
場所 園内フラワーリング前 ※雨天時サニーハウス
時間 ❶11：00～ ❷14：00～

6500万年の時をタイムスリップ！？
動く、歩く、走り回る！かつて地球上に
存在した最強の肉食恐竜がやってくる！
全長約6mのティラノサウルスによる
ウォーキングショーです。

大迫力！

場所 園内ウッドデッキ

チューリップ30種類、
ネモフィラ、ワスレナグサ、

マーガレット
姫金魚草、ムスカリ

3月・4月
見ごろの花

2021年3月2日　春の訪れを告げる
「ブルーボネット」の開園です。
2021年3月2日　春の訪れを告げる
「ブルーボネット」の開園です。

火

特別な１日です！

オープニングdayオープニングday
3/2 火3/2

日
4/11

ウォーキングショー
T- REX

観覧
無料

※写真はイメージです。
※閲覧希望者多数の場合は人数を制限させていただく場合が
　ございます。

土
3/6 28日～

今年は、どんな
ボネットちゃんが
登場するかな？

花苗ポットでつくる植えるカム！
フラワーアート2021
花苗ポットでつくる植えるカム！
フラワーアート2021
花苗ポットでつくる植えるカム！
フラワーアート2021

（管理～3/9）

市バス・地下鉄でのおでかけが便利でお得です。
・一日乗車券を利用してご来園の方割引！

270円
大人 300円

180円
65歳以上 200円

135円
小中学生 150円

※「ドニチエコきっぷ」「一日乗車券」は、ゆとりーとライン（高架区間）、名鉄バス、あおなみ線、リニモではご利用できません。

ご利用開始後の有効期限内のドニチエコきっぷ等の一日乗車券を
提示するだけで、名古屋市内の施設・飲食店等で割引等の特典が
受けられます！
※詳細は地下鉄駅で配布している特典ガイドブック「なごや得ナビ」をご覧ください。

当日の入園料は

Pastelcolor GardenPastelcolor Garden



新型コロナウイルス感染症に
対するお客さまへのお願い

名古屋を中心に地元で活動するメンバーによるジャズ
カルテット。おしゃれで心地良いジャズスタンダードを
お楽しみください。

中村美樹カルテット

時間 ❶13：00～ ❷15：00～

出演 中村美樹（Pf）、柴田修司（Gt）、内藤岳（Ba）、妹尾武（Dr）

ガーデン
コンサート

3/6 土

場所 サニーハウス グリーンギャラリー

時間 10：00～15：00 場所 サニーハウス セミナールーム

料金 2,500円

結成15周年を迎えた世界民族楽器オーケストラLEEO
（リーオ）によるインドネシアの竹製民族楽器「アンクロン」
の優しい響きをお楽しみください。アンクロンはインドネ
シア発祥のユネスコ世界遺産に登録されています。

時間 ❶11：30～ ❷14：00～出演 LEEO（リーオ）
場所 サニーハウス グリーンギャラリー

ウェルカムボード作り（イーゼル付き）

講 座

3/7日

●アルコール消毒を設置しておりますので、アルコール消毒のご協力お願いいたします。　●3密にならぬ様、お客さま同士の距離、ソーシャルディスタンスを保ち2m以上
の距離保持のご協力お願いいたします。　●講座を体験されるお客さま、ガーデンコンサートを視聴されるお客さまは、マスク必着をお願いいたします。　●演奏中、大声で
のコールアンドレスポンスはご遠慮ください。　●アーティストとの物販時におきまして、握手等の接触行為はご遠慮頂きますようお願いいたします。
※新型コロナウイルス対策等により、イベント・講座は変更・中止になる場合があります。できるかぎりホームページにてご案内させていただきますが、事前の告知が出来ない場合もございますので、予めご承知おきください。

※各イベント・講座は事前の告知なく変更・中止になる場合があります。

ブルーボネットのスタッフと一緒に春の園内を散策する人気のガイドツアーです。
ガーデン・ガイドツアー

イベント
LEEO 15周年記念コンサート アンクロンの響き

ガーデン
コンサート

当日受付 事前予約可能観覧無料

3/7 日

カプリトーンは、聞いてくださるお客様が聴きやすい曲、
親しみのある曲を演奏するように心がけています。

カプリトーン
ジャズ風味のポップス

ガーデン
コンサート

時間 ❶11：30～ ❷14：00～

出演 八木興二（Drs）、古田貴一（bass）、米津ユキ（Pf）岡崎茂（賛助出演）（Sax、Vo）

場所 サニーハウス グリーンギャラリー

3/12 金・3/19 金

3/20 土 祝・4/17 土

観覧無料

観覧無料

講師／時田 直美氏(キャンドル·アロマフレグランスストーン認定講師)

※定員になり次第終了です。

定員 先着10名様

料金 1体700円 ペア1,300円アロマストーンくまちゃん作り3/28 日
料金 1,500円アロマストーン作り（３個）4/4 日

時間 14：00～ 定員 先着20名様（受付/サニーハウス内）場所 園内（集合場所/サニーハウス前）

親子ガーデニング講座
～親子で楽しく春の花壇を作ろう～

イベント
要予約3/20 土 祝 参加費無料

時間 11：00～13：00

アンサンブル、ダムールは、聞いてくださるお客様が、
感動していただける演奏をしたいと思っています。

春の”ブルーボネット”を彩っている花々を使って、親子で気軽に寄せ植えを作り
ましょう。花やみどりと触れ合って、楽しく過ごす園芸福祉活動です。園芸福祉士
が一緒に楽しむコーディネーターとして開催します。

