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コスモスまつり
9/18(土)～10/31(日)

ハッピーハロウィン
10/16(土)～10/31(日)

その他イベント

地域の愛犬家（愛犬参加可）

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

未就学児～
協力：新潟県ディスクゴルフ協会

協力：水豊園

中止
フォリーの丘ディスクゴルフコース

9/12日、10/10日、11/14日
10：00～閉園1時間半前

ディスクゴルフ体験

無料

入園料・駐車料・参加費無料

20名

10名 事前申込

事前申込

協力：里山づくりの会

小雨決行荒天中止

決行

花と緑の館（集合）

管理センター（集合）

9/19日、10/17日、11/7日 13：00～

自然とふれあう！初めての里山ウォーキング

無料

10名/回 事前申込
20名 事前申込

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
協力：国際雪割草協会 小学生以上 小雨決行荒天中止

緑の千畳敷 大ケヤキ9/19日、10/24日 ①10：00～　②11：00～　③13：00～　④14：00～　⑤15：00～

ツリーイング体験

1,500円/回

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

あそびの里 草原の家前（集合）
9/18土、10/23土、11/20土 10：00～13：00

トレイルランニング体験会

無料

20名 事前申込

講師：JNFAベーシックインストラクター小雨決行荒天中止
花と緑の館（集合）
9/19日、10/10日、11/3水㊗ 10：00～12：00

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

香りのばらまつり・秋 ハッピーハロウィン

花と緑の館 いこいの広場

花と緑の館 いこいの広場

小山内 健
講演会&ガーデンツアー

バラステージ（集合）

「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、バラの魅力に触れる講演会の後、香りのばら園の
ガーデンツアーを行います。

秋バラの香りと幸せに包まれて新郎新婦を一緒にお祝いしましょう。

バラ苗やローズグッズなどのお土産が並びます。

10/24日 13：00～15：00

無料

講師：小山内 健氏（㈱京阪園芸）講師：小山内 健氏（㈱京阪園芸）

中止

緑の千畳敷
9/20月㊗ 13：00～15：00 10/24日 13：00～16：00

無料

講師：三浦 健太氏講師：三浦 健太氏 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
後援：（一財）公園財団後援：（一財）公園財団

ばら栽培講習会

花と緑の館 いこいの広場

愛犬との上手な暮らし方教室 春の妖精「雪割草」を植えよう！

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
法の講習会を行います。

バラにまつわるクイズに答えながらばら園をめぐろう！全問正
解者の中から抽選で景品をプレゼント。

10/3日
13：00～15：00

無料

講師：石川 直樹氏（新潟ばら会）講師：石川 直樹氏（新潟ばら会）

ローズウェディング

香りのばら園 殿堂入りしたばらのエリア
10/17日 ①10：30～　②14：00～

観覧無料

無料

共催：国際ホテル・ブライダル専門学校共催：国際ホテル・ブライダル専門学校

荒天中止

ローズマルシェ

ウェルカムゲート前

10/2土～10/24日 
開園時間中

香りのばらクイズラリー・秋

香りのばら園
10/2土～10/24日 開園時間中

※写真はイメージです。

フォトスポッ
ト

ハロウィンクラフト

ハロウィン音楽会

10：00～15：3010：00～15：30

11：00～14：3011：00～14：30

花と緑の館 体験学習室

ローズカフェ脇
10/24日

無料

おばけころりんを探そう！

香りのばら園～花の丘開園時間中開園時間中10/16土～10/31日 無料
ハロウィンの飾りにまぎれた「おばけころりん」を見つけ出そう！

ハロウィンカラーのアルファベットキーホルダーづくり 880円～ NICOTTO
アトリエ花音＆
アトリエＡｎｎｅ
手作りマルシェ
クローバーM₂－KE

400円～

510円～

ハロウィンを盛り上げる！おしゃれランタン＆
ジャイアントペーパーフラワーづくり

アメリカンフラワー体験　ハロウィンVer.

香りのばらまつり・秋　
10/2(土)～10/24(日)

9/18 　～10/31土 日

9/23（木祝）、11/3（水祝）
9/20（月祝）シルバー（65歳以上）

無料入園日
※駐車料は有料※駐車料は有料

日 程
10/17日
10/23土
　  24日
10/30土
　  31日

参加費 協 力イベント名
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新型コロナウイルス感染予防のため、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。

E17

国営越後丘陵公園
看板

駐車場
駐車場

駐車場

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
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国営越後丘陵公園　ご利用案内（9～11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

9/13月、11/1月、8月、15月～17水、22月、24水、29月、30火
9～10月 9：30～17：00、11月 9：30～16：30

●無料入園日 9/23木㊗、11/3水㊗　65歳以上…9/20月㊗

●駐車料

普通車
大型車
二輪車

一般
320円（150円）
1,050円
100円

※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。

●入園パスポート（1年有効）
大人
シルバー

2,800円
1,300円

●入園料 団体は小学生以上の方が20人以上です。

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）

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、9/18～ 10/31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。   
※各日とも駐車料は有料

