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○愛知県美術館 
クリムト、ピカソ､梅原龍三郎及び安

井曽
そう

太
た

郎
ろう

など国内外の 20 世紀美術を中
心に約8,000件のコレクションを擁する
美術館です。 
〒461－8525 名古屋市東区東桜一丁目 1
3－2 
☎052－971－5511 Fax052-971-5604 
ﾒｰﾙ apma-webmaster@aac.pref.aichi.
jp 
休み：月(祝日又は振替休日の場合は次
の平日)､年末年始､展示替え等による
整理期間 

○愛知県芸術劇場 
本格的なオペラが上演可能な大ホ

ール､クラシック音楽に最適な豊か
な響きを持つコンサートホール､演
劇、舞踊、音楽などが自由なスタイ 

ルで展開できる小ホール、本格的な
リハーサル室を２室有する劇場です。 
〒461－8525 名古屋市東区東桜一丁
目 13－2 
☎052－971－5609 Fax052-971-5541 
休み：第 1・第 3 月(祝日又は振替
休日の場合は次の平日)､12/28～1
/3､施設・設備の保守点検日(毎年 6
月の第1～4月曜日は電気設備点検
のため全館休館) 

○アートスペース  
講演会、展覧会、会議、セミナー

など様々な芸術文化活動の表現・交
流の場として小人数から大人数まで
幅広く利用できる 9 つの催事室です。 
〒461-8525 名古屋市東区東桜一丁
目 13-2 

☎052-971-5609 Fax052-971-5541 
休み：第 1・第 3 月(祝日又は振替
休日の場合は次の平日)､12/28～1
/3､施設・設備の保守点検日(毎年 6
月の第1～4月曜日は電気設備点検
のため全館休館)

○アートライブラリー  
芸術に関する図書や展覧会カタ

ログ、楽譜、雑誌などの文献資料の
ほか、CD や映像資料などを広範囲に
収集・公開している図書館です。 
〒461-8525 名古屋市東区東桜一丁
目 13-2 

☎052-971-5511 Fax052-971-5659 
休み：月・第 3 火(祝日又は振替休
日の場合は次の平日)、12/28～1/3、
整理期間年間 15 日以内

○アートプラザ  
国内外の展覧会や公演の情報を

集めた情報コーナー、カウンターで
の案内サービスなどにより、芸術文
化に関する様々な情報を提供して
います。 
〒461-8525名古屋市東区東桜一丁
目 13-2 
☎052-971-5609 Fax052-971-5541 

 休み：月(祝日又は振替休日の場合
は次の平日)､12/28～1/3､施設・設
備の保守点検日(毎年6月の第1～
4 月曜日は電気設備点検のため全
館休館)

○愛知県図書館 
名古屋城の城郭内、南西の一角に

立地し、128 万冊の資料を所蔵する
図書館です。 
〒460－0001名古屋市中区三の丸一

丁目 9－3 
☎052－212－2323 Fax052-212-3674 
休み：月､毎月第 2 木(祝日又は振
替休日の場合は次の平日)､年末年
始､整理期間年間15 日以内

愛知芸術文化センター
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犬山国際ユースホステル (リバーサイド犬
山)  ............................. 45
あいち健康の森薬草園 ............. 45

施設名の後に※のある施設は、ネット
あいち施設予約システム（P13 参照）
から予約することができます。

文化教養・集会施設
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8,000 点
を 超 え る
国 内 外 の
陶 磁 資
料・作品を
所 蔵 し 観
覧・陶芸体
験 な ど が

できるやきものに関する総合文化施設
です。 
〒489－0965 瀬戸市南山口町 234 
☎0561－84－7474 Fax0561-84-4932 
ﾒｰﾙ touji@pref.aichi.lg.jp 
HP https://www.pref.aichi.jp/touji
/ 
休み：月(祝日又は振替休日の場合は次
の平日)､12/28～1/4 

男 女 共 同
参画を推進
するための
活動拠点施
設です。800
名収容のホ
ール､会議室､
セミナール

ーム､和室､宿泊室､各種スタジオ､フィ
ットネススタジオなどがあります。情報
ライブラリーでは男女共同参画に関す
る図書・視聴覚資料などの収集や情報提
供を行っています。 

