
クリスマスローズ
キンポウゲ科の多年草。名前の由来は、ク
リスマスの時期にバラのような花が咲き始
めるから。うつむき加減にひかえめに咲く姿
から「冬の貴婦人」と呼ばれています。

アザレア
ツツジ科の常緑低木。ヨーロッパへ
東南アジア原産のツツジが渡り、
室内観賞用として改良された品
種。新潟県は生産量だけでなく、新
品種の作出も日本一を誇ります。

カタクリ
ユリ科の多年草。早春にいち早く開花
する「スプリング・エフェメラル」と呼ばれ
る植物のひとつ。片栗粉の多くはジャガ
イモが原料ですが、かつてはカタクリの
球根を使用していました。

雪割草
キンポウゲ科の多年草。名前の由来は、ま
だ雪が残っている頃に、その雪を割るかの
ように花を咲かせる様子から。
新潟県の「県の草花」に指定されています。

シャクナゲ
ツツジ科の常緑低木。大きく豪華な花びらをつけるこ
とから「花木の女王」とも呼ばれています。新潟県が
品種数・生産量ともに日本一を誇ります。

2022

アイスチューリップ
ユリ科の球根植物。通常の球根を特殊な方法で冷蔵処
理し開花時期を調整しています。新潟県はチューリップの
切り花の生産量日本一を誇り、「県の花」に指定されてい
ます。

2022 1/22　  4/10　
日

土

9：30～16：30（4月は17：00まで）
期間中休園日 （月曜が祝日の場合は翌日）1月～3月の月曜日

　3月末まで入園料・駐車料無料！(4月から有料)



アイスチューリップ展示
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。

花と緑の館
1/22土～2/12土

協力：新潟県花卉球根農業協同組合

アイスチューリップ プレゼント
花と緑の館2/12土 9：30～（なくなり次第終了）

先着150名 
※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。

アザレア展示
新潟県が生産量1位を
誇るアザレアを展示しま
す。

花と緑の館
2/22火～

アザレア プレゼント

花と緑の館、古民家
4/1金 9：30～（なくなり次第終了）

先着300名  ※1人1ポット ※展示で使用したポットです。

シャクナゲ展示
新潟県がトップシェア
を誇るシャクナゲを
展示します。

花と緑の館
3/23水～

倉重 祐二 講演会「シャクナゲ・ツツジの楽しみ方」

花と緑の館　いこいの広場
3/27日 11：00～12：00

シャクナゲやツツジの奥深い魅力に触れる講演会
を開催します。

講師：倉重 祐二氏（新潟県立植物園園長）

かたくり百万株まつり
春の妖精に例えられる早春の代
表的な花「カタクリ」が約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…。

里山フィールドミュージアム
4/2土～4/10日

カタクリガイド

古民家（集合）
4/2土～4/10日 11：00～15：00（ガイドは約30分程度）

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。

中止 ※開花状況により開催日程が変更になる場合があります。
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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～中旬
※里山口駐車場から徒歩20分。
※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20分）。バス停から徒歩10分。

開花：4月上～下旬
※ウェルカムゲートから徒歩10分

※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

カタクリ大群落（100万株）カタクリ大群落（100万株）

開花：4月上～中旬
※里山口駐車場から徒歩３分。
※健康ゾーンから無料バス（土日祝のみ）にて里山交流館えちごにあん
　下車（約25分）。バス停から徒歩1分。

馬隠しの小径馬隠しの小径
カタクリ、キクザキイチゲカタクリ、キクザキイチゲ

開花：３月下旬～４月上旬

ふれあいの森
原種シクラメン（コウム）
ふれあいの森
原種シクラメン（コウム）

雪割草群生地
（2１万株）
雪割草群生地
（2１万株）

●アイスチューリップ展示••••••••••••••••••••••  1/22土～2/12土
●クリスマスローズフェスタ ••••••••••••••••••  2/19土～2/27日
●アザレア展示 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  2/22火～
●雪割草展（雪割草まつり） •••••••••••••••  3/12土～3/27日
●シャクナゲ展示 ••••••••••••••••••••••••••••••••••  3/23水～

