ＧＷイベント！【ガーデンステージ】

5/3

①11:30〜 ②13:00〜 ③14:30〜

かのやばら園10周年企画

4/29

〜 6/5

5/2

［鹿屋市・指宿市］

エントランス
①11:00〜 ②14:00〜

フラワーパークPRイベント
花苗無料配布

ひがちゅうジャグリングショー

●花味スタンプラリー

4/29 ・5/4

●両園の年間パスポートが相互に利用できます。

①11:00〜 ②14:00〜

ピッピバルーンショー

5/5

各先着100名様に花苗
プレゼント！

〜春の鹿屋・指宿を満喫しよう！〜

かのやばら園10周年＆フラワーパークかごしま20周年連動企画！

①11:00〜 ②14:00〜

ばららちゃん＆カンパチロウ＆
薩摩剣士隼人オリジナルショー

5/21

14:00〜16:00

昨年秋完成したばら園公式ソング

「かのやばらいろロック」。
その歌い手を募集します。詳しくは、ばら園まで。

4/29

13:00〜

多目的ホール&園内

友好ガーデン完成記念

河合伸志ローズセミナー&ガーデンツアー
ガーデンステージ 12:00〜12:30

ベリーダンスと民族楽器演奏
［madoka-bellydance ダイーラ］

５/１

ガーデンステージ 12:00〜12:30

鹿屋東中学校吹奏楽演奏会
カラーガーデン

13:00〜14:00

とっておきの音楽祭＠かのやばら園
障がい者と健常者が一緒になって取り組む音楽の祭典。

５/３

ガーデンステージ 10:30〜11:30

レクダンス［ひまわり］
５/４

ガーデンステージ

①12:00〜 ②15:00〜

Yoshino＆Masaeライブ（鹿屋市出身）
５/５

ガーデンステージ ①13:00〜 ②15:00〜

monogramライブ（志布志市出身）
５/８

ガーデンステージ 11:00〜12:00

フラダンス［アロハティアレミエコオハナ］
カラーガーデン

①12:00〜②13:30〜

エイサー太鼓 ［鹿屋エイサー倶楽部］
ガーデンステージ 14:00〜15:00

ハワイアン・フラのひととき ［フラ･アラオリ］
５/14

多目的ホール＆園内

19:00〜21:00

年間パスポート限定企画

夜のかのやばら園フォト教室＆撮影会
［フォトデザインカルミア］

22時まで開放します。詳しくは、ばら園まで。

５/1５

カラーガーデン

10:00〜11:30

MBC飛び出せラジオinかのやばら園

［Wish］

司会：岩﨑弘志、赤岩瞳 音楽ゲスト：宮井紀行
生放送終了後、ゲストライブあり。

カラーガーデン&チャペル
13:00〜14:30

11:30〜12:30

カラーガーデン

①11:00〜 ②13:00〜

ミュージックカーニバル！！［carina♡carino］
西口

英国人ガーデナー・デービッドさんの
ガーデニング講座 ［ローズリングかのや］
ティータイム付 要500円。予約優先。
℡0994-41-8718まで。

５/29

観賞温室

11:00〜11:30

第9回 ばらいっぱいコンクール表彰式

模擬挙式と市民モデルによる

司会：前畠俊二 ゲスト：miccie、突撃パイナップル、1 Believe FNC
生放送終了後、ゲストライブあり。

4/29〜5/5 の土日祝・5/15

・22 ・28 ・29

10:00〜15:00

子ども自然クラフト祭り［国立大隅青少年自然の家］
自然のものを使った工作体験。

〜5/1

要材料費2,500円。

〜4

温室レクチャールーム

10:00〜16:00

プリザ加工とミニアレンジメント ［はな模様］
スプレーバラを使ったプリザ体験。
要体験実習費800円。

5/6

〜8

多目的ホール

母の日の花贈りvol.9

9:00〜16:00

［手作りサークルfura＊fura］

〜8

［フラワーボトル花楽里の会］

要材料費1,000円〜。

５/8

エントランス

10:00〜16:00

要材料費1,000円。
多目的ホール

10:00〜16:00

