
●新潟駅南口バス乗り場1番線から
S7 スポーツ公園線「市民病院方面行」→いくとぴあ食花前※下車すぐ

B1萬代橋ライン (BRT)「青山方面行」→市役所前にて S1 市民病院線乗換
→鳥屋野潟公園前又は東京学館前下車 徒歩約 15 分

●新潟駅万代口バス乗り場0･1番線から

お車でお越しの場合

バスでお越しの場合

● 高速道路新潟中央インターから5分
● 新潟バイパス（国道8号）女池インターから10分
● 亀田バイパス（国道49号）姥ケ山インターから5分

駐車場案内
● 420台●90分まで無料、90分以降6時間まで30分100円、6時間以降24時間
1000円　いくとぴあ食花の各施設が主催する有料体験や、レストラン、ガーデン
(※ガーデンの無料開放期間を除きます)を利用した場合は、当初の90分無料に加え、
さらに90分間無料となり、合わせて最長180分の駐車料金が無料となります。
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【同日開催】詳細は→
秋の天寿園まつり

各施設問合せ先 食育・花育センター　025-282-4181 ／こども創造センター　025-281-3715 ／動物ふれあいセンター　025-283-1192
【新潟市動物ふれあいセンター】　動物取扱業者標識　●施設設置者：新潟市●指定管理者：にいがた未来共同事業体●氏名又は名称：新潟市長●動物取扱業の種別：展示●登録番号：新保環（動）12-05-010 号●登録年月日：平成 24 年 10 月 15 日●有効期限の末日：平成34年 10月 14日●動物取扱責任者：髙橋俊介

交流と再発見
秋の天寿園まつり
開催日／ 10 月 7日（土）～ 8日（日）
会場／新潟市天寿園（中央区清五郎 633-8）
お問合せ／天寿園（℡025-286-1717）

暮らしを、心を、豊かに。
チルチンびとMarket in 新潟
開催日／ 10 月 8日（日）
会場／いくとぴあ食花　キラキラガーデン
お問合せ／家造　0120-918-085　担当：さとう

【A コース】新潟市産米＋高性能炊飯器
【B コース】季節の花ギフト

【C コース】越後杉のおもちゃセット
【D コース】　新潟県産和牛肉

◆3 回通過者全員…キラキラガーデン招待券 （無料券）

◆6 回通過者全員…キラキラガーデンペア招待券 （無料券＜２名＞）

◆8 回達成者 100 名（抽選）…キラキラマーケット御買物券 （1,000 円分）

キラキラマーケット御買物券当選者に、さらにダブルチャンス！
下記 A～D コースの景品が抽選で当たる！

●平成 29 年度の 8 大イベン
　ト開催日に情報館にて専用
　カードに専用スタンプ押印
●8 回達成時には専用カード
　に必要事項を記入し応募箱
　に投函
※3 回通過・6 回通過時には
　ガーデン招待券プレゼント

【こちらも好評開催中】
8 回目景品の当選
については、1 世帯
1点のみとさせてい
ただきます
スタンプカードの再
発行は行いません
スタンプカードを忘
れた場合は各施設
にて来場証明書を
発行いたします

