秋のフルーツフェア 2018

※行事予定は雨天などの都合により予告なく
変更および中止になることがあります。
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チアダンス

フラダンス

ひかりの子ハンドベルクワイア

●時間 ①10：30〜
②14：00〜
●出演者／Olu Olu
（愛知淑徳大学同好会）

●時間 ①10：30〜
②14：00〜
●出演者／金城学院Cheerlis
お子様向けチア体験も開催します！
みんなで踊りましょう♪

大会議室

温室前テント
バナナペーパー 〜バナナから紙を作ろう〜
①10：15 ②13：15
①10：30 ②13：30
各回40名 ●参加費 100円

ハーモニカの音色を愛する者が、楽しく、明るくをモットーに演奏します。

＜有限会社旭食品サンプル製作所＞
●整理券配布 ①9：45 ②12：45
●開始 ①10：00、11：00 の２回
②13：00、14：00、15：00 の３回
●先着 各回20名
●参加費 1,620円

●時間 12：30〜

守山西中学校ジャズアンサンブル部
●時間 13：15〜

ビッグジャズバンドの
迫力ある演奏を
お楽しみください♪

くだものビンゴ大会
温室前テント

ゲーム「フルーツさいころ」

●受付
●先着

サボテンの寄せ植え教室

＜愛知淑徳大学CCC学生団体「うぃるく」
＞
●整理券配布 ①10：15 ②13：15
●開始 ①10：30 ②13：30
●先着 各回100名 ●参加費 100円

大会議室
歴史の里

となりの春日井市はサボテン生産日本一！
サボテン農家さんとオリジナル寄せ植えを楽しく作ってみよう♪

温室東側テント
＞
＜愛知県立大学（看護学部）
●参加費 無料
愛知県立大学（看護学部）学生さんによる健康チェックを行います。

＜名古屋市教育委員会文化財保護室＞

※対象は中学生以下です。

古墳ウォーキング

無料休憩所

温室東側テント
秋の健康チェック

牛乳やレモンについて楽しく学んで、レモンラッシーを作って
みよう！大切な骨の成長期に、骨骨
（コツコツ）
貯金大作戦！

本館テラス
青空に向かって紙ヒコーキを飛ばそう！
②13：00〜15：00

温室前テント

愛知県立大学（看護学部）学生さんによる健康チェックを行います。

無料休憩所
作って楽しむカフェメニュー 〜パンケーキと紅茶〜
＜金城学院大学管理栄養士の卵たち＞
●時間 ①11：00〜12：00 ②14：00〜15：00
●先着 各回15組 ●参加費 無料
園内で収穫されたくだものを使って、栄養管理の専門家に
よるおしゃれでヘルシーなカフェメニューのレッスン♪

青空に向かって
紙ヒコーキを飛ばそう！

ナシ園出発〜シンボルタワー
農業用作業車の園内パレード

11：00〜 ①山頂コース ②しだみこちゃんコース（子ども向け）
14：00〜 ③平坦コース

＜愛知県立大学（看護学部）
＞
●参加費 無料

本館テラス

●時間 15：15〜

●時間 9：00〜16：00
（最終受付 15：30）
●参加費 300円

●整理券配布 ①10：15 ②13：15
●開始 ①10：30 ②13：30
●先着 各回100名 ●参加費 100円

コツコツ貯金大作戦
＜ポッカサッポロ＆雪印メグミルク＆
金城学院大学管理栄養士の卵たち共同食育プログラム＞
●受付 ①10：30 ②13：30
●時間 ①11：00〜12：00 ②14：00〜15：00
●先着 各回14組
（1組3名まで）

●時間 10：00〜12：00
●参加費 100円

3 日間毎日開催

勾玉作りと古墳ウォーキング

勾玉作り

チビッコくだもの＆おもちゃつり

秋の健康チェック

15：00 ●開始 15：15
100名 ●参加費 100円

ビンゴゲームに参加してくだものをゲットしよう！

＜有限会社後藤サボテン＞
●時間 ①10：00〜 ②13：00〜
●参加費 500円

さいころを振ってくだものをゲットしよう！

北門付近テント
くだもの即売会

「歴史の里」PRイベント

食品サンプルを作ってみよう！

本物そっくりのフルーツパフェを
作ってみよう！

バナナの繊維をすいて世界で１枚のオリジナルはがきを
作ろう！

フルーツパークで
働く車パレード

ハーモニカ演奏
●時間 12：00〜
●出演者／カトレアハーモニカクラブ

大会議室

●参加費 100円

小さなリンゴ
「アルプス乙女」
でリンゴあめを作ってみよう♪

●時間 ①10：00〜12：00
●参加費 100円

リフティング世界王者の
華麗なショーをお届けします！

女子大学で少人数編成で行う
コンボジャズの演奏をしています。
皆さんも一緒にスイングしてみませんか？

リンゴあめ作り体験
●先着 50名

フリースタイルフットボール
●時間 ①11：00〜 ②14：00〜
●出演者／コースケ

●時間 ①11：30〜
②13：00〜
●出演者
金城学院大学モダンアンサンブル

華やかな演奏、演技を通じて
防火・防災・救急と
消防各分野のPRを行います。

●時間 14：30〜

ハンドベルの幻想的な音色が、
みなさんの心を癒します。

ジャズ演奏

●時間 13：00〜

㊗

●時間 10：30〜

大学生フラガールによるフレッシュな
フラダンス♪一緒に踊りましょう！

ポッカレモン消防音楽隊

●受付
●開始
●先着

イベント案内

チビッコくだもの＆おもちゃつり
●整理券配布 ①10：15 ②13：15
●開始 ①10：30 ②13：30
●先着 ①100名 ②50名 ●参加費
※対象は中学生以下です。

無料休憩所
リンゴあめ作り体験
●時間 14：30〜

●受付
●開始

13：00
13：30

優勝者にはプレゼント♪

ミカン園
ミカン収穫体験
●受付 9：45〜10：00
●時間 10：00〜11：00
●有料 量り売り
●各日抽選80組
（収量制限あり）

売店入口

いこいの広場

模擬店（焼いも等）

大道芸体験コーナー

●先着 50名

●参加費 100円

小さなリンゴ
「アルプス乙女」
でリンゴあめを作ってみよう♪

芝生広場
紙ヒコーキコンテスト

100円

本館テラス
コースケワークショップ
●時間 11：45〜

●参加費 500円

リフティング世界王者が教えるリフティング！
みんなに自慢できる技を習得しよう！

世界の熱帯果樹温室※
温室くだもの
試食リレー
●時間 ①11：00〜 ②13：30〜
●各回先着50名
●対象 温室有料入館者
（※中学生以下の方は保護者同伴）

温室をめぐりながら、マンゴーやバナナ、
パイナップルなど熱帯果樹を試食しよう！

お花のようせい
フララちゃんを探せ！
●参加費 無料
●対象 中学生以下

温室のあちこちに
かくれているフララちゃんを
見つけてね！
くだもの盛り合わせが当たる
チャンスに応募しよう！

※世界の熱帯果樹温室は入館料がかかります。