〒461-0016名古屋市東区上竪杉町1  
☎052-962-2511 Fax052-962-2567  
ﾒｰﾙ will-aichi@congre.co.jp 
休み：12/29～1/3(宿泊は 12/28～1/3)､
施設設備点検日(月 1 回程度)。情報ラ
イブラリーの休業日は月(祝日の場合
は翌日も休業)､祝日(土・日の場合は利
用できます)ほかに図書整理期間(年間
15日以内)

ＮＰＯ活動
の促進を目的
とし､ＮＰＯ
の 交 流 ・ 活
動・情報発信
及び県とＮＰ
Ｏとの協働連
携の拠点とな

る施設です。会議室(使用料無料)､情報
コーナー､交流コーナー､申請相談室､愛
知県所轄のＮＰＯ法人の定款や事業報
告書等を閲覧できる縦覧・閲覧室があり
ます。 
〒461-0016 名古屋市東区上竪杉町 1
(ウィルあいち 2階)  
☎052－961－8100 Fax052-961-2315 
休み：月(祝日（振替休日も含む）の場
合は翌日も休館)､祝日(土・日の場合は
開館)､12/29～1/3、ウィルあいち休館
日 

人権啓発
に関する拠
点施設です。
あいち人権
啓発プラザ
では､人権に

関する図書・ＤＶＤなどの閲覧や貸出し､
また､人権に関する資料の収集､閲覧な
どを行っています。 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁
目 2番 1号 
(県東大手庁舎 3階)  
☎052-954-6167 Fax052-973-3582 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3  

生涯学習推
進の中核施設
として､生涯
学習情報シス
テム｢学びネ
ットあいち｣
や情報誌｢ま

なびぃあいち｣による情報提供や各種講
座の開催などの事業を行っています。ま
た情報ラウンジでは､学習情報を無料で
ネット検索できるほか、市町村や公共施
設､教育機関等の情報誌やパンフレット
を提供しています。 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁
目 2番 1号 
(県東大手庁舎 2階)   
☎052－961－5333 Fax052-961-0232  
HP https://www.manabi.pref.aichi.jp/
center/ 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3

環境学習の拠点となる施設です。フリ
ースペースには、どなたでも楽しく環境
を学べるハンズオン展示を備えていま
す。また、体験型学習講座の開催や環境
学習コーディネート業務などを行う他、
学校など団体での社会見学にもご利用
いただけます。（社会見学は要予約） 
〒462-0032 名古屋市北区辻町字流 7-6 
(愛知県環境調査センター１階)  
☎052-908-5150 Fax052-916-0516 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3 

国際交流・多
文化共生の拠
点となる施設
で､あいち多文
化共生センタ
ー､交流ひろば、
国際交流団体

交流室､図書コーナーがあります。 
開館時間：月～木・土 10:00-18:00  

金 10:00-20:30 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁
目 6-1 
(県三の丸庁舎 1、2階)  
☎052-961-8744

休み：日､祝日､12/29～1/3(図書コーナ
ーは整理期間も休室)

警察の活動や歴史にふれていただけ
る施設です。大型マルチ映像によるクイ
ズや白バイの展示もあり､サイクルシミ
ュレーターでは交通安全について学ん
でいただけます。このほか､御予約によ
り通信指令室､交通管制センターと併せ
て1時間程度の見学コースを御案内しま
す。 
〒460－8502 名古屋市中区三の丸二丁
目 1-1(愛知県警察本部内)  
☎052－951－1611 内線 2182 
休み：土・日､祝日、年末年始

歴史的価値のある公文書を始め､行政

刊行物､明治時代の地籍図､航空写真､古

文書などの記録や史料を閲覧できる施

設です。 

〒460－0001名古屋市中区三の丸二丁目

3番 2号 

(県自治センター7階)  

☎052－954－6025 

休み：土・日､祝日､12/28～1/4､整理期

間(春季 10 日以内)

親子で遊
べる様々な
遊びを提供
する大型児
童館です。あ
そびのスタ
ジオ、キッチ
ンスタジオ、

えほんのへや、発見ゾーン「音・光」、
子育てひろば、幼児コーナーなどがあり
ます。 
〒480-1342長久手市茨ケ廻間乙1533－
1(愛・地球博記念公園内) 
☎0561-63-1110 Fax0561-63-1116 
ﾒｰﾙ info@acc-aichi.org 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1 