※

※

※
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9 10 11 12 13 15 16 1714

9 10 11 12 13 15 16 1714

20区画のブースが出店します（出店募集は〆切りました）

[￥]300円　ふれあいセンターで刈った毛でつくるオリジナル羊毛コースター

[対]4歳以上の子と保護者　[定]各回20名（受付は終了30分前まで）　[￥]100円

秋の食材を折り紙で折ってカレンダーを作ります（所要時間15分程度）

葉っぱの葉脈を写して遊ぼう！

クイズを通してお米について知ろう！おにぎりのふるまいもあります。　[定]150名（無くなり次第終了）

 ~枯山水の庭園でお坊さんと一緒に座禅体験~[対]5歳～小学生の子と保護者　[定]各回6組　

暮らしを、心を、豊かに。新潟の地域に根ざした素敵なお店との出会いの場です。

[対]18歳以下の子と保護者　[定]各回35組　[￥]親子ペア500円（追加料金：大人300円、こども200円）　会場：光と音のホール

[定]①②合わせて30名　[￥]300円　玉ねぎを使って大判のお弁当包みを染めるよ！（所要時間40分程度）　

[定]各回16組　[￥]200円　けんさ焼きを作って秋の具だくさん汁といっしょに味わおう

秋の食材を折り紙で折ってカレンダーを作ります（所要時間15分程度）

ゴスペルバンド“ひかり”の生演奏をお楽しみください　

[対]18歳以下の子と保護者　[定]25組（無くなり次第終了）　会場：4階あそびのひろば

[対]4歳以上の子と保護者　会場：ものづくりひろば　新聞紙を使ってカボチャのオバケを作ります。

オリジナルキーホルダー作りやアルパカマスコット、羊毛マスコットなどの販売

POLAによる無料のハンドマッサージを受けられます

[対]4歳以上の子と保護者　持物：動きやすい服（スカート不可）、水筒　[！]保護者同伴必須、爪を短く切ってくる事

[定]各日100個　[￥]100円　※受付10:30～

[定]各日100名

秋のフリーマーケット  （雨天時：決行）

★羊毛もこもこコースター作り  （雨天時：動物ふれあいセンター）

★ハロウィンの変身メガネ  （雨天時：こども創造センターものづくりひろば）

食育ランド「食育カレンダーをつくろう」  （雨天時：食育・花育センター）

葉っぱで遊ぼう  （雨天時：食育・花育センター）

お米クイズとおにぎりのふるまい

★日本庭園でいす坐禅会  （雨天時：こども創造センターサポーターズルーム）

チルチンびとマーケット

★弦楽器に親しむ 0歳からのコンサート [ 要予約 ]チラシ配布から先着順でセンターへ

★ハンカチで草木染体験

★けんさ焼き作り体験  当日 9時より全ての回の整理券を配布

食育ランド「食育カレンダーをつくろう」

ゴスペルユニットコンサート

★そらからすけっち～おいしいふうけいをかこう～

★カボチャのおばけづくり

★どうぶつものづくり

★ハンドマッサージ体験

★クライミングウォール～木の実を拾ってゴールを目指せ～

★アルパカ･ヒツジ･ヤギ野菜えさやり体験

★アルパカ･ヒツジ･ヤギ牧草えさやり体験
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11:30～は「★動物ふれあいセンターツアー」と
「新しい飼い主さん探し中♪子ネコ展示」があるよ♪

①10:00~10:45
②11:00~11:45

集いのひろば

食花市
第１駐車場となり
テント周辺にて
各センターの

特設ブース出展！

秋の収穫感謝祭いくとぴあ食花 2017/10/7（土）8（日） タイムテーブル中「★」は、
シールラリー対象イベントです。



イベント当日の10/7・8はキラキラガーデン入園無料！「秋のバラ展」をはじめ
見頃を迎える「ダリア」や「秋バラ」など、秋の庭園にもどうぞおいでください

このほかにも、いくとぴあ食花ならではのイベント盛りだくさん！　詳細は裏面タイムテーブルにて

“ いくとぴあにしかない秋、みぃつけた ”

イベント参加やお買い物でもらえるシールを
この台紙に3枚集めると、情報館で景品プレゼント！
●対象のイベントに参加する
●レストランで食事をする
●マーケットの各売り場で 1,000 円以上お買物をする

ともらえます☆

受
付

対象のイベントは裏面タイムテーブルに「 ★ 」があるよ

第１駐車場となりテント周辺
集いのひろば 食花市
フリーマーケットや
各センターの体験ブース出展！

キラキラレストラン

キラキラマーケット
[フレンズ ]
多肉植物の寄せ植え体験
両日とも10:30~12:00　[￥]1500円
オリジナルのかわいい寄せ植えを作ろう！

[JA 新潟市直売所 ]
新米まつり第3弾！～新之助～
①11:00~②14:00~ 試食を行います

新高梨の重さ当てクイズ
＆大玉選手権
大きく実った梨の重さを
当てた方5名様にプレゼントをご用意！

こしいぶき
、

コシヒカリ
の

新米もある
よ

けんさ焼き作り体験
けんさ焼きを作って秋の具だくさん汁といっしょに味わおう

チルチンびとマーケット
暮らしを、心を、豊かに。新潟に根ざした
素敵なお店との出会いの場です

そらからすけっち
風景をみながら透明シートにおえかき

どうぶつものづくり
オリジナルキーホルダー作りやアルパカマスコット、
羊毛マスコットなどの販売 チューリップの

秋植え球根や

パンジー・ビオ
ラのポット苗を

売り出します。

秋の贅沢 ! 松茸ごはん登場
松茸を贅沢に使い、松茸ごはん炊きあげました！
ぜひ、秋の味覚を楽しみに来てください♪

各日先着 100 名様・受付 9:00~17:00