花と緑の館 イベント花と緑の館 イベント

対象 雨天時

自動車をご利用の場合
関越自動車道長岡ICより約10分
公共交通機関をご利用の場合
JR長岡駅・大手口6番線よりバスで約35分＋徒歩10分

facebook、Instagram、twitter配信中！ 
s

国営越後丘陵公園 越後公園管理センター

※12～3月は降車バス停が変わります（「陽光台4丁目」）。

開 園 時 間 9：30～16：30（4月は17：00まで）
休　園　日１～３月の月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、 4/11月

国営越後丘陵公園 ご利用案内 （1月～4月）

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
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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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〈ウェルカムゲートまで〉

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。

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）

NEW

※開花状況は天候及び積雪等により変化する場合があります。

越の里山館

健康ゾーン

里山フィールド
ミュージアム

●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～）

銀河の丘に新しく花壇が出来ました。令和4年度
からの花修景をお楽しみに！！

12～3月は入園料・駐車料金が“無料”です。

予 告

協力：親子の創造活動・応援団キューブ

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　いこいの広場

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。
3月末からは屋外の雪割草群生地で21万株が
開花します。
花と緑の館、雪割草群生地 共催：国際雪割草協会

2/19土、20日 10：00～15：00

クルミで作った花でかわいいウサギのストラップ
を作る教室を開催します。

協力：Niigata Christmas Rose Story

3/12土～27日 
開園時間中

雪割草展雪割草展

3/20日 
13：00～14：00

岩渕公一 雪割草講演会岩渕公一 雪割草講演会

講師：岩渕 公一氏
　　 （国際雪割草協会 会長）

クルミの花ウサギづくりクルミの花ウサギづくり

雪割草育種の第一人者
“岩渕公一氏”による講
演会を開催します。

協力：アトリエ花音＆アトリエAnne

2/26土、27日 10：00～15：00

ウールリボンを使い、ストラップやコサージュを作
る教室を開催します。

ドライフラワーを
使用した植物標
本をつくる体験
会を開催します。

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

ハーバリウム体験会ハーバリウム体験会

3/19土～21月㊗ 植物展示
3/19土～27日 食器等の展示

世界の雪割草展世界の雪割草展

協力：大野 好弘氏
       （国際雪割草協会 会員）

世界の雪割草全種の植物展示や、
雪割草にまつわるパネルや食器
等のコレクションを展示します。

400円～

800円～

越後長岡雪割草の会　展示・即売会…3/12土、13日

国際雪割草協会　品評会・即売会…3/19土～21月㊗

同協会甲信越支部　展示・即売会…3/26土、27日

大規模展示会 ※各最終日は15：00まで

開園時間中
3/12土、13日 10：00～15：00
1,100円～

協力：handmade N’s garden

早春の絵手紙展

3/12土～4/10日 
開園時間中

協力：絵手紙第二楽章

2/19土～27日　10：00～16：00（2/27は15：00まで）

クリスマスローズ販売クリスマスローズ販売

雪割草まつり

クリスマスローズフェスタ 早春花めぐりスタンプラリー2/19土～27日 

アートフラワー作品展アートフラワー作品展

2/19土～27日 
開園時間中

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開催します。

協力：アトリエ花音＆アトリエAnne

チューリップまつり
4/23（土）～5/5（木祝）

フラワーMAP
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早春の花イベントを巡るスタンプラリーを開催し
ます。２つ以上のイベントを訪れてスタンプを
集めた方に抽選で素敵なプレゼントを差し上げ
ます。

①②③④花と緑の館 ④里山交流館えちごにあん

3/12土～4/10日

③雪割草まつり（雪割草展）
　3/12土～3/27日
④かたくり百万株まつり
　4/2土～4/10日

①アイスチューリップ展示
　1/22土～2/12土
②クリスマスローズフェスタ
　2/19土～2/27日


