10㊊、6/14㊊、7/12㊊
9：30～18：00

●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。
　但し、4/24～5/5、5/22～6/13、
　6/19～7/4は適用外です。

※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。

里山口

ウェルカムゲート
5/23日、6/27日（駐車料等は有料）夜の丘陵公園で

遊ぼう！
8/7（土）～8/16（月）

予 告

5/30日
古民家前水田

10：30～12：30

田植え体験

未就学児～（小学2年生以下は保護者同伴）

5/9日～6/27日の日曜日

古民家（集合）

里山ガイド

未就学児～

里山の初夏の見どころをガイドします。

※里山自然感察会開催日を除く※里山自然感察会開催日を除く
11：00～15：00（随時受付）11：00～15：00（随時受付）

田んぼの生きもの観察会

親子２０組
（ヨガのみの参加も歓迎！）

いつもヨガをしている人も初めてヨガをする方も垣根なく、ヨガを楽しもう！
ママは「ヨガ」、パパと子どもは「ぶんぶんアイス作り」に挑戦！

7/4日
地の陣前

①11：00～ ②13：00～ ③14：00～

公園で音楽を楽しもう！
あじさいコンサート

あじさいに囲まれながら、ここちよい音楽演奏を聴
いて心癒やされよう！

協力：鈴木 孝章氏協力：鈴木 孝章氏中止

6/26土 地の陣前（集合）10：00～12：00

アジサイの剪定・挿し木体験

アジサイの剪定と挿し木を体験してみよう！

※挿し木はそのままお持ち帰りできます。※挿し木はそのままお持ち帰りできます。

中止50名（先着）

6/6日13：30～

5/22土～6/27日

越の里山館

角真綿で小物づくり
かく  ま  わた

カイコのまゆを使って、角真綿づくりを体験しよう！

越後の養蚕（ようさん）文化を知り、カイコやまゆにふれてみよう！

5名

5/22土、9/20月㊗
緑の千畳敷

13：00～15：00

愛犬との上手な暮らし方教室

地域の愛犬家（愛犬同伴参加可）
講師：三浦 健太氏講師：三浦 健太氏

後援：（一財）公園財団、（一社）日本公園緑地協会、日刊スポーツ新聞社後援：（一財）公園財団、（一社）日本公園緑地協会、日刊スポーツ新聞社
主催：NPO法人ワンワンパーティクラブ主催：NPO法人ワンワンパーティクラブ

中止

里山交流館えちごにあん（集合）6/20日 雨天決行

里山の自然や文化を楽しもう！ 春蚕まつり
はる   ご

小雨決行荒天中止

5/23日、6/13日、7/17土
古民家（集合）

里山自然感察会

20名

5/23…春の水辺探検   6/13…アサザを巡ろう
7/17…古民家を巡ろう
※開花状況等によりテーマを変更する場合があります。
6月は、10：30～12：30開催。里山交流館えちごにあん集合です。

