
平成29年7月18日時点

公園名 イベント名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

ミニ盆栽と苔玉展
平成29年5月31日（水曜日）から7月3日（月曜日）
まで

服部緑地　都市緑化植物園 季節の恵みを小さな鉢に表現した日本独自の園芸文化の盆栽と苔玉を展示します。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習
会、展示会、プログラムへのご参加には入園
料210円が必要です。（中学生以下は無料）

しょくぶつえんの週末特別イベント版　「ガーデンヨガ&
ピラティス」

平成29年6月3日（土曜日）
午前10時30分から正午まで　※雨天中止

服部緑地　都市緑化植物園　芝生広場地
園内

ヨガと体感幹をきたえるピラティスの両方が体験できます。
※持ち物：ヨガの出来る服装、飲み物、タオルなど

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：30名（当日先着順）
申込：当日、午前10時20分までに、芝生広場
へお越しください。
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習
会、展示会、プログラムへのご参加には入園
料210円が必要です。（中学生以下は無料）

リサイクルフェア
平成29年6月4日（日曜日）
午前9時から午後5時まで

服部緑地　民家集落南広場 楽しくエコロジーなリサイクルフェア。掘り出し物、欲しいものをお得にゲットできるチャンス！
日本ガレージセール協会
06-6362-6322

第8回　GREEN×LOHAS FESTA 平成29年6月4日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

服部緑地　西中央広場
環境に関心のある関西の学生たちが企画・運営するイベント。「ロハス」をテーマにしたお店が多数出展します。リユース食
器や間伐材を使ったワークショップなど、気軽に楽しく学べるプログラムがいっぱい。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

空き缶でつくる多肉植物のハンギング 平成29年6月11日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

服部緑地　都市緑化植物園
空き缶をアレンジして絵を描いた器に、多肉植物を植え込んでいきます。
※持ち物：エプロン、軍手（ペンチや絵具を使います。）

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：材料費300円
定員：20名
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習
会、展示会、プログラムへのご参加には入園
料210円が必要です。（中学生以下は無料）

しょくぶつえんの育みサロン　「ベビーマッサージ」 平成29年6月14日（水曜日）
午前11時から正午まで

服部緑地　都市緑化植物園　ベビースタ
ジオ

植物園の中には、赤ちゃんとお母さんがゆっくりと過ごせるお部屋、ベビースタジオがあります。ベビーマッサージで赤ちゃ
んとの愛着関係を深めゆったりとした時間を一緒に過ごしましょう。
※持ち物：バスタオル、飲み物、いつものお出かけセット

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：参加費1000円
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習
会、展示会、プログラムへのご参加には入園
料210円が必要です。（中学生以下は無料）

しょくぶつえんの育みサロン　「音楽で赤ちゃんと遊ぼ
う」

平成29年6月15日（木曜日）
はいはいクラス　午前10時30分から午前11時20
分まで
よちよちクラス　午前11時30分から午後0時20分
まで

服部緑地　都市緑化植物園　第１スタジオ 緑に囲まれた植物園で歌ったりハンドベルなどの楽器で一緒にあそびましょう。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習
会、展示会、プログラムへのご参加には入園
料210円が必要です。（中学生以下は無料）

ラベンダースティック作りを楽しもう
平成29年6月17日（土曜日）
午前10時から午後0時30分まで　※雨天中止

服部緑地　円形花壇、ラベンダー畑横 ラベンダーの香りに包まれながら青空の下で、ラベンダースティック作り講習会。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：30名（先着順）
申込：5月29 日午前10時から受付開始

しょくぶつえんのパパフェスタ
平成29年6月18日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

服部緑地　都市緑化植物園

服部緑地都市緑化植物園に於いて「パパフェスタ」を開催します。日頃忙しいパパといっぱい遊ぼうスペシャルイベント。グ
ルメコーナー、ポニーに乗ってみよう、パパと体験、ファミリーキャンプ等など他にも楽しいことがてんこ盛りの「パパフェス
タ」にご家族、お友達とぜひお越しください。
内容：ポニーの乗馬体験、ファミリーキャンプ、おやつについて学ぼう！、水耕栽培の野菜の収穫、グルメコーナー

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：ブースにより異なる
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習
会、展示会、プログラムへのご参加には入園
料210円が必要です。（中学生以下は無料）