森のフィールドを生かした自然体験
型学習プログラムを行う施設です。土・
日､祝日などにはインタープリター（森
の案内人）による「もりのツアー」など
を実施しています。団体利用の場合は事
前に御連絡ください。 
〒480-1342長久手市茨ケ廻間乙1533－
1(愛・地球博記念公園内) 
☎0561-61-2315 Fax0561-61-2328 
休み：月(祝日又は振替休日の場合は
次の平日。春・夏・冬休み中は月も開
館。)､12/29～1/1 

あいち国際プラザ 

愛知県児童総合センター 

愛知県警察広報センター 

（コノハズクひろば）

愛知県女性総合センター 

（ウィルあいち）

愛知県公文書館 

愛知県陶磁美術館 あいち人権啓発プラザ 

もりの学舎 

愛知県生涯学習推進センター

あいち環境学習プラザ 

あいちＮＰＯ交流プラザ 
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海 上 の 森
の保全と活
用を中心と
して､森林や
里山に関す
る学習と交
流を行うた

めの拠点施設です。本館と遊歩施設があ
ります。 
〒489-0857 瀬戸市吉野町 304－1 
☎0561-86-0606 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/3 

緑化用樹
木の生産振
興に寄与す
るために設
置された施
設で、研修や
調査などを
行っていま

す。樹木のことを学習できる見本園等が
整備されています。 
〒492-8405 稲沢市堀之内町花ノ木 129 
☎0587－36－1148 
休み：土・日・祝日(梅の開花時期に臨
時開場あり)､12/29～1/3 

水 環 境 を
良好に保つ
ため､下水道
が水の循環
の中で果た
す役割の大
きさや重要

性を各種展示､シアターなどで紹介する
施設です。

〒490－1301稲沢市平和町須ヶ谷長田2
95－3 
☎0567－47－1551 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/3 

埋蔵 文化
財の 調査研
究や 整理保
存を行い、出
土品 を展示
しています。 
学校 などへ
の出 前授業

の実施や研修などの受け入れも行って
います。 
〒498－0017 弥富市前ヶ須町野方 802-2
4 
☎0567－67－4164 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3 

災害の恐ろしさを体験し、防災の知識

を身につけ

る施設です。

以下の体験

メニューを

用意してい

ます。①地震

体験、②煙道体験、③消火体験、④ロー

プ結索体験、⑤家具固定器具の取付・ガ

ラス飛散防止フィルム貼り、⑥避難所運

営ゲーム（ＨＵＧ）、⑦災害図上訓練（Ｄ

ＩＧ） 
〒488-0081 尾張旭市大字新居 5182-13
93（県消防学校内） 
①～④対象人数：１人以上（土・日、
祝日は 10 名以上） 
申込方法：随時受付（土・日、祝日は
１か月前までに電話等で予約） 
休み：土・日、祝日、12/29～1/3（土・
日、祝日は閉館日となっておりますが、
相談に応じます。） 
【問】県消防学校 
☎0561-53-2015 Fax0561-52-5427 
メール shobogakko@pref.aichi.lg.jp 
⑤～⑦対象人数：概ね 20～50 人 
申込方法：２か月前までに所定の申請
書を県防災安全局防災部防災危機管理
課へ提出 
【問】県防災安全局防災部防災危機管
理課 
☎052-954-6190 Fax052-954-6911 
メール bosai@pref.aichi.lg.jp 

県議会の
歴史やしく
み・役割､議
事堂の変遷
な ど を 画
像・映像､パ
ネル､写真な
どで紹介し

ています。 
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁
目 1番 2号(県議会議事堂１階) 
☎052-954-6742 
休み：土・日､祝日､12/29～1/3 

山村と都市との交流拠点の一つとし
て整備された､体育施設や会議室を持つ
宿泊施設です。 
〒441－2301 北設楽郡設楽町田口字向
木屋 2－10 
☎0536－62－0100 
休み：火(7・8 月を除く)､12/29～1/3 

「中小企業の経営・創
業支援」、「国際ビジネス
支援」、「雇用・就業支援」
など、多様な産業労働支
援を図るための総合施設
です。講演会､研修会､展

示会､会議などに御利用いただけます。 
〒450－0002 名古屋市中村区名駅四丁目 
4－38 
☎052－571－6131 
休み：12/29～1/3(他に､設備点検等の
ため 4月第 3金・8/13～8/15 も休館し
ます。)

新エネルギー
に関する企業の
実証研究を支援
するとともに、パ
ネル掲示や模型
設置などで研究

内容の紹介をしています。また、施設
見学の受け入れも行っています。 
〒470-0356 豊田市八草町秋合 1267-1 
(知の拠点あいち内)  
☎0561-76-8889 
休み：土・日、祝日、12/29～1/3

