


桜で巾着を染めよう（総合案内で受付）

めざせ動物マスター！
　　 / 帝京科学大学（10:00 ～ 16:00）
乗馬体験とイースター工作
　　/アニマルシップ（10:00 ～ 16:00）

　　お皿の絵付け体験
　/陶芸工房「穂多里」（10:00 ～ 15:00）

〇紙すき・染色室

〇遊具広場

〇陶芸室

公園内に設置してあるクイズに答えると景品がもらえるよ！
クイズラリーの用紙は　　総合案内で配布しています。
クイズの答え合わせは　　人と自然の共生館で行っています。

みつろうでキャンドルづくり
オリジナルハーバリウムボトルを作ろう !

野菜の収穫体験桜で巾着を染めよう

13日

14日

お気軽お茶体験 /水野宗柳社中

ジェルキャンドル作り /東京ミモレ

本染め手ぬぐいの販売 /株式会社 旭染工

野点 /水野宗柳社中
両日とも 9:00 ～15:00 / 料金 300 円

パトカー展示 /西新井警察署（9:00 ～ 13:00）

ケータリングカー（タイ料理・クレープ他　販売）

MOZUKu さんによるシャボン玉
パフォーマンスは園内各所で行います。
時間や場所は当日、園内放送にて
ご案内します。

会議室

9:00 ～ 16:00

定員：各 40 名／参加費：800 円／場所：人と自然の共生館
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自家焙煎珈琲販売 /羅志久
花苗販売 /葦の会作業所

陶芸作品販売・珈琲販売 /陶芸工房「穂多里」（15:00 まで） 

江北の五色桜パネル展示・揚げ餅販売 /江北村の歴史を伝える会
                                                                　　　　　　　  （15:00 まで） 

和菓子販売 /喜田家
パン販売 /ふらいぱん     無農薬野菜販売「とれたてマルシェ」/足立区都市農業公園 

ポップコーン販売 /糀屋町会 

桜の小物づくり＆ミニミニ観葉植物 /足立区役所みどり推進課みどり事業係（10:00 ～ 16:00）
 

豚汁、軽食、飲み物等 /レストハウス「キッチンとれたて」伝統工芸品販売 /足立区伝統工芸振興会 (10:00～16:00)

雑貨への絵付け体験 &作品販売 /お絵かき工房 ASAPON

しゃぼん玉ワークショップ
　                                          /MOZUKu

木工品販売とワークショップ /ヒロクラフト

（小雨決行・荒天中止）
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交流館

入口広場
人と自然の共生館

工房棟・遊具広場

レストハウス
「キッチンとれたて」

ビジターセンター

高架下

※各ブースの開始・終了時間が異なる事があります。
   なくなり次第終了となりますのでご了承下さい。

観て楽しもう参加して楽しもう

おみやげを買おう

自由遊び /パークエンジェルの会（11:00 ～ 15:00）13日

13日

13日

両日

※各ブースでの受付になります。 ※ステージの出演時間はタイムスケジュールをご覧下さい。

9:00 ～ 16:00

両日
キッズ忍者アクションショー /アダチアクションアカデミー AAA

和太鼓の演奏 / 鼓風の会　

14日

ソーラン踊り / 西伊興龍巳組

和太鼓の演奏 / 夢太鼓　　

両日 花まつり〇× クイズ
13:00 ～ 13:45

（13:45 より表彰式）

伝承あそび /足立シニアクラブ（9:30 ～ 15:30）14日

焼菓子販売 /花畑福祉作業所 (9:30～15:00)
両日

両日

参加して楽しもう

おみやげを買おう

両日１階

2階 ※各団体の出演時間は
　タイムスケジュールをご覧下さい。

マジックショー /マジッククラブ・サリー

歌声広場 /歌声広場ソラシド

ハーモニカ演奏 /江北ハーモニカサークル
ギター弾き語り /小林だいふく

13日

14日

参加して楽しもう

１階：管理事務所・ロビー
２階：会議室

平家琵琶の演奏 /江北村の歴史を伝える会
コーラス /女性合唱サークル・ミューズ

参加して楽しもう

参加して楽しもう

13日 両日

両日

玩具、家庭雑貨用品の販売 /株式会社 丹羽

おみやげを買おう

ぬり絵の風船体験販売＆手作りボードゲーム /パラダイス Balloon
14日

9:00 ～ 16:00両日

プログラム受付・総合案内 下記の自然体験プログラムはすべて　　総合案内で受付しております。

※各ブースの開始・終了時間が異なる事があります。
   なくなり次第終了となりますのでご了承下さい。

桜クイズラリー（11:00～15:00） ※無料

9:00～16:00

両日

両日

A

両日

オリジナルハーバリウムボトルを作ろう !      （総合案内で受付）

※なくなり次第終了となりますのでご了承下さい。

参加して楽しもう

参加して楽しもう

おみやげを買おう

①10:00 ～ 11:45　②13:15 ～ 15:30
定員：各 12 名／参加費：300 円／場所：レストラン前広場

①10:00 ～ 10:30　②11:00 ～ 11:30　③12:00 ～ 12:30
④14:00 ～ 14:30　⑤15:00 ～ 15:30

※定員に達した場合、受付終了とさせていただきます。

①9:30 ～ 10:30　②11:30 ～ 12:30　③14:00 ～ 15:00 ①9:30 ～ 10:30　②11:00 ～ 12:00

H

観て楽しもう

ロビー

未就学児は保護者同伴
未就学児は保護者同伴

小学 3年生以下は保護者同伴小学 3年生以下は保護者同伴

定員：各 20 名／参加費：600 円／場所：工房棟 紙すき・染色室 定員：各 20 組／参加費：500 円／場所：畑

E
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I

I

時間：10：00～
場所：レストハウス1階

両日

畑
野菜の収穫体験（総合案内で受付）両日

両日

まずはココへ！

とれたて弁当販売

900 円 
※なくなり次第終了

C
おむつ台あり

営業時間 10:00～17:00
（ラストオーダー 16:30）

カレーライスなどの軽食や
ソフトクリーム、生ビール
酎ハイなどのアルコール飲
料、ソフトドリンク類も各
種販売しております。

総合案内

自動販売機

AED設置施設

授乳室
トイレ
だれでもトイレ

飲食販売所
★4/13、14日は1階のみの営業、

　2階は飲食スペースとしてご利用いただけます。

レストハウス「キッチンとれたて」

まずはココへ！

かもまるおススメ！

※現地で受付いたします。

みつろうでキャンドルづくり
　　　　　　　　（総合案内で受付）

※無料

※現地で受付いたします。

14日

J

G

J

I

両日

おむつ台あり

おむつ台あり

A

E

※12:00 から現地にて受付

レストラン前広場

バンド演奏 /マケナイズ

日本舞踊 /華扇会

芝生広場

※「パトカー展示」は警備の都合により中止になることがございます。

料金：500 円

料金：
1100 円 ~

参加記念品がもらえるよ！