はじめてのアロマテラピー体験
美容･健康･掃除にも役立つオリジナルの
香り作り体験。要材料費600円。
温室レクチャールーム

［glass工房マザーシップ］
ガラスで季節の花を作りましょう。要材料費1,000円。
エントランス

10:00〜14:00

楽しい木工教室 ［鹿児島県建築士会鹿屋肝属支部］
エントランス

10:00〜15:00

4/29

〜5/6

温室前

10:00〜16:00

大隅食のお土産展示即売
4/30 ・５/３ ・6 ・7

エントランス 10:30〜15:00

鹿屋農業高等学校バラ苗販売
５/1

13:00〜16:00

エントランス

5/3

〜5

自由広場

ふわふわテディベア
自由広場

10:00〜16:00

10分 100円

9:00〜16:00

動物とのふれあいコーナー
５/7

〜８

エントランス

10:00〜16:00

５/14

〜15

園内

緑萌会］

14:00〜15:00

かのやばら園ボランティアガイドツアー

協賛イベント
4/24

海上自衛隊鹿屋航空基地
8:00〜15:00 ※開門7:00

エアーメモリアル in かのや 2016 航空ショー
［エアーメモリアルinかのや実行委員会 ℡0994-42-6690］

12:00〜16:00

ベネチアンガラスで作るアクセサリー体験

５/21

多目的ホール

新茶まつり ［鹿屋市茶業青年の会

母の日 ミニバラ寄せ植え体験 ［花*薔薇*会］
５/15

11:00〜16:00

ローズCafé ［ローズリングかのや］

５/５

温室レクチャールーム 10:00〜16:00

フラワーボトル体験

温室前

県民健康プラザ健康増進センター利用促進PR

プリザーブドフラワーの展示販売

5/7

4/29〜6/5 の土日祝

ばらら3Dゲーム ［ビー･プライム］

温室レクチャールーム 10:00〜16:00

プリザーブドフラワー講習会 ［ル･コパン］
5/3

ファッションショーを開催します。

その他イベント

５/1

自由広場

10:00〜15:30

2016 アースデイかのや
自由広場

10:00〜15:30

ふれあい福祉バザー
6/5

かのやばら園

10：00〜スタート

バラたまＲＵＮ2016

10:00〜15:00

文化財体験ブース ［鹿屋市文化財センター］

先着50チーム。詳しくは

6/3

・4 ・5

音楽とイルミネーションと花火ショー（20:30〜）

6/3

11:00〜

ばら園で結婚式を挙げてみませんか。

エフエム鹿児島Weekend JAMSスペシャル

4/30

検索

かのやバラ色婚活

5/29
♡ウェディングショー♡

浅井愼平写真撮影会
５/22

申込期限：5月9日（月）
詳しくは

11:00〜11:50

エントランス

14:00〜20:00

参加費：男性3,000円、女性2,000円

ばら園誕生の平成18年度に生まれた小学4年生集まれ！
公開生放送で、感謝の手紙を放送します。抽選会等その他イベント多数。

5/21

♡かのやバラ色婚活！♡

5/29

霧島ヶ丘公園&ばら園内

展示・体験

イベント

カップルでお越しいただくと1人分がタダに！！

半成人式＠かのやばら園

4/30

5/22

5/28 〜 5/29
♡カップルデー♡

［鹿屋肝属法人会青年部会］

ガーデンステージ 11:30〜13:00

公開生放送！【ガーデンステージ】

歌い手オーディション！【ガーデンステージ】

恋人の聖地企画

19:30〜

お笑いライブショー
●天竺鼠

●突撃パイナップル

6/5

17:30〜20:00

月刊焚き火ライブ＠かのやばら園

鹿児島リレーマラソン

18:30〜21:00

缶ドルアート

飲食ブース

4

6/
18:00〜20:00
本物のNo.1丼はどっちだ！？
選手権

かのや豚ばら丼vsカンパチdeリゾット
［鹿屋商工会議所青年部］

6/4

検索

20:00〜20:30

ばららファミリーダンスショー