各日 13：30～15：00各日 13：30～15：00

小雨決行荒天中止

小雨決行荒天中止

事前申込

未就学児～（小学2年生以下は保護者同伴）

6/6日、7/11日、8/8日㊗ 古民家（集合）

親子森遊び学校

親子15組（最少催行5組）

6/6…森の運動会　7/11…水あそび
8/8…里山散策・スイカ割り

各日10：00～15：00各日10：00～15：00 里山交流館　えちごにあん（集合）

公園の木をノミで彫ってお皿を作ろう！

決行

8名（最少催行3名）
高校生以上の大人（小学生以上の同伴可能）

30名 事前申込

6/20日
古民家（集合）

10：30～12：30

5/30日 9：30～（受付）10：00～16:00

小学生以上（小学2年生以下は
保護者同伴）
小雨決行荒天中止

20名 事前申込

笹だんごづくり6/25金、26土、27日

里山交流館
えちごにあん（集合）

19：00～20：30

ホタル観察会

未就学児～（小学2年生以下は保護者同伴）
中止

20名 事前申込

7/4日
里山体験工房かたくり

①11：00～ ②13：30～

未就学児～（小学2年生以下は保護者同伴）
15名/回 事前申込 事前申込

1,000円（1人5個）
1組3,000円 （大人1名、こども1名）
※1名追加：大人1,000円、こども500円

12,000円/名

協力：LaughSUNRISE https://www.mori-pro.life/nagaoka　

200円～

800円

未就学児～

小学生以上（小学2年生以下は保護者同伴）

6/12土～27日
開園時間中 

越の里山館
6/13日、19土は展示解説
を行います。

カイコ展示

カイコが糸を出してまゆになるま
での過程を見ることができます。

イベント情報

6月下旬～7月上旬
ラベンダーの見頃にあわせて開催
10：00～15：30
※日程はHPを確認または
   お問合せください。

ラベンダー摘み取り体験

50本100円ラベンダー園 中止

※参加者のみ夜間特別開園

※生育状況により変更の
　場合あり

6/12土、13日、19土、20日

越の里山館

まゆクラフト体験

まゆだまをつかって、香り玉や
フクロウなどをつくろう！

①10:00～11:45
②13:15～15:00

NEW

事前申込

ノミや彫刻刀を使って丸いお皿、四角
いお皿などを作ります。

詳細はHPをご覧ください

その他のイベント

五感で愉しもう！からだの中からキレイに！～ヨガとランチ 里山あそび～ 4/10土から10/24日までの土日㊗（雨天中止）バンジートランポリン

6/5土、6日ばらの香りチャームづくり

5/22土～6/13日出品ばら人気投票～みんなで決める長岡市長賞～

ローズのインテリア雑貨とアクセサリー作り   5/29土、30日

6/13日レジンアクセサリーづくり

7/4日アロマクラフト体験

4/17土～10月土日㊗カイト・グライダー教室
（除外日：5/15土、16日）（雨天中止）

4～11月の土日㊗セグウェイツアー 事前申込

事前申込

10:00～

11:30～（ランチ後、各自のタイミングで里山散策）
単品ランチ追加：1,000円/個（里山ヨガに含む。同伴者など必要な方は追加注文）

事前申込・問合せ

※里山ヨガ参加以外の大人の同伴者は、別途入園料がかかります。

2,800円/人（ヨガ、ランチ、入園・駐車料、保険料を含む）10:00～

里山ヨガ

からだも心も喜ぶランチ

1,000円/個　※子ども対象（乳幼児の同伴参加も可）

里山あそび ～お外でぶんぶんアイス作り～オプション

ＮＥＷ

ＮＥＷ ＮＥＷ

健康ゾーン

アジサイ園
18品種 18,000株

9：30～18：00

色変わり傘レンタル
ウェルカムゲートで貸出6/19土～7/4日

花
の
色
彩
あ
ふ
れ
る
世
界
へ

雨の日限定！

里山フィールドミュージアムアサザ
（気候により変動する場合があります）見 頃 6月下旬～7月中旬

山の水辺区・花の水辺区の初夏を彩るアサザ（新潟県絶滅危惧種Ⅱ
類）。水面をまるで黄色い絨毯のように覆う群生風景は県内では珍しい。
半日花であり、午前中の観賞がオススメ。

2021

無料入園日 　※駐車料等は有料6/27（日）



ガーデンツアー

イベント情報

香りのばらクイズラリー

香りのばら園 

ばら園内にあるポイントを探してクイズに答えよう。
全問正解した方の中から抽選で景品をプレゼント。

5/22土～6/13日 開園時間中

※その他のエリアは9:30開園　※入園料・駐車料は通常通り※その他のエリアは9:30開園　※入園料・駐車料は通常通り

講師：石川 直樹氏（新潟ばら会）講師：石川 直樹氏（新潟ばら会）
※混雑する場合は、人数制限を行う
　場合があります。
※混雑する場合は、人数制限を行う
　場合があります。

