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2 愛・地球博記念公園

3 名古屋市緑化センター・鶴舞公園

愛知県名古屋市千種区東山元町3-70

愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1

愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目1番168号

地下鉄東山線「東山公園」駅下車3番出口より徒歩3分
地下鉄東山線「星ヶ丘」駅下車6番出口より徒歩7分
※植物園は星ヶ丘駅が便利です。

東部丘陵線（リニモ）〜「愛・地球博記念公園」駅下車すぐ
東名高速道路・日進JCTから名古屋瀬戸道路に分岐、長久手IC東へ約5分
東名高速道路名古屋IC東へ約20分

地下鉄鶴舞線「鶴舞」下車4番出口より徒歩3分
JR中央本線「鶴舞」または市バス「鶴舞公園前」下車徒歩3分
名古屋高速吹上西・東ICから約5分

TEL：052-782-2111

TEL：0561-64-1130

観覧料：有料（中学生以下は無料）
花の本数：150種1,000本
花期：3月中旬〜5月中旬 休園日：毎週月曜日

4 庄内緑地（庄内緑地グリーンプラザ）
愛知県名古屋市西区山田町大字上小田井字敷地3527

TEL：052-503-1010
観覧料：無料
花の本数：2,500株
花期：5月中旬〜7月上旬

TEL：052-733-8340
休園日：毎週月曜日

観覧料：無料（有料施設有り）
花の本数：510本 花期：3月上旬〜4月中旬

（4/2は開園）

月曜日が祝日の場合は翌平日

5 久屋大通庭園フラリエ

休館日：毎週月曜日
第3水曜日

7 みどりが丘公園

観覧料：無料
花の本数：120種1,400株
花期：5月中旬〜6月上旬

6 荒子川公園（荒子川公園ガーデンプラザ）
愛知県名古屋市港区品川町2丁目1-1

地下鉄名城線「矢場町」下車4番出口より南へ徒歩3分
市バス名古屋駅発ループバス
「C-758系統」
にて
「フラリエ」
下車すぐ
名古屋高速都心環状線「東別院」出口から北へ3分
名古屋高速2号東山線「白川」出口から東へ3分

あおなみ線「荒子川公園」下車、徒歩3分
地下鉄名港線「東海通」下車、3番出口から市バス東海11系統荒子川 休園日：毎週月曜日
公園駅経由両茶橋行き又は多加良浦行「荒子川公園北」下車、徒歩5分 （国民の祝日又は振替休日

TEL：052-384-8787

観覧料：無料
花の本数：約130株
花期：3月下旬〜4月中旬

休園日：12/31・1/1

8 農業文化園・戸田川緑地

観覧料：無料
花の本数：3,000株
花期：5月上旬〜下旬

愛知県名古屋市港区春田野2丁目3204

愛知県名古屋市守山区大字上志段味字東谷2110

名二環「鳴海IC」から徳重方面へ約5分
地下鉄桜通線「徳重」駅から市バスで約7分

地下鉄東海通駅下車、
市バス河合小橋行き南陽支所下車北へ徒歩5分
東名阪名古屋西ICより国道302号を南へ4キロ

JR中央線・愛知環状鉄道「高蔵寺」駅下車、南口より徒歩25分
ゆとりーとライン（ガイドウェイバス）大曽根発「高蔵寺」行き「東谷橋」下車徒歩15分
市バス「藤が丘」及び「小幡」発「東谷山フルーツパーク」行き終点下車徒歩13分

