
 

 

牧場内をトラクターでのんびり一周します。 

丘のてっぺんからの眺めは最高。 

気持ちものんびりしてきます。 

土日祝日のみの運行です（雨天中止・冬期１月と２月は運行

休止）。 

【チケットを購入してください】 

チケットは引き馬乗り場近くにて販売しております。

▲このページのトップへ



 
名古屋市農業名古屋市農業名古屋市農業名古屋市農業センター センター センター センター 

※※※※2011201120112011年度予算年度予算年度予算年度予算ではではではでは名古屋市名古屋市名古屋市名古屋市のののの経費削減経費削減経費削減経費削減のののの一環一環一環一環でででで廃止予定廃止予定廃止予定廃止予定だっただっただっただった「「「「小動物小動物小動物小動物ふれふれふれふれ
あいあいあいあい広場広場広場広場」」」」はははは継続継続継続継続されていますされていますされていますされています。。。。動物動物動物動物もももも処分処分処分処分されることなくされることなくされることなくされることなく、、、、子子子子どもたちもどもたちもどもたちもどもたちも小小小小さなさなさなさな動動動動
物物物物とふれあうとふれあうとふれあうとふれあう大切大切大切大切なななな機会機会機会機会がががが続続続続くことになりよかったくことになりよかったくことになりよかったくことになりよかった！ ！ ！ ！ 
2011201120112011年度年度年度年度のののの日程日程日程日程ですですですです。。。。((((雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止のののの場合場合場合場合ありありありあり) ) ) ) 
5555////29292929((((土土土土))))、、、、7777////31313131((((土土土土))))、、、、10101010////30303030((((土土土土))))、、、、1111////29292929((((土土土土) ) ) ) 
他農業他農業他農業他農業センターセンターセンターセンターまつりまつりまつりまつり((((2011201120112011////10101010////29292929（（（（金金金金）～）～）～）～31313131（（（（日日日日））））))))、、、、しだれしだれしだれしだれ梅梅梅梅まつりまつりまつりまつり((((毎年毎年毎年毎年2222月下旬月下旬月下旬月下旬
～～～～3333月中旬月中旬月中旬月中旬))))期間中  期間中  期間中  期間中  

いろいろな動物や植物が見られる農業センター。水遊びできる小川（人工）もあり
人も子供も楽しめる施設です。食堂や売店があるので手ぶらでもOK。一番人気は
農業センターで飼育されている牛の乳を絞って作ったアイスクリーム！やぎや羊な
どにさわれるふれあい動物園の日や乳しぼり体験（要予約）もあります。 

●施設データ 
最寄駅 鶴舞線：平針（徒歩20分） 
最寄バス停：「荒池」から徒歩7分 
  地下鉄鶴舞線「平針」から市バス荒池行または 
  地下鉄鶴舞線｢赤池｣から名鉄バス祐福寺行 
駐車場：あり（春の梅祭りの時以外は無料） 
トイレ：あり 
入園時間 ：9:00～16:30  
休園日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日） 
年末年始（例年12/29～1/3） 
※休園日は年によって違います。 
入園料 無料  

住所：〒468-002  名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2872-3 
TEL(052)801-5221 
FAX(052)801-5222 
公式サイトはこちら （名古屋市HP） 
公式サイトはこちら （財団法人名古屋市みどりの協会のHP） 
地図はこちら  

正面入り口を入ると右手に
店があります。花や木の苗
肥料、お菓子やジュースなど
の食べ物、公園内で遊べそう
なおもちゃなども売っていま
す。いつもではありませんが
公園内でとれた名古屋コー
チンの卵も売っていることが
あります。 

野菜栽培士野菜栽培士野菜栽培士野菜栽培士のののの資格資格資格資格をををを取取取取ろうろうろうろう 本格的な野菜づくりの知識と技能が 身につき、資格が取れる通信講座。 www.happy-semi.com

ＴＶＴＶＴＶＴＶでででで話題話題話題話題のののの割引割引割引割引クーポンクーポンクーポンクーポン ポンパレなら、あの人気のお店が 衝撃の割引率！リクルートが運営。 ponpare.jp

YouTube 視視視視聴聴聴聴ををををスピードアップスピードアップスピードアップスピードアップ Google が開発した無料ソフト "Chrome"でストレス無いYouTube 動画閲覧 google.co.jp/chrome



しあわせしあわせしあわせしあわせ村村村村  

聚楽園公園聚楽園公園聚楽園公園聚楽園公園・・・・保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉センターセンターセンターセンター・・・・健康健康健康健康ふれあいふれあいふれあいふれあい交流館交流館交流館交流館