※混雑時状況により入場制限・利用制限をする場合があります。

里山口

ウェルカムゲート

Xmas
キャンドルナイト

12/18（土）、19（日）、
24（金）、25（土）

予 告

里山の自然や文化を楽しもう！

9/18土～19日

里山交流館
えちごにあん（集合）

お父さんたちのソロキャンプ　ヒーロー化計画

9：30（受付開始）～
翌日15：00開催
9：30（受付開始）～
翌日15：00開催

小雨決行荒天中止
キャンプ初心者のお父さん
10名（最少催行5名）

10,000円/名（入園料、駐車料、食費込み）※1日目の昼食はご持参ください。

共催：森の演出家協会長岡支部共催：森の演出家協会長岡支部
事前申込・問合せ https://www.mori-pro.life/nagaoka

9/23木㊗キャンプあそび 
10/10日秋の里山えんそく
11/21日冬の森たんけん＆
               クリスマスを飾ろう
10：00～15：00

親子森遊び学校

ちまきづくり

里山体験工房
かたくり

①11：00～ 
②13：30～

9/18土

未就学児～（小学2年生以下は保護者同伴）

15名/回 事前申込

1,000円（1人5個）

里山自然感察会

20名 事前申込無料

9/19日ツリフネソウガイドウォーキング
10/17日秋の生き物観察
11/3水㊗紅葉ウォーキング

里山交流館えちごにあん（集合）
13：30～15：0013：30～15：00

小雨決行荒天中止
未就学児～（小学2年生以下は保護者同伴）

9/23木㊗
古民家前水田

稲刈り体験

10：30～12：3010：30～12：30

小雨決行荒天中止
未就学児～（小学2年生以下は保護者同伴）
30名 事前申込

無料

小雨決行荒天中止
※きのこのお持ち帰りはできません。

きのこ観察会

9/25土
里山交流館 えちごにあん（集合）

10：30～12：30

小学生～（小学2年生以下は保護者同伴）
20名 事前申込無料

親子15組 （最少催行5組）事前申込

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

古民家
（9月は里山交流館えちごにあん）

決行3歳以上のこどもがいる親子
協力：ｌaughSUNRISE

10/23土～24日

キャンプの楽校　秋編

家族3組

1家族（4名まで）20,000円/組（入園料・駐車料・保険料込み）　
別途食費1,500円/名（夕食・朝食・昼食の3食分）※1日目の昼食はご持参ください。
別途レンタル費5,000円/組（必要な方）※寝袋、マット、イス、テーブル、テント、タープ、ランタン等

里山交流館えちごにあん（集合）

小雨決行荒天中止 共催：森の演出家協会長岡支部

超初心者限定！一晩で達人になれる
キャンプ講座【秋バージョン】を開催し
ます。

古民家前の柿を干し柿にしてみよう。
出来あがったものはお持ち帰りいただけます。
11/7日

古民家

干し柿づくり

10：30～15：00（柿がなくなり次第終了）10：30～15：00（柿がなくなり次第終了）
無料

主に中越地方で語られてきた昔話を囲炉
裏の側で語ります。

11/21日
古民家

古民家囲炉裏端昔語り

10：30～15：00（随時受付）10：30～15：00（随時受付）

無料

事前申込・問合せ https://www.mori-pro.life/nagaoka

9：30（受付開始）～翌日15：00開催

詳細はHPをご覧ください

その他イベント

10/24日までの土日㊗（雨天中止）（除外日：9/5）
バンジートランポリン

9/26日～10/31日の日曜日（除外日：10/17）里山ガイド

10/2土～10/24日
出品ばら人気投票～みんなで決める長岡市長賞～

10/2土～10/24日フォトボランティア写真展

10/10日アロマクラフト体験

10月までの土日㊗（除外日：9/4～12）カイト・グライダー教室

9/20月㊗公園で音楽を楽しもう！

9/18土、19日7色に輝くジェルキャンドル＆ハーバリウム体験

9/20月㊗、26日、10/9土ばらの香りチャームづくり

9/23木㊗、25土パフェデコ＆フェルトランチバイキングづくり

10/2土、3日押し花クラフト

10/16土ホットプレートアクセサリー＆アルケミックアート体験

4～11月の土日㊗セグウェイツアー 事前申込

9/5日越後丘陵公園リレーマラソン 事前申込

9/23木㊗アルビレックス新潟サッカー教室 事前申込

9/26日トレイルランナーズカップ越後丘陵公園 事前申込

ツリフネソウ
見 頃
場 所

9月上旬～9月中旬
花の森

秋の里山の代表花「ツリフネソウ」紫白黄の3色が開花します。

里山フィールド
ミュージアム

撮影：越後丘陵公園フォトボランティア

AUTUMN
2021 9-11月秋

10/30土、10/31日

古民家周辺、越の里山館
10：00～15：0010：00～15：00

小雨決行荒天中止
無料

里山での豊作を祝い、わら細工づくりや、
セグウェイ体験、精米体験などを開催。

収穫祭


