9月
「100 の体感」アクティビティ紹介
自然豊かな地域の魅力を再発見できるアクティビティ「100 の体感」。広い園内やフラワーパークの花と植物を使った季節の様々な体感メニューをご用意しています。
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9 日予約不要

花すくい

苔玉風お月見アレンジ

水桶に入った園内のお花をポイですくってお持

中秋の名月をイメージした黄色いまん丸なお花
と一緒に、フラワーパーク園内の秋の花々を使っ
た苔玉風アレンジメント。

フラワーとして飾ってください。
毎日開催
1人1回まで無料
インフォメーション開催
※9/9はの重陽節句で
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予約優先
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10 日予約優先

のお花を保水キャップに入れたものを一輪プレゼ

9/9( 金 )、9/10( 土 )
参加費1,500円
9日インフォメーション開催(随時受)
10日アトリエ開催( 予約制 )
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予約不要

9/19(月・祝 )敬老の日
インフォメーション開催
※ご用意したお花が
なくなり次第終了します
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予約不要

秋の草花の花かご摘み

ドライハーブでつくるサシェ

初秋のピローミストづくり

園内の秋の草花を摘んで、バスケットでお持ち
帰り出来る体験です。

ラベンダーやローズマリー、レモングラスなど
のドライハーブを袋に入れてサシェをつくりま
す。

9 月は園内のラベンダーを蒸留した蒸留水と精油
をブレンドしてオリジナルのアロマミストをつくり
ます。

9/23(金)、9/24(土)、9/25(日)
参加費2000円
集合場所インフォメーション
web予約or 当日インフォ受付

7
押し花のうちわづくり

8
予約不要

園内のお花で作った押し花を貼ってオリジナル
のうちわをつくります。
毎日開催
参加費 600円
インフォメーション開催
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ボタニカルリースづくり

毎日開催
参加費 550 円
インフォメーション開催

毎日開催
参加費 550 円
インフォメーション開催
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秋色紫陽花のリースづくり

予約不要

園内で摘んだ秋色紫陽花をドライフラワーにし
ました。お気に入りの紫陽花を選んでリース土
台に接着してつくります。

秋の草花のスワッグづくり

予約不要

園内に咲く秋の草花をつかってスワッグをつく
ります。ご用意した花材がなくなり次第その日
の受付は終了させていただきます。

毎日開催
参加費 2500円
インフォメーション開催

毎日開催
参加費 2500円
インフォメーション開催

※紫陽花なくなり次第終了

※1日数量限定
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予約不要

園内で採取した季節の花や実などをリース土台
につけて、オリジナルのリースをつくります。
毎日開催
インフォメーション開催

ボタニカルポストカードづくり

予約不要

園内の季節のお花や植物の押し花を自由に使っ
てオリジナルのポストカードをつくります。

毎日開催
参加費 550 円
インフォメーション開催

アクティビティは事前のご予約優先です。
詳細・ご予約は WEB をご確認ください。
当日のご予約は
インフォメーションへ

※料金は税込
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当日予約可

[ けん玉教室 ]

風を感じるハンモックレンタル

けん玉沼にハマろう
から楽しくけん玉にハマれます。お気軽にご参加
ください。

雨天を除く営業日毎日

16
予約優先

by 高安桐工芸

当日予約可

クラフト用のリース台に、薄く桐を削ったものを
割いてクルクル巻きつけドーナツ状にします。

三大芳香樹 金木犀の陰陽ソープ
by つくば林業石けん部

秋の涼風を感じながらの

当日予約可

9/10( 土 )、9/11(日)、
9/12( 月)
参加費 5000円
アトリエ開催
web 予約 or 当日インフォ受付
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予約優先
当日予約可

ツリークライミング by TreeFrog OutDoor

予約優先
当日予約可

by ibrk.fun

参加費 2500円
web予約or当日インフォ受付
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9/18(日)
参加費1500 円
インフォ横パーゴラ開催
web 予約 or 当日現地受付
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要予約

秋色紫陽花を使った BOX
アレンジメント作り by la renoncule
秋まで残った秋色の紫陽花を使ってBOX の中に
ギュッと詰めたアレンジメントを作っていただき
ます。

9/23( 金・祝 )、9/24( 土 )
参加費 4400円
アトリエ開催
web 予約

予約優先

竹の風鈴作り
by オカリナアート JOY

当日予約可

「カラカラ・・・コロコロ・・・」と、まるでもののけ姫
のこだまが現れそうな不思議な音色のする竹の風
9/11(日)、9/25(日)
参加費1800 円
アトリエ開催
web 予約 or 当日現地受付
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おじいちゃん、おばあちゃんと

要予約

ヨガしよう ! by KANA CREATIVE YOGA

という、弓を使った原始の火起こし体験プログラ
ム。

ツリークライミング ®ジャパンのインストラター
が提供する安全な木登りアクティビティです。

薪がなくなるまで毎日開催

17
予約優先

金木犀の花のオイルをたっぷり使い、秋の芳香を
愉しむ石けんを作りましょう。

9/9( 金 )
参加費 2200円
アトリエ開催
web 予約 or 当日現地受付
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以前よりご要望の多かった花やさと山での焚火。
花やさと山でご利用いただけるようになりました。

インフォメーション受付

15
クルクル可愛い桐のリースづくり

当日予約可

by 花やさと山

園内に設置されているハンモックストラップにか
けてハンモックに寝転んだら風を感じてリラック

9/3( 土 ),4(日),11(日)
17( 土 ),18(日),19( 祝 )
23( 祝 ),25(日)
マーケット開催
予約不要

焚火で珈琲を淹れよう

おじいちゃん、おばあちゃんと大自然の中、和や
かな雰囲気で、やさしいリフレッシュヨガや呼吸
法を行います。
9/19( 月・祝 )
参加費1組 3300 円
グリーンヒル開催
web 予約

予約不要

ひょうたんで
ミニジャックオーランタンランプ作り !
by かぶきん堂
ひょうたんにジャックオーランタンの顔をデザイ
ンして描きます。下絵を元にかぶきん堂さんがデ

9/23( 金・祝 )、9/24( 土 )
9/25(日)
参加費1500 円
アトリエ開催
開催場所にて随時受付

アクティビティは事前のご予約優先です。
詳細・ご予約は WEB をご確認ください。
当日のご予約は
インフォメーションへ

※料金は税込