ばら栽培講習会

花と緑の館　いこいの広場 

初心者向けに実演を交えなが
ら、これからのバラの手入れ
方法などを学ぶ講習会です。
5/29土
13:00～15：00

ローズカフェモーニング
香り高いバラに囲まれて優雅に
モーニングセットはいかがですか？

花と緑の館 いこいの広場

第14回 国際香りのばら
新品種コンクール　記念トークショー

香りのばら園　バラステージ

開花したての最も香り高いバラをお楽しみいただくた
め、香りのばら園を7時から開園します。

開園時間中
花と緑の館　展示室

協力：山田 道惠氏協力：山田 道惠氏

5/22土～6/13日

山田道惠　薔薇の植物画展

香りと奏でるコンサート

バラステージ

花と緑の館　いこいの広場

6/12土 スイングエースオーケストラ
6/13日 SABORES　
各日①11：00～11：30
      ②13：00～13：30

中止
講師：石原 久美子（公園ガーデナー）講師：石原 久美子（公園ガーデナー）
※参加者のみ早朝特別開園※参加者のみ早朝特別開園

香りのばらガーデンツアー

ウェルカムゲート（集合）

公園ガーデナーによる香りのばら
園ツアー。越後ならではのバラの
魅力を解説します。

6/2水、9水
8：30～　

事前申込20名/回

花と緑の館　いこいの広場

講師：小山内 健氏（（株）京阪園芸）講師：小山内 健氏（（株）京阪園芸）

小山内 健　早朝ガーデンツアー

香りのばら園

「NHK趣味の園芸」でおなじみの
ローズソムリエ小山内 健氏をお招き
し、香りのばら園早朝ガーデンツアー
の後、バラの魅力に触れる講演会を
行います。

ガーデンツアー　7:30～8:30
講演会　10:00～

5/30日　

講師：石原 久美子（公園ガーデナー）講師：石原 久美子（公園ガーデナー）

季節のバラ栽培講習会
～夏に向けた開花後のバラ管理～

香りのばら園　
殿堂入りしたばらのエリア

丘陵公園流の夏に向けたバラ開花後の管理を学べる
講習会です。

6/27日
10：00～12：00

雨天決行

事前申込20名

花と緑の館　体験学習室 講師：石原 久美子（公園ガーデナー）講師：石原 久美子（公園ガーデナー）

バラと草花を使った花かごづくり

香りのばら園　殿堂入りしたばらのエリア

香りのばら園に咲くバラや草花を使って、かわいい花かごを作りませ
んか？

第14回国際香りのばら新品種コンクールの受賞品種
等にまつわるトークショーを行います。

6/12土
①10：00～11：30　②13：00～14：30

事前申込10組/回300円

自由観覧

小学生以下の子どもを含む親子

5/29土、30日、6/5土、6日
香りのばら園、花と緑の館

ローズカフェ

7：00～

7：30～9：00
5/29土、30日、6/5土、6日

6/6日 13:00～14：00

開園時間中

バラ苗販売

5/22土～6/13日
ウェルカムゲート前

自宅でもバラを育ててみませんか？
新潟のバラ苗生産者が直売するのは
ここだけ！

荒天中止

ローズカフェ
赤ばらソフト
380円

越後丘陵公園オリジナル
ばらハンドクリーム
1,000円
販売場所：ローズカフェ、花と緑の館　売店

花と緑の館  売店

青ばらソフト 380円
インスタ映えソフト！

国際香りのばら新品種コンクールにおいて第1
回最高賞を受賞した「フレグラント・ヒル」の香りを
ベースにしたオリジナルハンドクリームです。

お土産＆グルメ

早朝開園限定！

自由観覧

出演：上田 善弘氏、木村 卓功氏出演：上田 善弘氏、木村 卓功氏

早朝
開園

事前申込20名/回

20名/回 事前申込

パークフィットネスを楽しもう！ ながおかタニタ健康くらぶ対象講座

中止

フォリーの丘
ディスクゴルフコース

5/23日、6/13日、
7/11日、8/8日㊗
10：00～閉園1時間半前

未就学児～

協力：新潟県ディスクゴルフ協会

講師：JNFAベーシックインストラクター

小雨決行荒天中止

あそびの里 草原の家前（集合）

5/22土、6/26土、
7/24土
10：00～13：00

トレイルランニング体験会

小学生以上

協力：パークフィットネスボランティア

小雨決行荒天中止
花と緑の館（集合）
5/30日、6/19土、7/25日 10：00～12：00（7月のみ14:00～16:00）

ノルディックウォーキングでフレイルに負けない身体づくり

200円 1,500円/回

協力：ツリーマスタークライミングアカデミー南東北ブロック
小雨決行荒天中止

事前申込10名/回
協力：里山づくりの会小雨決行荒天中止

花と緑の館（集合）
5/23日、6/6日、20日 13：00～

自然とふれあう！初めての里山ウォーキング

事前申込10名/回

緑の千畳敷　大ケヤキ

5/23日、6/20日、7/18日
各回①10：00～ ②11：00～
      ③13：00～ ④14：00～ ⑤15：00～

ツリーイング体験

ディスクゴルフ体験
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健康ゾーン

香りのばら園
約800品種 2,400株

9：30～18：00
※5/29（土）・30（日）、6/5（土）・6（日）は7：00～一部エリア早朝開園

無料入園日 　※駐車料等は有料5/23（日）
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