燃料電池
自動車（ＦＣ
Ｖ）、水素ス
テーション、
水素社会に
ついて紹介
しています。 
また、毎週

月曜日と金曜日は民間事業者の協力に
より移動式水素ステーションを運用し
ています。 
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁
目 1番 2号(県庁西庁舎駐車場内) 
☎052-954-6350 
休み：土・日、祝日、12/29～1/3 
移動式水素ステーションの詳細は 
HP https://www.pref.aichi.jp/site

/suiso-fcv/

愛知県と
名古屋市は、
戦争の体験
を次代に引
き継ぎ、戦争
の残した教
訓や平和の
大切さを学

び、平和を希求する豊かな心を育むこと
を目的として、県民の皆様から寄贈いた
だいた戦争に関する資料を展示してい
ます。 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-4-1
3（愛知県庁大津橋分室１階） 
☎052-957-3090 Fax 052-957-3091 
HP https://www.pref.aichi.jp/kenmi

n-soumu/chosakai/ 
休み：月、火（祝日の場合は次の平日）、
12/29～1/3、展示替え等により臨時休
館する場合があります。 

防災教育センター  

愛知県奥三河総合センター 

愛知・名古屋 戦争に関する資料館 

愛知県埋蔵文化財調査センター

議会 PR コーナー 

あいち海上の森センター 

（ムーアカデミー）

愛知県産業労働センター 

（ウインクあいち）

愛知県庁水素社会普及啓発ゾーン 

メタウォーター下水道科学館あいち

新エネルギー実証研究エリア 

愛知県植木センター 
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あいちトリエンナーレや現代アート
に関する情報提供、現代美術の展示、地
元芸術大学による展示などを定期的に
行っています。 
〒460-0002 
名古屋市中区丸の内 3-4-13  
愛知県庁大津橋分室 2・3階 
☎・Fax 052-961-6633 
HP https://aichitriennale.jp/ala/ 
休み：月～木（ただし、祝日の場合は
開館） 
開館時間：11：00～19：00

我が国で
唯一空港内
に立地する、
航空機をテ
ーマとした
ミュージア
ムであり、

航空機産業の「情報発信」、「産業観光」、
「人材育成」の３つのコンセプトで、20
17 年 11 月にオープンしました。 

YS-11 をはじめとした愛知県に縁のあ
る航空機の展示や、パイロット・整備士
の仕事に触れられる職業体験、実際の航
空機の離着陸を間近で見られる展望デ
ッキなど、“見て”、“触って”、“体感で
きる”施設です。 
〒480-0202 西春日井郡豊山町大字豊
場（県営名古屋空港内） 
☎0568-39-0283 Fax0568-29-0322  
HP https://aichi-mof.com 
休み：火（祝日の場合は次の平日） 
※8月は無休 
開館時間 9：30～17：00 
（最終入場 16：30） 
貸切制度あり 

2019 年 8 月
に 開 業 し た
「国内初の国
際空港直結型」
「国内最大級
の展示面積 60,

000 ㎡」「国内唯一の常設保税展示場」等
の特色を持つ国際展示場です。セントレ
アから徒歩 5分の好立地であり、国内外
から多くの来場者が集まるイベント拠
点となる施設です。 
〒479-0881常滑市セントレア5丁目 1
0 番 1 号 
【問】愛知国際会議展示場株式会社 
☎0569-38-2361 Fax0569-38-2371  
HP https://www.aichiskyexpo.com/ 
休み：不定休（催事の都合による） 

健康づく
りの総合拠
点として､健
康づくりの
動機づけか
ら､実践指導､
研究開発､情
報発信､交流

とやすらぎの場の提供など､さまざまな
事業を行っています。 
○健康開発館
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0211 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1（※9月 30 日をもって、プー
ル、クッキングルーム、リラクセーシ
ョンルームは営業終了）

○健康宿泊館(あいち健康の森プラザホ
テル) 
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0235 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：12/29～1/1、施設維持管理のた
め、臨時休業する場合があります。 

○健康科学館 
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0211 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1（※9月 30 日をもって閉館） 

○健康情報館 
〒470－2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1－1 
☎0562－82－0211 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：月（祝日の場合は次の平日）、1
2/29～1/1（※9 月 30 日をもって情報
ライブラリーは営業終了） 