わくわく探検隊　「花を見て、ささ舟・きつねのお面など
を作って遊ぼう」

平成29年6月18日（日曜日） 服部緑地　こどもの楽園入口・売店横 クロガネモチやササの葉でささ舟やきつねのお面などを作ろう。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：30名

円形花壇でガーデンヨガ
平成29年6月21日（水曜日）
午前10時から午前11時30分まで

服部緑地　円形花壇内
国際ヨガの日に、みどりや花にかこまれて みんなでヨガを楽しみましょう！
※持ち物：ヨガの出来る服装、飲み物、タオルなど

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員50名（ヨガマットの無料貸し出しあり）
申込：当日の午前9時30分から午前9時50分
までの間に受付

星に願いを
平成29年6月24日（土曜日）から7月7日（金曜日）
まで
午前10時から午後4時まで

服部緑地管理事務所、レストハウス、都
市緑化植物園

備え付けの短冊に願い事を書いて笹に吊るし、願いが星に届くように祈ろう。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

7月1日、2日は先着20名様に笹のプレゼント

ファミリー自然教室　「木・草の違いはなんだろう？竹
コプターを作ろう」

平成29年6月24日（土曜日） 服部緑地　こどもの楽園入口・売店横 木と草の違いを観察しよう。そして竹コプターを作ろう。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

服部緑地でプールがオープンします！
平成29年7月1日（土曜日）から8月31日（木曜日）
まで
午前9時30分から午後6時まで

服部緑地　ウォーターランド
緑に囲まれたリゾート感いっぱいのプール です。緑の芝生と松林の中でくつろげるリゾート風のプールで、女性にも人気の
スポット。是非お越しください。

服部緑地ウォーターランド
06-6868-1357（開催期間中のみ）

星空ファミリーコンサート2017
平成29年8月27日（日曜日）
午後5時講演（午後4時会場）

服部緑地　野外音楽堂
2017年度の星空ファミリーコンサートは、センチュリー・ユースオーケストラ10周年記念センチュリー・ユースオーケストラ
&OBによる星空ファミリーコンサートを開催いたします。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：無料
定員：当日先着2,000名

円形花壇のヒマワリ 見ごろ：7月中旬から7月末頃まで 服部緑地　円形花壇
服部緑地円形花壇では7月中旬～8月上旬、１万本のヒマワリで南西側の花壇が覆い尽くされます。太陽に向かって咲く姿
は夏の女王の迫力満点です。暑さに負けない元気をぜひヒマワリから貰ってください。また、早朝の露を含んだ姿も一興で
す。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

ハスの見ごろ 見ごろ：6月下旬から8月上旬頃まで 服部緑地　山ヶ池、日本庭園
服部緑地では、子どもの楽園の東側に位置する山ヶ池の北側、日本庭園寄りでは6月～8月頃に水面を覆い尽くすハスが
見ごろとなります。ハスは開くときに「ポン」と音がするとか（諸説あります）。子どもの楽園横のデッキからの眺めは迫力満
点です。また日本庭園のスイレンも鮮やかな花びらの競演です。ハス、スイレンとも午前中の観賞がお勧めです。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

服部緑地

大阪府営公園　夏のイベント　2017

http://hattori.osaka-park.or.jp/


みのおこうえん自然観察会6月「梅雨だから会える生
きものたち」

平成29年6月11日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで
※荒天中止

集合場所：箕面公園昆虫館前

雨が多くじめじめっとした梅雨（つゆ）・・。でもそんな時こそ出会える生きものがいるよ！カエルや大きなカタツムリに会いに
きてね♪
内容：自然観察会
主催：箕面公園管理事務所・箕面公園昆虫館

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：参加費100円
定員：20名（小学生以下は保護者同伴要）
申込：平成29年5月1日より受付開始

大人ための　うめやしき寺子屋講座「ほたるの夕べ」
平成29年6月18日（日曜日）
午後6時30分から午後9時まで
※荒天中止

箕面公園　梅屋敷

オトナだって学びたい！でもプラスアルファな楽しみもほしい・・・。「うめやしき寺子屋講座」はそんな大人のための楽しみな
がら学べる講座です第１弾はこの季節ならではの－蛍－について。学んだあとは、川床音羽山荘で美味しいお食事をいた
だきます。夜も深くなるころ、箕面川沿いをホタルをたずねて散策します。
内容：自然観察会（川床食事付き）
主催：箕面公園管理事務所・箕面公園昆虫館

