
動物ふれあいセンター
新潟市中央区清五郎 345 番地 1　
tel.025-283-1192  fax.025-365-1400

こども創造センター
新潟市中央区清五郎 375 番地 2　
tel.025-281-3715  fax.025-281-3725

キラキラマーケット
tel.025-384-8487 (JA 新潟市直売所 )  
025-383-8718 ( フレンズ ) 

キラキラレストラン
新潟市中央区清五郎 336 番地　
tel.025-280-1325  fax. 025-281-3201

食育・花育センター

食育・花育センター
新潟市中央区清五郎 401 番地
tel.025-282-4181  fax.025-282-4987
園芸相談専用  tel.025-282-4187

味噌、だし、選んだ具材を入れて、寒い冬にほっこりでき
るオリジナル即席みそ汁を作ります！予約不要ですの
でお気軽にお越しください♪
※詳細は食育・花育センター「食育ミニ体験」イベント
欄をご覧ください。

MISOBALL 作り体験
ステーキ食べ放題のブッフェプラン、好評開催中です♪牛
ステーキをはじめ、チキン、フランクフルトと焼きたてお肉
がいくらでも食べられます。アツアツのお肉で寒い冬を乗
り切りましょう♡皆様のお越しをお待ちしております。

好評！ステーキ食べ放題！！

 
この日は「世界でいちばん花を贈る日」。大切な人に花を
贈りましょう！男性から女性に花を贈りませんか？も
ちろん女性から男性でも、OKです！普段花を贈ること
のない方でもこの機会にぜひ贈ってくださいね。

2 月 14 日（木）はフラワーバレンタイン
原則、土日祝日の 13:30 ～ 15:00 に開催しています。対象
は小学生（保護者同伴必須）。動きやすい服装（スカート不
可）、爪は短く切ってきてください。開催時間に、3階あそ
びのひろば「クライミングウォール前」にお越しくださ
い。予約不要です。

ヒツジとヤギの運動
冬のこの時期になると、春に出産を予定しているヒツジ
とヤギが体力をつけるために、 天気がいい日はスタッ
フと一緒に運動をしています。元気な赤ちゃんが生まれ
るようにみなさん優しく見守ってください。

利用案内 INFORMATION

●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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TOPICS各施設からのお知らせ

<料金（税込）>●入会登録料 …1,000円 / 頭（年度更新）
●一般開放 …無料●貸切り  …1 時間 1,000円（分単位の貸切り不可）

  1月：
  2月：

動物ふれあいセンターに準ずる

  1月:1日（火）、22日（火） 
  2月 : 26日（火）

  1月：   1日（火）
  2月：   なし

  1月：1日（火）、2日（水）、3日（木）
　　  8日（火）
  2月：12日（火）、26日（火）

食育･花育センター 9：00～17：00 

キラキラマーケット 10：00～18：00

キラキラレストラン 11：00～21：00 （最終入場19：30）※平日16：00～17：00入店不可

多目的広場
（ドッグラン）

9：30～16：30 （受付9：00～）

こども創造センター 9：00～17：00  

食と花の交流センターエリア
動物ふれあいセンター 9：00～17：00  

＜ビュッフェ料金 ( 税別 )＞●大人 (中学生以上 )…男性 1,800 円・女性 1,600 円
●中人 (8 歳 ~小学生 )…1,000 円●小人 (3~7 歳 )…800 円●3歳未満…無料
＜ステーキ食べ放題＆ビュッフェ 料金 ( 税別 )＞●大人 (中学生以上 )…男性 2,200 円・女性 1,900 円
●中人 (8 歳 ~小学生 )…1,300 円●小人 (3~7 歳 )…900 円●3歳未満…無料  

情報館（ガーデン入園口）

施設名 利用時間・料金（記載のないものは入場無料） 休業日（1月 1日以降～ / 2 月）・備考

ドッグラン会員の登録をしていただくことにより、
「多目的広場」のご利用が可能になります。
※貸切りやイベント時等、一般のお客様への開放が
　できない場合があります。
【お問合せ】動物ふれあいセンターTEL 025-283-1192