働く身体障害者始め一般の方がスポ
ーツやレクリエーションを楽しむこと
ができる施設です。勤労身体障害者の方
は無料でご利用いただけます。 
〒495－0001 稲沢市祖父江町祖父江寺
西 14－5  
☎0587－97－6630 Fax0587－97－1010 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/3 

全国でも有
数の規模を誇
るディンギー
ヨット主体の
施設です。 
また、大小

多数の会議

室があります。 
〒443－0014 蒲郡市海陽町 1－7 
☎0533－59－8851 
休み：水(祝日の場合は次の平日。ただ
し､ゴールデンウィーク､7・8月は無休)､
12/29～1/3

国際的な
競技会を始
め ､各種ス
ポーツ大会、
運動会、式
典、コンサ
ー ト な ど
様々なイベ

ント会場として利用することができま
す。 
〒460－0032 名古屋市中区二の丸 1番 1
号(名城公園内)  
☎052－971－2516 Fax052-971-9876
HP http://www.aichi-kentai.com 
休み：12/28～1/3 

全 国 規 模
の公式大会
が開催可能
な武道の殿
堂で､柔道､
剣道､弓道､
なぎなたな
どの各教室

も開催しています。 
〒455－0078名古屋市港区丸池町 1－1－4 
☎052－654－8541 Fax052-654-8540 
HP http://aichi-budo.sakura.ne.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3

第3種公認
陸上競技場､
野球場､サッ
カー場（照明
有）､テニス
コート（砂入
り人工芝）、
多目的運動

場､屋外プール等を備えた総合運動施設
です。 
〒491－0804一宮市千秋町佐野字向農756 
☎0586－77－0500 Fax0586-77-0699 
HP http://itinomiya.sports.coocan.j

p 
休み：水(祝日の場合は次の平日)､12/2
8～1/3 なお、プールは 7/1～8/31 に開
設し､児童生徒の夏休み中は無休

屋 内 温 水
プールを始
め､テニス､
野球場､サッ
カー場の屋
外施設のほ
か､会議室も
あります。 

あいち健康の森健康科学総合センター 
（あいち健康プラザ） 

スポーツ・青少年野外活動施設

ドルフィンズアリーナ ※

愛知勤労身体障害者体育館 

愛知県口論義運動公園 ※

アートラボあいち

愛知県武道館 ※

豊田自動織機海陽ヨットハーバー

いちい信金スポーツセンター ※

あいち航空ミュージアム

愛知県国際展示場 

（Aichi Sky Expo）
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〒470－0103 日進市北新町西口論義 32
3－8 
☎0561－73－8959 Fax0561-74-0827 
HP http://kourogi.jp 
休み：水(祝日の場合は次の平日)､12/28
～1/3(プールのみ児童生徒の夏休み中
は無休)

ライフル
射撃場とク
レー射撃場
からなり､
全国規模の
大会が可能
な施設です。 

〒444－3203 豊田市宇連野町ウネ畑 12－
95 
☎0565－90－3971 Fax0565-90-3972 
HP http://www.hm10.aitai.ne.jp/~shoo

ting 
休み：水(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3 

児童の健
全育成の場
や県民全て
の憩いの場
として御利
用いただけ
る芝生広場
を始め様々

な遊具などがあります。 
〒444-0701 西尾市東幡豆町南越田 3 
☎0563－62－4151 Fax0563－62－4155 
HP https://kodomo-aichi.jp 
休み：キャンプ場、ゴーカート、ミニ
カーは月(祝日の場合は次の平日)､こ
ども汽車、ランドトレインは平日
（土・日、祝日のみ運行）、12/29～1/
1 は全施設休み 

アスレチ
ックなどの
遊具を始め、
有料施設に
は足踏み式
ゴーカート、
水上自転車、
プール（夏

休み期間のみ）があります。 
〒490－1403弥富市鳥ヶ地町二反田123
8 
☎0567－52－1515 Fax0567－52－1514 
ﾒｰﾙ k-kodomo@aichi-park.or.jp 
休み：有料施設のみ､月(祝日の場合は
次の平日)､12/29～1/1 は全施設休み 

岡崎市街近
郊。名鉄「美
合駅」より徒
歩 12 分。交通
の便に恵まれ
た施設です。
各種の研修会

や学習会、交流会、スポーツ活動、音楽
活動、野外活動など目的に合わせて、宿
泊又は日帰りで御利用いただけます。 

〒444－0802 岡崎市美合町並松 1－2 
☎0564－51－2123 Fax0564-51-2027 
HP http://seinen-no-ie.sakura.ne.j
   p
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3 