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：参加費3,000円（川床食事込み）
定員：30名
対象：大人
申込：：平成29年5月18日より受付開始

第32回サマーフェスタ箕面公園2017　～火と水と光の
祭典～

平成29年7月15日（土曜日）から8月31日（木曜
日）まで

「箕面公園夜間ライトアップ」
平成29年7月15日（土曜日）から8月31日（木曜
日）まで
日没から午後10時まで

「みのおキャンドルロード２０１７」
平成29年7月22日（土曜日）
午後7時から午後9時まで
※雨天中止

「箕面公園夜間ライトアップ」
箕面公園　滝道沿い、箕面大滝

「みのおキャンドルロード２０１７」
滝道沿い（箕面駅前から箕面大滝までの
各所）

恒例の箕面大滝ライトアップをはじめ、滝道の夜を幻想的に照らす「キャンドルロード」など夏の夜を彩ります。夕涼みをか
ねてカップルで、ご家族で！滝道そぞろ歩きはいかが♪
期間中は昆虫館の開館時間延長および火曜日も開館！
・開館時間：午前10時から午後6時まで（入館受付は午後5時30分まで）
※注意事項：暴風警報・土砂災害警戒情報などの気象警報発令時は公園閉鎖のため、ライトアップは中止です。

箕面市観光協会
電話番号：072-723-1885

料金：無料

みのおこうえん まちやまライブ at キャンドルロード
2017

平成29年7月22日（土曜日）
午後6時から午後9時まで
※雨天中止

箕面公園昆虫館前

幻想的なキャンドルの灯りが彩る滝道　さらにいろどる歌声とメロディ・・・　ジャンルのちがう3組が織りなす箕面の森。夜の
コンサート。
出演：　辻井あすか（ギター、ウクレレ弾き語り）　ほか
主催：メイプルハーツ箕面公園管理事務所

箕面市観光協会
電話番号：072-723-1885

観賞無料

みのおこうえん自然観察会　夏休み企画 「夏の朝　早
起き生きもの観察会」

平成29年7月30日（日曜日）
午前6時30分から午前9時まで
※荒天中止

集合場所：阪急箕面駅前

夜から森のレストランに集まっている虫たち、早起きの鳥たち。昼間とは違う生きものに出あえるかも。すがすがしい早朝の
森をめぐってみよう！
内容：自然観察会
主催：箕面公園管理事務所・箕面公園昆虫館

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：参加費100円
定員：30名（小学生以下は保護者同伴要）
申込：平成29年6月20日より受付開始

みのおこうえん自然観察会　夏休み企画「夏の夜　灯
りにあつまる虫たちをみてみよう」

平成29年8月6日（日曜日）
午後6時から午後9時まで
※荒天中止

集合場所：箕面公園昆虫館前
夜の箕面の森。どんな生きものたちがいるののかな？灯りにあつまってくる虫たちを調べてみよう。
内容：自然観察会
主催：　箕面公園管理事務所・箕面公園昆虫館

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：参加費100円
定員：30名（小学生以下は保護者同伴要）
申込：平成29年7月1日より受付開始

第21回　箕面の森の音楽会
平成29年8月26日（土曜日）
午後4時から午後9時まで
※雨天中止

瀧安寺前広場（箕面公園内）
～夏の夕暮れ 川のせせらぎ 箕面の森で 音楽を楽しみつつ しばし夕涼み～
内容：野外音楽ライブ
主催：箕面の森の音楽会実行委員会、メイプルハーツ箕面公園管理事務所

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：観覧無料

七夕の笹飾り
平成29年6月17日（土曜日）から7月6日（木曜日）
まで

寝屋川公園管理事務所　クラブハウス 七夕の短冊に願い事を書いて笹に結んでください。七夕終了後、願い事を書いた短冊は機物神社へ奉納します。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料

「自然の神秘」　～セミの羽化を観察しよう～ 平成29年7月22日（土曜日）
午後7時から午後9時まで

寝屋川公園管理事務所　会議室、現地
寝屋川公園において、「セミの羽化を観察しよう」イベントを実施します。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加くださ
い。
内容：公園管理事務所にて勉強会を実施。夜の公園で土から出てきて羽化をするセミを観察。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：親子40名（先着順）
申込：6月22日午前9時から、寝屋川公園管理
事務所の窓口・電話にて受付開始