食育・花育センター園芸相談は毎週火曜定休
1月 1日（火）～ 1月 3日（木）は休み

キラキラガーデン

キラキラ
マーケット

第 1駐車場

花とみどりの
展示館

キラキラガーデン

キラキラ
レストラン

こども創造
センター

情報館

動物ふれあい
センター多目的広場

食育・花育
センター

新潟市動物愛護
センター

集いの広場P

第２駐車場P

www . i k u t o p i a . c om
最新情報はいくとぴあ食花公式HPをご覧ください

8 大イベントの最後を飾る春花・舞花は毎年恒例の越後姫の試食がありますよ！詳報をお待ち下さい！！公式 SNS も随時更新！
https://www.facebook.com/ikutopia （いくとぴあ食花）
https://www.facebook.com/kirakiramarket （JA 新潟市直売所）
https://www.facebook.com/Niigata.greenplaza （フレンズ）

https//:www.twitter.com/ikutopia （いくとぴあ食花）
https://twitter.com/kirakira_nigata （キラキラレストラン）

＜ガーデン入園料金＞ 無料

1日（火）、8日（火）、22日（火）
12日（火）、26日（火）

イベント案内 EVENT

平成30年度8大イベント
ANNUAL SCHEDULE

●4/29（日祝）・30（月振）
●7/21（土）・22（日）
●8/25（土）・26（日）
●9/23（日祝）
●9/29（土）
●10/7（日）
●12/23（日祝）・24（月振）
●3/3（日）

春いくフェスタ
夏休みこどもまつり
キラキラフェスタ
動物ふれあいフェスタ
とやの物語連携イベント
秋の収穫感謝祭
クリスマスフェスタ
春花・舞花

2 月のキラキラマーケットはそば打ち実演会やご飯
友選手権など、楽しいイベントが盛りだくさんです。
詳細は中面にてご確認ください。
お客様のお越しをお待ちしております。
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　昼の部9：00～15：30 （最終入場15：00）　　夜（イルミネーション）の部16:00～20:00（最終受付19:30）
大人（高校生以上）･･･500 円　小人（小中学生）･･･300 円

そばを打ちます！

　　　　　　8大イベント第8弾
　春花・舞花（はるはなマイフラワー）開催

Coming Soon…

2019.3.3

1/14（月祝）まで

1/15（火）以降

9：00～17：00（最終入場16:30） 
＜ガーデン入園料金＞ 無料

「クライミングウォール」

新潟市中央区清五郎 401 番地
tel.025-282-4181  fax.025-282-4987
園芸相談専用  tel.025-282-4187

2/9（土）バレンタインチョコマフィン作り♪詳細は中面にて！



食育・花育センター □応募多数の場合抽選。当選者のみ 1/31（木）までに案内文を送付。
□2 人 ( 組 ) まで申し込み可。
□注意事項：定員に達しない場合、中止となることもございます。食育・花育センター

025-282-4189

申込み受付期間

電話
メール shokuikukouza@ikutopia.com

申込み受付期間

はがきの場合期間中必着

食育・花育センター
〒950-0933  中央区清五郎 401
025-282-4987
hanaikukouza@ikutopia.com

はがき
FAX
メール

こども創造センター
電話

施設の利用は原則 18 歳以下（高校生）までの方及びその同伴者に限ります。大人
のみの入館はできません。小学 2年生以下のお子様は、保護者・引率者同伴必須。

□各イベントへの申込・問合せはイベント名上部の会場・連絡先へお願いいたします。
□イベントリストは、実施日 / 実施時間 / イベント名（講師）/ 定員 / 参加費 / イベント内容・特記事項など　　
　の順に表記されています。受付時間や参加・実施条件等の表記も必ずご確認ください。
□当日受付のイベントは各会場へ直接お越しください。
□リスト中の記号について　[ 対 ]…対象、[ 持 ]…持ち物、[ 会 ]…会場、[ 内 ]…内容　など