アンサンブル・ダムール 美しく響くクラシックアンサンブル
ガーデン
コンサート

3/13 土 観覧無料

時間 ❶11：30～ ❷14：00～
出演 吉川稔（Fl）、松井紀之（Vn）、宮崎明典（Vc）、米津ユキ（Pf）

場所 サニーハウス グリーンギャラリー

時間 ❶11：30～ ❷14：00～
出演 KAYO（Fl）、KINGO（Cl & B.Cl）、MIRyueng（Pf）

場所 サニーハウス グリーンギャラリー

ウクレレ・アーティスト「Juke OkaYoshi（ジューク・オカヨシ）」による
楽しさ満載！ スペシャルコンサートです。 

ジューク・オカヨシ ウクレレコンサート
ガーデン
コンサート

観覧無料3/14 日・4/11日

時間 3/14（日）❶12：00～ ❷14：00～、4/11（日）❶13：00～ ❷15：00～　
出演 ジューク・オカヨシ（Uk、Vo） ※その他ゲスト有り、詳細未定

場所 サニーハウス グリーンギャラリー
3月6日（土）～受付開始（電話受付のみ）

定員 先着親子７組（小学生までのお子さまと親御さま） ※お子さまのみの参加はできません。

親子で作る春の寄せ植え
講 座 3/21日

時間 ❶11：00～ ❷14：00～
場所 サニーハウス セミナールーム

定員 各回3組 計10名まで（先着順）※お一人でも参加できます。
料金 材料代1セット 500円

はなふく講座
当日受付

花のような心で奏でます♪
愛と情熱を込めて… フラワーハート受けとってください♥

フラワーハート
ガーデン
コンサート

観覧無料3/21日

出演 東海太鼓センター各団体
場所 シーサイドプロムナード ※雨天中止予定

「ワイルドフラワー×和太鼓」のコラボレーション！
子どもから大人まで名古屋の和太鼓チームが迫力の演奏！

花と和太鼓フェスティバル
～青空の下で和太鼓を楽しもう～

ガーデン
コンサート

観覧無料3/28 日

時間 ❶10：30～ ❷13：00～ フルート&ピアノデュオで贈るジャズ&映画音楽

ブレスハート
ガーデン
コンサート

観覧無料4/3 土

出演 KAYO（Fl）、ノースマン土本（Pf）
場所 サニーハウス グリーンギャラリー

当日受付参加費無料

地元で活動するカルテットによるジャズスタンダードを
お楽しみください。

Cozy Jazz カルテット
ガーデン
コンサート

時間 ❶13：00～ ❷15：00～
場所 サニーハウス グリーンギャラリー

3/27 土 観覧無料

出演 島部奈美（Sax）、柴田修司（Gt）、森山桂太（Ba）、鈴木克哉（Dr）

時間 ❶11：30～ ❷14：00～

「風にゆれる花のように」

場所 ブルーボネット南無料エリア（花のコミュニティガーデン）
※写真はイメージです。※写真はイメージです。

ブルーボネット「ホームページ」ではSNSを通じて
皆様に楽しい情報を発信しています！ ぜひご覧ください。

検 索ブルーボネット
http://www.wfg-bluebonnet.com/

検 索

Event  Information 春きらめく、癒しのガーデンで
季節のイベントや講座をお楽しみください。

運航日は年間スケジュール表（ホームページ）にてご確認ください。
http://www.higashiyama-garden.com

金城ふ頭
水上バスのりば

船見IC

木場IC
港明IC

東海新宝IC

東海JCT

ガーデンふ頭
水上バスのりば

金城ふ頭
水上バスのりば

ガーデンふ頭
水上バスのりば

〒455-0028 名古屋市港区潮見町42番地
い い は  な

TEL：052-613-1187  FAX：052-618-2070

名古屋高速4号
東海線
船見ICを
降りて約5分

伊勢湾岸
自動車道

名港潮見ICを
降りて約5分

大人 300円／65歳以上 200円／小中学生 150円
6歳未満 無料／障がい者・付添人（1人） 200円
◎30人以上の団体様は10%OFF

入園料
■国道1号線「星崎1」交差点を西進、潮見橋を越えて
　最初の信号を左折
■伊勢湾岸自動車道、名港潮見IC経由、約2km
■名古屋高速4号東海線、船見IC経由、約2km

カーアクセス

■新瑞橋（2番のりば）より約32分  ■金山（4番のりば）より約35分
■神宮東門（11番のりば）より約30分

市バス（ワイルドフラワーガーデン行き）

■ガーデンふ頭のりばより約10分、金城ふ頭のりばより約20分
名古屋港 水上バス（土・日・祝のみ運行）

●  3月1日～11月30日…9：30～17：00
●12月1日～12月25日…9：30～16：00

開園時間

休園日
東山ガーデン総合センター TEL052-698-4611お問い合せ

歩
道
橋

南エリア

駐車場 潮
見
橋

潮
見
I
C

●飲食物の持込はご遠慮いただいております。お弁当などをお持ち込みの際は、南エリア（入園無料）の「花のコミュニティガーデン」をご利用ください。

運営：中部電力株式会社

●毎週月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌日）
●名古屋みなと祭開催日、冬季（12月26日～翌2月末日）
●会員限定及び臨時イベント開催日