しあわせ村からのお知らせ

 高さ18.79ｍの大仏がどっしりと構える聚楽園
の地に、平成9年4月オープンした「しあわせ
村」。東海市の健康と福祉活動の拠点として、
市民皆さんに親しまれています。  
その施設は、トリム広場などで遊べる聚楽園
公園と保健福祉センター、温浴ゾーンのある健
康ふれあい交流館からなっています。 

おすすめのおすすめのおすすめのおすすめの、、、、しあわせしあわせしあわせしあわせ村村村村のののの一日一日一日一日  

 健康の森ゾーンや、トレーニング室(110円)で
汗を流したあとは、遊べる温水プールや１４種
類のお風呂がある温浴ゾーン(プール共通500
円)でリフレッシュ。レストランからの眺めは水と
緑があふれ、おなかだけでなく心も満腹になる
ことでしょう。  
 午後からは、水辺の生態園やハーブ園で自
然を探究。予約していただければキャンプ場も
利用できます。  
 お帰り前に、和風庭園を眺めながら抹茶(300
円)を一服。  
 しめて料金は、一日遊べて9１0円也。 
 
 
聚楽園大仏聚楽園大仏聚楽園大仏聚楽園大仏  
 昭和２年５月２１日、昭和天皇のご成婚を記
念して開眼供養された聚楽園大仏。名古屋の
実業家・山田才吉が建立し、現在はまちのシン
ボルともなっている。鉄筋コンクリート製で、高
さは18．79ｍと、鎌倉の大仏（11．5ｍ）より大き
い。台座には、一切経の写経石が埋められて
います。 

     

・保健福祉課トップページへ 
 
・東海市トップページへ  
 
・指定管理者（アイコーサービス）のホームペー
ジへ  

 嚶鳴（おうめい）庵  



 聚楽園公園  健康ふれあい交流館

 

 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ  
しあわせ村・保健福祉課(電話052-689-1600)   

しあわせしあわせしあわせしあわせ村村村村へのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス  
名鉄電車「聚楽園駅」下車、東へ徒歩5分 アクセスマップアクセスマップアクセスマップアクセスマップはこちらはこちらはこちらはこちら 
市循環バス運行時間帯（９時から１７時）は、市循環バス「しあわせ村」下車すぐ 



 

 

 

大池公園大池公園大池公園大池公園

大きな池の周りに、あふれる自然。四季に応じ
て咲き競う花も、訪れる人の目を楽しませてく
れます。また、市役所側にはあざやかな芝生
の中に、鉄の彫刻が10基点在しています。  
 春には梅・桜、初夏には花しょうぶ、夏には
花火と見どころがいっぱい。訪れた人の明るい
笑顔も満開です。 

施設：散策道・運動施設・梅林・花しょうぶ園・
小動物園・野球場・多目的広場・屋外ステー
ジ・テニスコート  

 



 

 
 

花と緑の推進課のトップページに戻る 
 

 

アクセスアクセスアクセスアクセス 
■名鉄電車「太田川駅」から知多乗合(知多バス）「荒尾住宅」行きなどで「大池公園」下
車 
■市循環バス運行時間帯（９時から１７時）は、市循環バス「中央図書館」または「市役
所」下車 
■西知多産業道路加家インターから東へ約１．５キロ



あいち健康の森公園を楽しむための情報が満載！ 

健森に やっと紅葉の秋がやってきた 秋の空気を肌で感じに行こうよ 

財団法人愛知県都市整備協会 > 管理部（公園） >あいち健康の森公園TOP 

 

 

 
 

 

  
営業時間、料金、マップなど 
公園に関する情報はこちら 

  
公園のイベント情報はこちら  

  
園内の花や草木をご紹介  

 

 

駐車場の開門、閉門時間を掲載しました。（１１・１３）   
落し物の取り扱いについて    
庭球場のナイター利用が１７：００からになりました。２月２８日まで（１０・１）  
フォトコンテスト締切りました。たくさんのご参加ありがとうございました。（１０・１）  
トイレマップを掲載しました（８・２７）  
現在あいち健康の森公園では、６１基の遊具のうち１１基が使用禁止、または一部使用禁止してお
りますしています。ご迷惑おかけしますが、皆様のご理解よろしくお願いします。（８・１５）  
フォトコンテストを開催します。  
ミニカー場が移転しました。【詳細はこちら】  

 

花こよみ9月の花を更新しました。（１１・１３）   

イベント情報更新しました。（１１・１３）   
フォトコンテスト締切ました。（１０・１）  
イベント情報更新しました。（９・２９）  
花こよみ9月の花を更新しました。（９・１０）  
イベント情報更新しました。（９・９）  
公園のチラシとあいち健康の森の紹介(英語版)を掲載しました。（８・１７）  
イベント情報更新しました。（８・１４）  
花こよみ8月の花を更新しました。（８・１４）  