月のイベント情報2
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10:30 ～ 14:00

10:30 ～ 14:00

10:30 ～ 11:30

10:30 ～ 14:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

10:30 ～ 14:00

10:30 ～ 14:00

10:30 ～ 11:30

10:30 ～ 14:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

14:00 ～ 15:00

32 人

各 16 組

24 人

16 組

30 人

32 人

各 16 組

24 人

16 組

30 人

1,500 円

1,200 円

1,300 円

1,000 円

2,000 円

1,500 円

1,200 円

1,300 円

1,000 円

2,000 円

雛祭りの懐石

バレンタインチョコマフィン作り

おいしい時短料理と運動

「グランマの味」冬菜を使って

スリランカ料理

今日は節分！おもしろ豆まき体験

食育工作  お弁当 3･1･2

冬の収穫ゲーム

MISOBALL 作り体験

おいしい実験室　電子レンジでポップコーン

雛祭りの懐石

バレンタインチョコマフィン作り

おいしい時短料理と運動

「グランマの味」冬菜を使って

スリランカ料理

今日は節分！おもしろ豆まき体験

食育工作  お弁当 3･1･2

冬の収穫ゲーム

MISOBALL 作り体験

おいしい実験室　電子レンジでポップコーン

砂山　和子

食育・花育センタースタッフ

新潟スポーツ栄養サポートグループ

小林　瑠美子

難波　真寿美

砂山　和子

食育・花育センタースタッフ

新潟スポーツ栄養サポートグループ

小林　瑠美子

難波　真寿美
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2/16

2/16
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笹巻寿司、海老みじんこ揚げ、干し椎茸甘辛煮、菜花胡
麻和え、卵オーロラ焼き、白身魚雲丹焼き、よもぎ麩田
楽、抹茶、菓子
チョコマフィン（6～ 7個）

鮭の重ね蒸し、彩り野菜のサブメニュー全 7品、デザー
ト

冬菜のクリーム焼き、煮浸し

スリランカのチキンカレー、豆のカレー、キャベツの
マッルン、ボル・サンボーラ、ジンジャービア

［内］自分で作った豆を鬼のかごめがけて鬼は外！

［内］大切な人にぴったりのお弁当をつくるよ

［内］新潟の冬の食材ゲットだぜ！

［内］即席みそ汁をつくるよ
※場所　調理実習室

［内］ポップコーンができるまでを楽しく観察しよう
※1回 20 分程度

［内］講師が丁寧に教えてくれるので初めての方もぜひ
ご参加ください！！

［内］園芸のプロが教えるクリスマスローズの講座で
す。

［内］人気のプリザーブドフラワーをひなまつりアレン
ジで可愛く作りましょう♪

［内］①午前か②午後どちらかを選んでお申し込みくだ
さい。外での剪定実演を行います。

［対］親子

［対］親子

いくとぴあ食花通信 vol.069  （3 月号）は  2　　　(日 )  発行

花とみどりの展示館

キラキラマーケット
JA新潟市直売所

近郊農家が生産した新鮮な野菜や果物などを販売。
お米の量り売りや無料精米サービスあり。

ご飯の友選手権

そば打ち実演会

［会］JA新潟市直売所

［会］JA新潟市直売所

フードドライブは、市民の皆様から食品を寄贈いただき、生活困窮者や施設
に無償で寄付する活動です。寄贈食品は「常温保存可能で、2ケ月程度賞味
期限がある食品」を受け付けています。毎月第 3土曜日、キラキラマーケッ
ト直売所のレジ横にてブースを出展します。

フードバンクにいがたの
フードドライブ10:30 ～ 11:30

各日 100個

各回5人

毎日

毎日

アルパカ･ヒツジ･ヤギ野菜えさやり体験

新しい飼い主さん探し中♪子ネコ展示

動物に恵方巻をプレゼント

どうぶつ豆まき

どうぶつものづくり

絵本の読み聞かせ

ネコふれあい体験

※受付 10:30 ～
※毎週火曜日はお休み

※子ネコがいる場合のみ開催
※毎週火曜日はお休み

［内］スタッフが作った恵方巻を動物に
プレゼントします。

［内］みんなで鬼を退治しよう！

［内］動物にまつわる体験コーナーがあ
ります

［対］小学生以上
※ふれあいができるネコがいる場合の
み開催

11:00 ～ 11:30

11:30 ～ 12:00

 13:30 ～ 14:00

9:30 ～ 16:30

11:30 ～ 12:00

100 円

無料

無料

無料

内容による

無料

無料

動物ふれあいセンター
025-283-1192

動物ふれあいセンター

電話

□小学生以下は保護者同伴

新潟市動物愛護センター譲渡に関するお問い合わせは
Tel : 025-288-0017  Fax : 025-288-0018　Email  dobutsuaigo@city.niigata.lg.jp
URL   http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/animal/animal_aigo/inu_jyoutoseido.html
動物ふれあいセンター隣接、平日 8:30 ～ 17:30