前方には
伊勢湾が広
がり、後方
には緑の丘
陵が迫る恵
まれた自然
環境の中に
建つ施設で

す。各種の宿泊研修や野外活動、サーク
ル活動など幅広く御利用いただけます。 

〒470-3236 知多郡美浜町小野浦字宮
後 1-1 

☎0569-88-5577 Fax0569-88-5385 
HP http://sizennoie-mihama.jp 
ﾒｰﾙ info@sizennoie-mihama.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日※た
だし､4～8 月は原則として休館日な
し)､12/28～1/3 

標高 620m
の愛知高原
国定公園旭
高原に建つ
自然豊かな
施設です。
各種の宿泊

研修や野外活動、サークル活動など幅広
く御利用いただけます。 
〒444－2893 豊田市小滝野町坂 38－25 
☎0565－68－3200 Fax0565-68-3203 
HP http://www.hm11.aitai.ne.jp/~as
ahi
休み：月(祝日の場合は次の平日※た
だし､4～8 月は原則として休館日な
し)､12/28～1/3 

春から秋にかけて､県内酪農家の乳用
雌子牛を草地に放牧し､足腰が丈夫で､
消化器官の発達した子牛を育てていま
す。場内では歩道から牛を間近に見るこ
とができます。 
〒449－0405 北設楽郡豊根村坂宇場字
御所平 70－178  
☎0536－87－2004 
休み：冬期期間(11 月中旬から 5月上
旬まで)

標高 600ｍ
の木々に囲ま
れた場所に建
つ緑豊かな施
設です。各種
の宿泊研修や
野外活動、サ
ークル活動、

スポーツクラブ・吹奏楽等の練習合宿な
ど幅広く御利用いただけます。 
〒444－3432 岡崎市千万町町字大平田 1
7－5  
☎0564－83－2221 Fax0564-83-2222
HP http://yagaicenter.sports.coocan.
jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
28～1/3

野鳥の保護地として、樹林や池などが
整備されており、展望室からは大型双眼
鏡で様々な野鳥が観察できます。 
〒498－0067 弥富市上野町 2－10 
☎0567－68－2338 
HP https://www.aichi-park.or.jp/ya
chou/ 
休み：月(祝日の場合は次の平日)､12/
29～1/1 

か つ て 伊
良湖地域に存
在していた原
風 景で ある
「砂丘とオア
シス（湧水）」
を再生し、地
元の希少な海

浜性植物を保全している園地です。 
エコツアーや自然観察会、保全活動な

ど、環境学習・環境活動の拠点として、
ぜひ御利用ください。 
〒441-3615 田原市中山町大松上 1 
☎0531-35-6411 （休暇村伊良湖） 
HP http://www.pref.aichi.jp/kankyo/

sizen-ka/shizen/irago/irago.html 
休み：年中無休 

緑に囲ま
れた広大な公
園です。植物
園で自然観察、
運動施設で乗
馬やテニス、
一般公園で散
策やボート遊

びなどをお楽しみいただけます。 
〒488－8555 尾張旭市大字新居 5182－1 
(一般公園・植物園)  
☎0561－53－1551 Fax0561-53-4414 

愛知県総合射撃場 

海南こどもの国 

愛知県青年の家 

愛知こどもの国 

愛知県森林公園 ※

（一般公園・植物園・運動施設）

愛知県弥富野鳥園 

茶臼山高原牧場 

愛知県旭高原少年自然の家

愛知県美浜少年自然の家 

憩 い ・ 休 養 ・ 宿 泊 施 設 

愛知県野外教育センター 

いらご さららパーク 
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(運動施設) 
☎0561－53－1552 Fax0561-53-9876  
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､12/29～1/1 

家畜とのふれあいを通じ､家畜への親
しみや理解を深めていただけます。研修
館には､パネル展示､畜産物加工体験(ﾊﾑ､
ｿｰｾｰｼﾞ作り教室を週 4 日開設)コーナー
等があります。 
〒444－0006 岡崎市丸山町字亀山 9－1 
☎0564－21－0201 
休み：12/29～1/3 

