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期間中毎日
インスタグラムフォトコンテスト

かのやばら園公式 Instagram のフォロー＆

ハッシュタグ「# かのやばら園インスタフォ

トコン 2021 秋」を付けて投稿してください。

かのやばら園内で撮影した素敵な写真をぜひ

お待ちしています！

期間中　土日祝日
霧島ヶ丘公園でばららちゃんをさがせ

霧島ヶ丘公園各所に隠れているばららちゃん

を探し、ばららちゃんが持っているキーワー

ドを並べ替えて答えを出してね。正解者には

霧島ヶ丘公園内で使用できる 300 円割引券を

プレゼント♪

小学生以下  /  1 日先着 100 名まで

期間中　土日祝日の 6回
ロザリアンガイドによる
　　　　　　　　ガーデンツアー

かのやばら園ロザリアンガイドによる 30 分

ほどのガーデンツアーを行います。

10/23 SAT

｜フェアリーガーデン　

かごしま国体・大会ＰＲ10:00 - 15:00
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会

9:00 - 16:00

｜フェアリーガーデン
ハンドメイド販売

花すいれん

ヒップホップダンス14:00 - 14:30
DANCE STUDIO WADATA

14:00 - 15:00

｜カラーガーデン

バラの育て方講座
花＊薔薇＊会

バラ柄中心の布物等販売9:30 - 16:00

｜フェアリーガーデン

花畑

木工体験＆木工品販売10:00 - 16:00
鹿屋工業高校建築技師同好会

バラの加工と
　　　ハーバリウム製作

9:00 - 15:00

｜温室レクチャールーム

体験料 1,000 円　　はな模様

｜ガーデンステージ
吹奏楽演奏10:00 - 11:00

第一鹿屋中学校吹奏楽部

吹奏楽演奏13:00 - 14:00
鹿屋工業高校吹奏楽部

ダンスパフォーマンス15:00 - 16:00
鹿屋高校　ダンス部

｜温室レクチャールーム
バラの加工と
　　　ハーバリウム製作

9:00 - 15:00

｜ガーデンステージ
ジャズバンド演奏14:00 - 14:30

大姶良中ジャズバンド部

｜カラーガーデン
バラの育て方講座14:00 - 15:00

花＊薔薇＊会

｜フェアリーガーデン
ハンドメイド販売9:00 - 16:00

花すいれん

｜温室レクチャールーム
バラ柄中心の布等物販売9:30 - 16:00

花畑

｜カラーガーデン
ハーブティーと
　　　豆乳ラテ及び飲食

9:00 - 16:30

Bramberry の森

ダマスクローズ・ローズ
ウォーター蒸留実演会

10:00 - 16:30

鹿屋市バラ苗生産組合

｜ガーデンステージ
ランウェイショー撮影会9:30 - 12:00

ダンスパフォーマンス13:00 - 14:00
鹿屋女子高ダンス部

バンド演奏15:30 -  16:00 Cherry Rose

Japan Beauty Association~ 鹿児島美人会

バンド演奏14:00 - 15:30
鹿屋女子高校軽音楽部

11:00 - 12:00

｜ガーデンステージ
少林寺流空手道演武

全日本少林寺流空手道錬心舘「鹿屋市空手道連盟」

国際協力活動＆
　　　　　紹介ブース

10:00 - 15:00

青年海外協力隊鹿児島県 OB 会

9:00 - 16:00

｜フェアリーガーデン
ハンドメイド販売

花すいれん

｜ガーデンステージ
合唱① 10:30 ② 11:20 鹿屋市少年少女合唱団

合唱① 10:55 ② 11:20 Felice なのはな

ロスポンチョス生演奏① 13:00 ② 14:00
青年海外協力隊鹿児島 OB 会

｜ガーデンステージ
バンド演奏13:00 - 14:00 鹿屋高校軽音楽部

｜フェアリーガーデン
自然物クラフト9:00 - 16:30

大隅青少年自然の家

｜ガーデンステージ
金管バンド楽演奏13:00 - 14:00

鹿屋小学校金管バンド

｜フェアリーガーデン
楽しい木工教室10:00 - 14:00

鹿児島県建築士会鹿屋肝属支部

｜温室レクチャールーム
雑貨・ハンドメイド販売10:00 - 15:00

ハッピーハートライフ

吹奏楽演奏14:00 - 14:30 鹿屋農高　吹奏楽部

10:30 - 11:00

｜ガーデンステージ
吹奏楽演奏

寿北小学校吹奏楽部

｜温室レクチャールーム
雑貨・ハンドメイド販売10:00 - 15:00

ハッピーハートライフ

｜ガーデンステージ
ストリートダンス14:00 - 15:00

BLACK & WHITE　Jr.HIP HOP DANCERS

｜かのやばら祭り本部
9:00 - 12:00

｜ガーデンステージ
フラダンス10:00 - 12:30

ホヌ　ハノハノ　（鹿屋女子高校生徒・OG 外）

｜フェアリーガーデン
オリジナル商品販売11:00 - 15:30

串良商業　マーケティング・リサーチ部

いい夫妻の日
　　　バラ苗プレゼント

※温室前にて引換券を配付します

｜ガーデンステージ
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10/23　11/714:00-

かごしま国体・大会ＰＲ10:00 - 15:00
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会

体験料 1,000 円　　はな模様
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かのやばら園公式 Instagram ▶