 
AED（自動体外式除細動器）の設置箇所は、管理棟・管理事務所内です。 

PDFファイルをご覧いただくためには、閲覧用ソフトが必要です。お持ちでない方は、バナーをクリックして
AdobeReader（無償）をダウンロードしてください。 

 

〒474-0031  
愛知県大府市森岡町源吾1 

よくある質問  
ご意見ご要望への回答 

あなたの経験や特技を、公園
みませんか？ 
人材登録者を募集中

 

その他の公園HPはこちら
リンク集  
公園のお天気を調べる 
アンケートにご協力ください
公園検索 
遠足や団体での利用をお

の方へ、利用申込書
用ください。

（財）愛知県都市整備協

携帯のバーコード
取ってアクセス

です。パソコンのメールから携
スを送ることもできます。



明石公園のイベント情報や花と緑の情報を写真でわかりやすくご紹介します。

サイト内検索       

カテゴリ タイトルカテゴリ タイトルカテゴリ タイトルカテゴリ タイトル

冬に見られる明石公園のカモの仲間 

明石公園の利用者の方に対するアンケート調査を行い... 

明石公園紅葉マップの配布 

ヴィッセル神戸ｉｎあかし が開催されました！ 

櫓の一般公開について 

明石公園「武蔵の庭園」で呈茶サービス 

明石公園ドングリマップの配布 

明石城ができた理由は？ 

第1野球場のカウント表示が大リーグ方式になりました 

明石公園の「アオバズク」情報 

  その他の施設

県立図書館

市立図書館

兵庫県高等学校 

野外活動センター 

県立弓道場

 



財団法人 兵庫県園芸・公園協会 

〒673-0847 兵庫県明石市明石公園1-27［地図］ 

TEL.078-912-7600・FAX.078-913-6620 

個人情報のお取り扱いについて｜関連リンク

Copyright(C) 財団法人 兵庫県園芸・公園協会 All Right Reserved.



 

 

 

 

 

碧南市の 
ホームページ 

 

日本動物園 
水族館協会 

 
ようこそようこそようこそようこそ、、、、碧南海浜水族館公式碧南海浜水族館公式碧南海浜水族館公式碧南海浜水族館公式ホームページホームページホームページホームページへへへへ！！！！ 

   

 

HEKINAN SEASIDE AQUARIUM・・・・Hekinan Maritime Science 
Museum 

 

 あなたはあなたはあなたはあなたは 番目番目番目番目のおのおのおのお客様客様客様客様ですですですです 
 

 

 

 

2010年（平成22年）  11月 16日 更新

碧南海浜水族館は、
 日本沿岸で見られる
展示しています。また
年々減少の一途をたどる
ついても保護・展示を
碧南市青少年海の科
 「水－森から海－」を
がら学べるように参加体
た施設です。

  

■■■■最新情報最新情報最新情報最新情報（（（（トピックストピックストピックストピックス））））

 最新情報を掲載しています。

 ･アカメの幼魚が採集されました！

 ･イトヒキアジの展示を開始しました！

 

■■■■イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報

 特別展やミニ企画展、写生大会、夏期教室などのイベントを紹介しています。



（2010年6月28日更新）

半田運動公園半田運動公園半田運動公園半田運動公園
半田運動公園は、スポーツ・レクリエーションの拠点として半田市の西部丘陵地に整備された緑豊かな公
園です。２種公認の陸上競技場をはじめ、テニスコート、グラウンドなどのスポーツ施設のほか、家族やグ
ループでバーベキューを楽しめるデイキャンプ場、子ども達に大人気のちびっこ広場や大人ものんびりく
つろげる芝生広場、季節の花を楽しめる花の木園などがあり、小さなお子様から高齢の方まで、一日ゆっ
くり楽しめる公園です。 
 

  

公園内案内図  
施設概要 

スポーツ施設 
あそぶ 
くつろぐ・見る 
その他の施設 

公園内をご利用の皆様へお願い  
交通案内 

名称名称名称名称 半田運動公園

所在地所在地所在地所在地
半田市池田町３－１－１（最下段「地図リンク」参
照）

総面積総面積総面積総面積 ２６．７ ｈａ

休園日休園日休園日休園日 年末年始（１２月２９日～１月３日）

開園時間開園時間開園時間開園時間
４月～１１月／９：００～２１：００ 
１２月～３月／９：００～１７：００ 
陸上競技場は、通年９：００～２１：００

公園内案内図公園内案内図公園内案内図公園内案内図



△戻る 

 

 

施設概要施設概要施設概要施設概要

スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設

陸上競技場陸上競技場陸上競技場陸上競技場（（（（トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング室室室室）））） 

２種公認の陸上競技場です。４００ｍトラック９レーン。陸上競技のほか、芝生フィールドは、サ
ッカーなどにご利用いただけます。管理棟内には、トレーニング室もあります。 