愛知県森
林公園に
あるパブ
リックゴ
ルフ場で
す。36 ホ
ール､2 つ
の練習場

があります。
〒488-0081 尾張旭市大字新居 5182-1 
☎0561－53-9777(予約専用) 
☎0561－53－3993 Fax0561-53-8993 
休み：毎月第 2・第 4月(祝日の場合は
次の平日)12/31～1/1 

緑豊かな
奥三河にあ
り、広大な森
林の中を清
流が流れて
います。宿泊
施設(モリト
ピア愛知 P4

5)やキャンプ場に滞在して、森林浴、ハ
イキングや水遊びなどをお楽しみいた
だけます。 
〒441－1693 新城市門谷字鳳来寺 7－60 
☎0536－32－1262 Fax0536-32-1273  
休み：月(7・8月を除く､祝日の場合は
次の平日)

県政 100
年を記念し
て建設され､
日本庭園な
どの見本園
があります。
緑化に関す
る知識を普

及するため、相談・研修等を行っていま
す。

〒470－0431 豊田市西中山町猿田 21－1 
☎0565－76－2106 
休み：本館等は月(祝日の場合は次の
平日)､12/29～1/1 

昭 和 天 皇
御在位 50 年
を記念して
つくられ､設
楽町方面か
ら瀬戸市方
面に延びる
東海自然歩

道も通過しており､広域的な森林レクリ
エーションの拠点となっています。 
〒470－0431 豊田市西中山町長根 1-1 
☎0565－76－1304(交流館)  
休み：交流館等は月(祝日の場合は次の
平日)､12/29～1/1

〒456－0027 名古屋市熱田区旗屋一丁
目 10－45  
☎052－681-5204 Fax052-681-9835 
Hp http://www.atsutajingu-park.co

m/ 
ﾒｰﾙ atsutajingu_koen@ybb.ne.jp  
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､12/29～1/3 

〒459-8001 名古屋市緑区大高町字高
山 1－1
☎052-622-2281 Fax052-622-2282 
HP https://www.aichi-koen.com/oda

ka/ 
ﾒｰﾙ oodaka@aichi-toshi.or.jp 
休み：有料施設のみ:月（祝日の場合
は次の平日)､事務所休業日 12/29～1/
3

〒463-0094 名古屋市守山区大字牛牧
字中山 1632-1  
☎052-791-9492 Fax052-791-9500 
HP https://www.aichi-koen.com/oba

ta/ 
ﾒｰﾙ obata@aichi-toshi.or.jp 

休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒465-0067 名古屋市名東区猪高町大
字高針字梅森坂 52-175 
☎052－701－3089 Fax052-701-3047 
HP https://www.aichi-koen.com/maki

no/ 
ﾒｰﾙ makino@aichi-toshi.or.jp 
休み：事務所休業日 12/29～1/3 

〒441-1312 新城市浅谷字ヒヨイタ 40 
☎0536-25-1144 Fax0536-25-0090
HP https://www.aichi-koen.com/shins

hiro/ 
ﾒｰﾙ shinshiro@aichi-toshi.or.jp 
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒495-0001 稲沢市祖父江町祖父江鍋
島 132 
☎0587-97-4255 Fax0587-97-2066 
HP http://www.sobue-park.com/ 
ﾒｰﾙ sobue_ryokuchi@ybb.ne.jp  
休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒485－0821 小牧市大字本庄字南浦 102
0 
☎0568－78－1110 Fax0568-78-0521 
HP https://www.aichi-koen.com/owar

i/ 
ﾒｰﾙ owari@aichi-toshi.or.jp 

畜産総合センター 

（家畜ふれあい広場・ドーム・研修館） 

小幡緑地 ※

愛知県昭和の森 

（ウェルグリーン愛知） 

尾張広域緑道（フレッシュパーク）※

牧野ケ池緑地 ※

愛知県緑化センター 

（ウェルグリーン愛知） 

大高緑地 ※

愛知県民の森 

熱田神宮公園 ※
ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 

新城総合公園 ※

木曽川祖父江緑地 

（サリオパーク祖父江） ※
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本冊子を御覧いただきありがとうございます。 

今後の編集の参考とするため、アンケートへの御協力をお願いし

ます。 

（無記名でのアンケートです）

休み：有料施設のみ:月(祝日の場合は
次の平日)､事務所休業日 12/29～1/3 

〒474－0038 大府市森岡町 9丁目 300 
☎0562－47－9222 Fax0562-47-1109 
HP https://www.aichi-koen.com/kenm
ori/ 
ﾒｰﾙ kenmori@aichi-toshi.or.jp 
休み：事務所休業日 12/29～1/1 