イヌ

●施設設置者：新潟市●指定
管理者：いくとぴあ食花運営
グループ●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

ネコ

新しい飼い主になるには「講習会＆譲渡会」にお申し込みください。 講習会と譲渡会のスケジュール

譲渡対象の一部のイヌは、動物ふれあいセンターで実際にご覧いただく
ことができます。実際にご覧いただけない動物については、
左記ホームページにて詳しく紹介しています。

木

土

水

日

水

日

日

日

土

日

バラの接木講座

矢澤秀成先生が教える季節の花講座

ひなまつりプリザーブドフラワー

柿の剪定ミニ講座

春を呼ぶ洋らん展

なにが入っている？
                                     シークレット工作～オニ編～
親子わらべうたあそび

みんなでえがこう「おえかき山」

そらからすけっち

つみきマグネットであそぼう

伊藤　越郎

矢澤　秀成

市川　往世

食育・花育センタースタッフ

新潟らん友会  

伊藤　越郎

矢澤　秀成

市川　往世

食育・花育センタースタッフ

新潟らん友会  

13:30 ～ 15:00

10:30 ～ 12:00

13:30 ～ 15:00

9:00 ～ 16:00

水

土

土

月

10 人

50 人

20 人

各回 15 人

1,000 円

500 円

2,500 円

無料

食育・花育センター

渡辺美樹渡辺美樹

10 組

なし

なし

50 人

なし

［対］5～ 18 歳の子と保護者

［対］0～ 2歳の子と親

［対］小学 2年生以下の子と保護者

［対］0～ 18 歳の子と保護者

［対］0 ～ 18 歳の子と親

無料

無料

無料

100 円

無料

［会］ものづくりひろば
［内］材料は当日のおたのしみ

［会］保育ルーム

［会］2階あそびのひろば

［会］あそびのひろば 3階
［内］マーブルクレヨンで描こう

［会］2階マグネット山

13:00 ～ 14:00

10:30 ～ 11:00

10:30 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

①10:00 ～ 10:45
②11:00 ～ 11:45

こども創造センター

こども創造センター
025-281-3715

施設の利用は原則 18 歳以下（高
校生）までの方及びその同伴者に
限ります。大人のみの入館はでき
ません。小学 2年生以下のお子様
は、保護者・引率者同伴必須。

申込み受付期間

陶芸講座　サイコロ模様の素敵な皿

造形アート　流木人間

親子リトミック（0歳）

親子リトミック（1.2 歳）

陶芸講座　サイコロ模様の素敵な皿

造形アート　流木人間

親子リトミック（0歳）

親子リトミック（1.2 歳）

土

日

月

月

10 組

15 組

各回 35 組

各回 30 組

500 円

300 円

500 円

500 円

□はがきに講座名、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入。（FAX、メールも同様）
□応募多数の場合抽選。当選者のみ 1/31（木）までに案内文を送付。

無料

無料

無料

100円

50円
［内］あったかご飯にあう「ご飯のとも」選んでください！！

［内］そば打ち実演後はそのまま振る舞いを行います！お楽しみに！

025-281-3715

土

2/2

2/3

2/18

2/25

2/10
2/17

2/3

2/3

2/17

2/23

2/9
～ 2/11

 2/16

土
～月祝

展　示　会 参加申込不要！

こども文化育成会

こども文化育成会

山田章子、三好素子

山田章子、三好素子

土

火

日

月祝

［対］5～ 18 歳の子と保護者
※返却は 1ヶ月後

［対］5～ 18 歳の子と保護者

［対］6ヶ月～ 1歳 0ヶ月の
子と親

［対］
①1歳 1ヶ月～ 1歳 7ヶ月の子と親
②1歳 8ヶ月～ 2歳 6ヶ月の子と親

［会］ものづくりひろば
［内］茶と白の粘土のサイコロ
で 2色模様のお皿を作ります。
［会］ものづくりひろば
［内］流木や木の実・松ぼっくり
等で面白い流木人形を作ります。
［会］光と音のホール