観覧料：無料
花期：4月中旬

花の本数：50本

TEL：052-302-5321

休園日：12/29〜1/3

10 名城公園フラワープラザ

愛知県名古屋市港区潮見町42番地

地下鉄名城線「名城公園」②番出入口より徒歩3分

金山総合駅より市バスで約40分
伊勢湾岸自動車道・名港潮見ICから約5分

観覧料：無料
花の本数：2,000株
花期：4月上旬〜下旬

休園日：毎週月曜日

11 ブルーボネット

休園日：毎週月曜日
第3水曜日

13 曼陀羅寺公園

観覧料：有料
花の本数：約3,000株
花期：4月上旬〜5月末

観覧料：無料
花の本数：110本
花期：4月中旬〜下旬

愛知県名古屋市緑区大高町字高山1-1

TEL：052-622-2281
名鉄本線左京山駅より徒歩5分
名二環有松ICより約5分

チェック欄

ブルーボネット以外のスタンプを押した台紙ご持参の方、
1枚につき1名様入園料100円引きとさせていただきます。

休園日：毎週月曜日

14 浅野公園

観覧料：無料
花期：４月中旬

花の本数：10本

愛知県一宮市浅野字八剱地内

愛知県津島市宮川町1

名古屋鉄道江南駅よりバスで約15分
東海北陸道一宮木曽川ICから約15分

JR「尾張一宮」、名鉄「名鉄一宮」駅から
名鉄バス岩倉駅行き「浅野公園前」下車すぐ

名鉄「津島」駅から徒歩15分

観覧料：無料
藤棚の面積：約4,700㎡
花期：4月下旬〜5月上旬

TEL：0586-28-8634

休園日：無休

16 三ツ又池公園

観覧料：無料
花期：4月下旬

TEL：0567-28-8051（津島市観光協会）

花の本数：850株

休園日：無休

17 竹鼻別院

観覧料：無料
花の本数：12品種114本
花期：4月下旬〜5月上旬

岐阜県羽島市竹鼻町2802

岐阜県可児市瀬田1584-1

弥富市きんちゃんバス停留所十四山総合福祉センター
より徒歩1分（きんちゃんバスは日・祝運休）
近鉄佐古木駅より徒歩30分

名鉄「羽島市役所前」駅より徒歩約5分

JR「可児」又は名鉄「新可児」よりバス、タクシー 10分
東海環状自動車道可児・御嵩ICより5分

観覧料：無料
花の本数：10万株
花期：4月中旬〜5月初旬

TEL：058-322-2303（羽島市観光協会）

休園日：無休

19 内藤記念くすり博物館

観覧料：無料
花の本数：1本
花期：4月下旬〜5月上旬

三重県桑名市吉之丸5-1

岐阜バス「川島松倉」行きで「川島中学校前」下車（40分）
徒歩1.5km

桑名駅より徒歩15分

TEL：0586-89-2101
観覧料：無料
薬草・薬木700種類
花期：4月中旬〜5月中旬

休園日：無休

休園日：毎週月曜日

観覧料：無料
花期：5月上旬〜中旬

21 フラワーパーク江南

ツツジまつり
開催

愛知県一宮市光明寺字浦崎21-3

TEL：0586-89-7023

名鉄江南駅よりタクシー約15分
江南駅より名鉄バス「江南団地経由江南厚生病院行」音楽寺下車徒歩10分

休園日：無休
参加賞の
受け渡し・
抽選会場

TEL：0586-51-7105

JR・名鉄岐阜駅より岐阜バス川島松倉行で約25分
「河川環境楽園」下車（土、日、祝のみ）
または、「川島笠田」下車徒歩約15分

休園日：毎月第2月曜日

観覧料：無料
花の本数：6万本
花期：5月上旬〜下旬

観覧料：無料
花の本数：18,500本
花期：5月上旬〜中旬

24 木曽三川公園センター
岐阜県海津市海津町油島255-3

休園日：毎月第2月曜日
参加賞の
受け渡し・
抽選会場

TEL：0584-54-5531

名鉄「名鉄一宮」駅・JR「尾張一宮」駅前から、名鉄バス
「一宮総合体育館行き」で約30分、「138タワーパーク」下車

「春のお花スポットめぐり」
に関するご意見・ご感想をお聞かせください。
（例）開催期間を長くしたほうがよい
開催時期を早めたほうがよい

TEL：0587-57-2240

5/1〜5/15

23 138タワーパーク

岐阜県各務原市川島笠田町

観覧料：有料
花の本数：7,000品種3万株 休園日：毎週火曜日
バラまつり期間は無休
花期：5月中旬〜6月上旬

愛知県江南市小杁町一色

TEL：0594-82-5600

22 河川環境楽園

観覧料：無料
花の本数：500株
花期：４月中旬〜5月上旬

TEL：0574-63-7373

20 九華公園

岐阜県各務原市川島竹早町1

休園日：無休

18 花フェスタ記念公園

愛知県弥富市鳥ケ地1丁目709-5

TEL：0567-65-1111

休園日：毎週月曜日

15 天王川公園

愛知県江南市前飛保町寺町202

TEL：0587-54-1111（江南市役所都市計画課）

休園日：毎週月曜日

月曜日が祝日の場合は翌平日

12 大高緑地

TEL：052-613-1187

TEL：052-913-0087

第3水曜日

TEL：052-736-3344

観覧料：無料
花の本数：720本
花期：4月上旬〜中旬

愛知県名古屋市北区名城1丁目2-25

の場合はその翌日）

（祝日の場合は第4水曜日）

9 東谷山フルーツパーク

愛知県名古屋市緑区鳴海町字笹塚17番地

TEL：052-876-9877

休園日：毎週月曜日
第3水曜日

愛知県名古屋市中区大須4丁目4番1号

TEL：052-243-0511

地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」駅2番出口より徒歩1分

スタンプを押せ
る時間は施設に
より異なります。
詳しくは各施設
にお問い合わせ
ください。

名古屋市緑化センター・鶴舞公園
3
久屋大通
みどりが丘公園
金山 荒子川公園
庭園フラリエ
16
ガーデン
※休館・休園日が休日の場合は翌
8
6
三重県 三ツ又池公園
7
プラザ
平日に振替となります。詳しく
農業文化園・
11
12
桑名
は各施設にお問い合せください。
戸田川緑地 ブルーボネット
九華公園
大高緑地

木曽三川公園センター 弥富

「春のお花めぐり スタンプラリー」
へのご参加は、期間中おひとり様１枚
とさせていただきます。

1 名古屋市東山動植物園
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河川環境楽園

竹鼻別院 17
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22

東

長良川

（イベント期間中限定・休園日を除く）

高山本線

線

本
海道

大垣

参加賞の受け渡しと抽選は、
「 138タワーパーク」と
「木曽三川公園センター」の２ヶ所のみで行います。

美濃太田

岐阜

線
太多

なごや花ネット
木曽三 川・

養老鉄道「石津」駅より海津コミュニティバス
「木曽三川公園」下車

休園日：毎月第2月曜日

観覧料：無料
花の本数：21.5万球
花期：3月下旬〜4月中旬

休園日：毎月第2月曜日