〒441-0211 豊川市御油町滝ヶ入 11-2 
☎0533-87-9301 Fax0533-87-9302
HP https://www.aichi-koen.com/furu

sato/ 
ﾒｰﾙ hurusato@aichi-toshi.or.jp 
休み：事務所休業日 12/29～1/3 

〒480-1342長久手市茨ケ廻間乙1533-
1 
☎0561-64-1130 Fax0561-61-2150 
HP https://www.aichi-koen.com/mori

coro/ 
ﾒｰﾙ chikyu@aichi-toshi.or.jp 
休み：有料施設のみ：月（祝日の場合
は次の平日）、事務所休業日 12/29～1/
1

〒447-0083 碧南市油渕町 2-33 
☎0566-41-1515 Fax0566-41-1516 
HP https://www.aichi-koen.com/abu

ragahuchi/ 
ﾒｰﾙ abura@aichi-toshi.or.jp 
休み：12/29～1/3

佐布里池は
知多半島のほ
ぼ中央､愛知
用水の幹線水
路沿いにあっ
て､自然の丘
陵地帯につく

られた広大な人工調整池です。池の周り
は「水源の森」として自然林が育成され、
特に梅の名所として親しまれています。 
〒478-0015知多市佐布里地内(知多浄
水場) 
☎0562-55-3501 
休み：年中無休、佐布里池は現在、堤
防の耐震補強工事を行っております。
（2021 年３月に完了予定です） 

最大収容人員1,000人のホールを備え､
国際会議や地域の会合等に御利用いた
だけます。また､天然温泉｢もりの湯｣に
はサウナもあり､心も体もリフレッシュ
していただけます。 
〒470-2101 知多郡東浦町大字森岡字
源吾山 1-1 
☎0562-82-0235 Fax0562-82-0239 
ﾒｰﾙ ahvadmin@ahv.pref.aichi.jp 
休み：12/29～1/1、施設維持管理のた
め、臨時休業する場合があります。

愛知県民
の森にある
宿 泊 室
(和・洋)､会
議室 ､レス
トラン等を
備えた宿泊
施設です。

緑深い森林の中でゆっくりお過ごしい
ただけます。 
〒441-1693 新城市門谷字鳳来寺 7－60
(愛知県民の森)  
☎0536-32-1262 Fax0536-32-1273 
休み：月(7・8 月を除く､祝日の場合は
次の平日)

お値打ちな宿泊料金で清潔､設備充実。
国宝犬山城がある犬山市にあって、日本
モンキーパーク・寂光院(もみじでら)ま
で徒歩 10 分。宿泊・研修・合宿にぜひ
御利用ください。
〒484-0091 犬山市大字継鹿尾字氷室 1
62-1 
☎0568-61-1111 
休み：年中無休 

園内には約
150 種類の薬
草やハーブを
植栽するとと
もに、体験薬
草農園での栽
培体験や薬草
やハーブにつ 

いて学べる講座の開催など、薬草につい
て、見て、体験して楽しんでいただける
施設です。
〒474-0038大府市森岡町9丁目319番

地 
☎0562-43-0021､Fax0562-43-0041 

 ﾒｰﾙ info@yakusouen.jp 
 HP http://www.yakusouen.jp 
休み：月(祝日の場合は次の平日)、12
/29～1/3 

障害のある方やその付き添いの方 1名は、個人利用に限り入場料が無料になる場合があります。詳しく

は各施設へお問い合わせください。 

あいち健康の森公園 ※

佐布里“水源の森” 

あいち健康の森健康科学総合センター 

健康宿泊館（あいち健康の森プラザホテル） 
愛・地球博記念公園 

（モリコロパーク）※

愛知県 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号

☎ 052-961-2111（代表） 

2020 年 7月発行 

 （特段の記載がない限り、2020 年 4 月 1 日時点の

情報に基づき作成）

編集・発行/愛知県政策企画局広報広聴課 

☎ 052-954-6169（ダイヤルイン）  

Fax 052-961-4016

油ヶ淵水辺公園 

あいち健康の森薬草園

犬山国際ユースホステル 

（リバーサイド犬山） 

本紙への御意見や視覚障害者向けの「音声コード版」を御希望の方は、愛知県広報広聴課☎052-954-6169 までお問い合わせください。

東三河ふるさと公園  

モリトピア愛知 