［会］光と音のホール①10:00 ～ 10:45
②11:00 ～ 11:45

譲渡の条件やペットの正しい飼い方・マナーなどの講習を受けていただきます。
また、面接でご希望の動物などについて聞き取りさせていただきます。
新しい飼い主候補として登録しますので、運転免許証など身分を証明できるものをお持ちください。

土
～月祝

キラキラマーケット
フレンズ

毎月第2・4木曜日開催
025-383-8718

電話

電話

ギャザリングにいがた＠フレンズ
応募資格：お花の好きな方ならどなたでも
講師シフト制／にいがたプロギャザリスト

レッスン内容は毎回違うものをご用意♪
お申込みは下記レッスン予定をご覧の上、お電話ください

花や観葉植物、園芸用品等を販売。
贈答用のアレンジメントも承ります

電話 025-384-8487

2/14

2/28

木

木

13:30 ～ 15:30

13:30 ～ 15:30

サキュレントボックス

デンドロビウムのハーフギャザリング
山口　陽子

5人

6人

2,000 円

2,000 円
［持ち物］エプロン、手袋、園芸用ハサミ、バケツ2つ、タオル
　※ご用意できない場合、忘れた場合は貸出いたします。

2018　WINTER　Light Forest

2/16
2/24

土
日

土
日

1月

6（日）・17（木）

27（日）

5（土）・11（金）

20（日）・28（月）

日

日

日

土 ①13:30 ～ 13:45  ②13:45 ～ 14:00
③14:00 ～ 14:15  ④14:15 ～ 14:30

毎月7･8がつく日はハナの日！
フレンズポイント2倍デー！

 2/9
～ 2/11

 2/2
～ 2/3

植物の栽培に困ったら…

食育・花育センターの園芸相談をご利用ください！
    新潟の環境に適した
          詳しい情報を
お伝えすることができます。

☎025-282-4187　園芸相談専用ダイヤル
ニワニ　ヨイハナ

9:00～17:00
電話・来館での受付は

お休みは毎週火曜日及び休館日（裏面参照）となります。

2月

6（水）・16（土）

24（日）

2（土）・8（金）

17（日）・25（月）

［会］食育・花育センター 講座室

※1/10（木）の講座は休講となります。
　ご了承ください。

（早春を飾るクリスマスローズ）

2/2

2/5

2/11

□応募多数の場合抽選。いくとぴあ食花 HP「お知らせ」にて、1/20 （日）
9:00 ～当選者発表。ネット環境の無い方は電話で当選者のみ 1/31（木）
までに連絡。
□一つの講座に 2 人 ( 組 ) まで申込可。同一の催し（時間が 2 つあるもの）は
月 1 回のみ申込可。 
□一組あたりの参加費は基本的に対象の子ども一人あたりの金額です。

①10:40 ～ 10:50 
②15:00 ～ 15:10 

 2/17 日

みずの　ともこ

材料費　¥4,000

材料費　¥6,000

画像① 画像② 画像④おえかき山 リトミックわらべうた 野菜えさやり体験

画像①

画像②

画像④

3月

2（土）・11（月）

18（月）・24（日）

4（月）・10（日）

22（金）・31（日）

無料

画像③
画像③ 画像⑤

画像⑤

つみきマグネット

食育・花育センター □会場：食育・花育センター 花育相談・図書コーナーとなり
　　　※一部例外あり
□混み合った際はお子様の参加優先

申し込み不要！飛び込み参加大歓迎の
楽しい食育体験です♪（1回15分程度）

①10:30 ～ 12:00
②14:00 ～ 15:30

①10:30 ～ 11:30
②13:30 ～ 14:30
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