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※雨天時一部縮小

公園内、自転車・バイク・車の通行不可
１９時以降は暗くなるため注意してください。
生田緑地では、生物の持ち出し、持ち込みはできません（生田緑地憲章より）
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普段入れないゴルフ場の自然を満喫しな
がら思いっきり遊ぼう！
◆一般開放 9:00 〜 16:00
芝すべり・スナッグゴルフ・ふれあい動物園
◆クラブハウスレストラン
9:30 〜 15:30（ドリンク他）

◆地球にやさしい「親子エコ体験教室」
10:00 〜 15:00
” 夏休みの宿題はおまかせ！”
白熱灯、蛍光灯、LED- 電球の違い /
エコバッグ作り / 太陽熱クッキング /
エコ紙芝居 / ゴミ分別ゲーム / しゅろ
の葉バッタつくり

東北物産展 / 飲食販売（ジュース・ビール・

（問）川崎国際生田緑地ゴルフ場 044-934-0015
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◆東日本大震災復興支援活動
「ハートマークビューイング」
14:00 〜 16:00
被災者の方々へ、布を使って思いを
こめたハートマークをつくります。
◆巨大 TARO ぬりえに挑戦！
12:00 〜 16:00
岡本太郎彫刻作品がプリントされた大き
なシートにぬりえができます。
入館料：一般 800 円
高・大学生、65 歳以上 600 円
中学生以下は無料
（問）岡本太郎美術館 044-900-9898

ӳനႂ౷έτΑΠΑΞȜΐ
爽やかな緑に囲まれたコンサート
11:00 〜 18:00
出演：ジューシィ・フルーツ（写真）
masa2sets 他
※荒天中止
メタセコイヤ林内特設トラックステージ
（問）東口ビジターセンター 044-933-2300
協賛：ノクティプラザ

（問）稲田多摩川観光協会 044-922-6543( 原島 )

◆木こり体験・丸太切り
10:00 〜 15:00
両引きノコギリを二人で協力しながら
丸太を切ります。二人の呼吸が合わな
いと上手く切れません。定員：30 組程度

（問）
飛森谷戸の自然を守る会

◆夏の思い出を作ってみよう！
10:00 〜 15:00
緑地管理の発生材を利用して好きな物
を作っちゃおう！ 体験料：200 円

（問）生田緑地運営共同事業体 044-933-2063

◆たま区発トレジャーハンティング 2013
ゲーム感覚で生田緑地にちりばめられた
宝物（ヒント）を探すイベント
（問）多摩区地域振興課 044-935-3132
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◆プラネタリウム投影
10:30/12:00/13:30/15:00
（観覧券は 9:30 より発売）
観覧料：一般 400 円
高・大学生・65 歳以上 200 円

中学生以下・川崎市在住 65 歳以上の方無料

◆生田緑地観察会 ※雨天中止
10:00 〜 12:00（9:50 科学館前集合）
◆自然ワークショップ＆実験工房
13:00 〜 15:00
◆星空観察会
19:30 〜 20:30 21:00 終了

※中学生以下保護者同伴
（問）かわさき宙と緑の科学館 044-922-4731

アイス・軽食など）等

どら焼きアイスも出ます！
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暑い夏を昔の人はどう過ごしたのか
体験してみよう！
9:30 〜 18:00（入園は 17:30 まで）
西門のみ 17:00 閉門（入園 16:30 まで）
◆水鉄砲・打ち水・井戸汲み・洗濯板体験
①11:00 〜②13:00 〜③15:00 〜（各 30 分）
◆蚊帳体験◆民家でごろ寝体験◆風鈴展示
◆むかし話 16:45 〜（約 45 分）
「お国言葉で語りっこ」- 納涼の夕べ
先着 60 名 語り：日本民話の会
入園料：一般 500 円
高・大学生・65 歳以上 300 円
中学生以下・川崎市在住 65 歳以上の方無料
※浴衣・甚平着用の方無料！
（問）
日本民家園 044-922-2181
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◆オリジナルお香作り
◆藍染め体験 ◆星空探検隊
◆サッカーゴルフゲーム
200 名 ※要申込 (1 組 4 名まで )/ 有料

(6 月下旬からフロンターレ HP 内にて申し込み開始 )
※サッカーゴルフゲームは当日参加 OK ！
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会場でクイズポイントを探し、
藤子・Ｆ・不二雄先生のキャラ
クターのスタンプを、5 つ以上
集めるともれなく、キャラクター
グッズがもらえます。
協賛：ノクティプラザ