 

テニスコートテニスコートテニスコートテニスコート 

砂入り人工芝コート８面、１，０００人収容の観覧席 
練習用コート２面（無料）もあります。

 

多目的多目的多目的多目的グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド 

野球・サッカーなら２面、ソフトボールなら４面利用できるグラウンドです。トイレ・更衣室・放送設



[携帯版はこちら] 中部国際空港（セントレア）近く！18店舗のお店が集結した常滑焼セラモール。茶器や食器等様々な常滑焼を販

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ 

〒479-0003 愛知県常滑市金山字上砂原

電話：0569-43-7111 FAX：0569-43-7112

E-mail：info@ceramall.or.jp 

└急須＆器 いそべ

└江崎商店

└かねよ渡辺陶器店

└千交苑（せんこうえん）

└焼き物の里 藤助

└方円館（ほうえんかん）

└にざまつ

└土里夢マルエー

└丸滉製陶

└まるたつ磯村商店

└まるみ陶芸店

└丸よ 小泉商店

└山幸陶器（やまこう）

└やまちょう豊和製陶

└花器専科やまもと

└やまや

└花土李

・茶器

・食器

・花器

・ガーデン商品

・趣味の陶器

・その他

・LINK

・過去のイベント

・過去のイベント２

マニアのページ

セラモール特価品コーナー

常滑焼セラモールの正式名称は、「とこなめ焼卸団地協同組合」です。 

愛知県常滑市金山に平成5年3月にオープンしました。

★買う セラモールだけのお得な価格です。 

★選ぶ 自分にぴったりの商品がきっと見つかる 

豊富な品揃え 

★遊ぶ 陶芸教室やギャラリーで見て触って遊ん 

じゃおう。 

★話す とこなめ弁で店員さんと仲良くなれます。

敷地面積50,000平方メートルの広

さに18店舗の陶器店、2軒のエク

ステリア商社と運送会社が集ま

り、観光地的要素を含んだ団地を

めざし買い物通りとしてのコミュ

ニティ道路、憩いの場及びイベン

ト広場としての公園、広いスペー

スの共同駐車場・屋外アーバント

イレ等でお越しになったお客様が

再訪したくなるような団地づくり

をしてきました。

今では国内でも珍しい陶磁器のショッピングモールとなり、知多半島の観光名所

の一つです。 

中部国際空港(セントレア)が開港し立地的にも車で15分の距離にありますのでお

出かけ前のお土産探し、お出迎え、お見送り後の観光にも利用して頂けます。 

常滑焼の産地ですから伝統的な技法の作品から最新の常滑焼まで手に入ります

し、そればかりか他産地の商品、外国の植木鉢まで購入できるのがセラモールの

柔軟的販売方法の特徴です。 

「好きな陶器を販売したい」それぞれの店舗の想いで取扱商品が異なっているこ

とが多いので飽きることなくショッピングが楽しめます。 

じっくりと散策をするなら1日がかりになってしまうでしょう。



セラモールでは毎年3月の第4土、日曜日に創業祭、8月

の後半に常滑焼まつり、10月後半か11月初旬に秋祭り

とイベントを開催しています。 

イベントの時には特別価格の商品がたくさん販売され

ます。 

セラモールのイベント以外にも各店舗で個展等の催し

物を随時開催しています。 

イベント、催し物等はトップページの掲示板でお知ら

せします。

交通事情が良くなりセラモールにも簡単にお越し頂けるようになりました。 

セラモールへのアクセスはセラモールセラモールセラモールセラモールへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセス方法方法方法方法を参考にしてください。 

｜トップページ｜セラモールとは？｜常滑焼の特徴｜セラモールアクセス方法｜特定商取引法｜ 

Copyright(C)2006 常滑焼セラモール.  All rights reserved. 

【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】 



 
文字の大きさ

 

TOP 商品案内TOP 

〒470-2403 愛知県知多郡美浜町大字北方字吉田流52-1 
tel 0569-83-0120 fax 0569-82-0676 営業時間／AM8:00 PM5:00（年中無休） プライバシーポリシーサイトマップ



 

 

新鮮な魚貝をはじめとする海産物が

ランが揃う一色さかな広場。おすすめは

質の良さと安さ。特産品のうなぎ、えびせんべい

売店も軒を連ね、一色の味自慢が揃

無料大駐車場完備無料大駐車場完備無料大駐車場完備無料大駐車場完備 観光バス30

営業時間営業時間営業時間営業時間：：：：9時時時時～～～～17時時時時 営業日

〒444-0424 愛知県幡豆郡一色町大字小藪字船江東

TEL 0563-72-3700  FAX 0563



 

 

 

 

 

△     それぞれのお店をクリックすると店舗紹介が見られます     △