作って遊ぼう！！
平成29年7月23日（日曜日）
午後1時から午後3時頃まで

寝屋川公園　中央広場噴水近く
寝屋川公園夏の名物！噴水があがる中央広場で水鉄砲を作って遊んでいただけます。同時にシャボン玉遊びもあります
よ！

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
申込：水鉄砲作りは、先着30個限定です。当
日の30分前より受付けします。シャボン玉遊
びは当日の午後1時より自由参加です。

夏の星空観察会
平成29年8月6日（日曜日）
午後7時から午後8時30分頃まで

寝屋川公園管理事務所前から芝生広場
へ

恒例となりました。寝屋川公園での星空観察会！　星のソムリエが今年もやってきます。大きな天体望遠鏡で月・土星・木
星を観ませんか

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
申込：7月6日から管理事務所にて受付開始
※お子様だけの参加は不可です。

花しょうぶ園開園

平成29年5月25日(木曜日)から6月25日(日曜日)
まで
午前9時30分から午後7時まで
※ライトアップの期間（6月3日(土曜日）から6月11
日（日曜日）まで）は、午後8時30分まで延長しま
す。

山田池公園　花しょうぶ園 140種10,000株のハナショウブが見られます。見頃にはライトアップも行いますので、ぜひお越しください！
山田池公園管理事務所
電話番号072-851-4761

料金：無料

初夏の俳句大募集 平成29年5月28日（日曜日）から6月11日（日曜
日）まで

山田池公園　パークセンター 山田池公園花しょうぶ園開園に伴い花しょうぶにちなんだ俳句を募集します。
山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

応募方法：応募用紙に記入して応募箱に投函
してください。
応募数：ひとり１句です。

農作業体験しません科　親子で楽しむジャガイモの収
穫体験会

平成29年6月18日（日曜日）
午前10時から正午まで

山田池公園　実りの里棚田 2月に植えた苗がどんなに大きくなっているか楽しみです。3歳児ぐらいから小学生以下の親子で収穫を楽しみましょう！
山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：ひと組300円
定員：20組の親子（先着順）
申込：山田池公園パークセンターの窓口・電
話にて受付（受付開始は未定）

星に願いを込めて
平成29年6月24日(土曜日)から7月6日(木曜日)ま
で

山田池公園　パークセンター
七夕の短冊に願い事を書いて笹に結んでください。七夕終了後、願い事を書いた短冊は機物神社へ奉納します。７月１日
から７月６日まで、毎日笹をプレゼントします。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：無料

朝顔展
平成29年7月29日（土曜日）から8月16日（水曜
日）まで
午前9時から午後4時30分まで

山田池公園　花しょうぶ園 大輪朝顔など約30品種50鉢を展示します。
山田池公園管理事務所
電話番号072-851-4761

料金：無料

山田池公園

寝屋川公園

箕面公園

http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/yamada/main.html
http://neyagawa.osaka-park.or.jp/
http://www.mino-park.jp/


深北緑地 ミズノテニススクール 平成29年7月から開催　全8回 深北緑地　テニスコート ミズノテニススクールを開校します。クラスが充実、ロケーションが最高の深北緑地でぜひテニスの腕を磨いてみよう。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：平日クラス9,200円　60分
　　　　土日クラス17,500円　90分
対象：各クラス12名（先着順）
申込：要申込（申込開始日未定）

ノルディックウォーク講習会　火曜日コース

平成29年6月6日（火曜日）、6月20日（火曜日）、7
月4日（火曜日）、7月18日（火曜日）、8月1日（火
曜日）、8月15日（火曜日）、9月5日（火曜日）
午前10時30分から正午まで

久宝寺緑地スポーツハウス

ノルディックウォークに挑戦してみませんか？インストラクターの指導のもと、今話題のノルディック・ウォークをしながら都会
の中の自然を再発見！全日本ノルディック・ウォーク連盟のインストラクターの指導のもと、ノルディック・ウォークで園内を
歩きます。参加料にポールの貸し出し料金も含んでいます。初めての方も是非この機会に試してみてください。
体を動かしやすい服装、靴でお越しください。帽子やタオル、水分補給の準備もお忘れなく。
※雨天中止の場合があります。管理事務所までお問い合わせください。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500円
定員：20名（先着順）

ノルディックウォーク講習会　木曜日コース

平成29年6月8日（木曜日）、6月22日（木曜日）、7
月13日（木曜日）、7月27日（木曜日）、8月10日
（木曜日）、8月24日（木曜日）
午前10時から正午まで

久宝寺緑地  スポーツハウス

ノルディックウォークで姿勢改善＆歩行能力ＵＰ！一生涯自分の足で歩くために転倒しにくい体づくりに取り組みましょう！
２本のポールを使った効果的な歩き方を（財）生涯歩行協会のインストラクターに教わります。参加者に合わせてロング・
ショートのコースを設け、ゆっくり歩きます。元気でも姿勢が気になる方、長い距離を歩けない方、足腰が痛い方、シルバー
カーやステッキの方、お気軽にご参加ください。
体を動かしやすい服装、靴でお越しください。帽子やタオル、水分補給の準備もお忘れなく。
※雨天中止の場合があります。管理事務所までお問い合わせください。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500円
定員：20名（先着順）

大阪ピンコロクラブ「うんどう教室」・「うんどう習慣日」

【うんどう教室】
平成29年6月10日（土曜日）、7月8日（土曜日）、8
月12日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

【うんどう習慣日】
平成29年6月24日（土曜日）、7月22日（土曜日）、
8月26日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

久宝寺緑地　北地区健康広場

介護に頼らない、自立した生活を送る為のお手伝いとして、生活にかかわりの深い4種類の運動に、準備運動、整理運動を
加えたうんどうプログラムを、トレーナーが指導致します。そして習慣日には、習慣化するために楽しくトレ－ナーと一緒に
質問しながら運動しましょう。おはよううんどう、つまずかないうんどう、かいだんうんどう、全身のびのびうんどうなど、いろ
いろな運動をトレーナーと一緒に楽しく運動をして体力づくりをしましょう。
体を動かしやすい服装、靴でお越しください。帽子やタオル、水分補給の準備もお忘れなく。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
申込：当日健康広場までお越しください。

みどり塾
平成29年6月18日（日曜日）、7月16日（日曜日）、
8月20日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

久宝寺緑地　ボランティアルーム
花とみどりのあらゆる知識を植物の専門家に年12回シリーズで教えていただきます。栽培から文化史、雑学まで楽しいお
話いっぱいです。心豊かな生活環境づくりを応援します。
内容：専門分野で活躍する講師達による植物や自然についての講演

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地管理事務所までお問い合わせく
ださい。
※当日参加も歓迎です。

レッツ久宝探検隊「自然工作」
平成29年6月25日（日曜日）
集合時間：午前9時30分
午前10時から正午まで

集合場所：久宝寺緑地　中地区　花の道
自然の材料を使った工作を楽しみましょう
内容：自然材料を生かした木工・クラフトの作成
体を動かしやすい服装、靴でお越しください。水筒、雨具、あればルーペ、虫めがねをお持ちください。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

当日参加も歓迎です。

久宝寺こうえんマルシェ

平成29年6月25日（日曜日）、7月23日（日曜日）、
8月27日（日曜日）
午前10時から午後4時まで
※毎月第4日曜日

久宝寺緑地　北地区　風の広場付近

地元の農業を応援したい！毎月第4日曜日は久宝寺こうえんマルシェを開催。久宝寺緑地の近郊をはじめ大阪府内の農
産物を提供します。新鮮な旬の野菜を味わってください。他にも街と里を繋ぐ品々がいっぱい。
内容：①マルシェの実施（大阪産（もん）、近郊農産物、無添加食品および加工品の販売
②アート、クラフト作品の展示および販売、その他の物販、ワークショップ
③福祉事業所の授産商品の販売

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地でプールがオープンします！

平成29年7月1日（土曜日）、7月2日（日曜日）、7
月8日（土曜日）、7月9日（土曜日）、7月15日（土
曜日）から8月31日（木曜日）まで
午前9時30分から午後6時まで
（入場は午後5時まで、遊泳は午後5時30分まで）
※7月16日（日曜日）以降の日曜日・祝日とお盆の
時期8月13日（日曜日）から8月16日（水曜日）は9
時開場です。

久宝寺緑地　プール 今年も地域に親しまれたプール、久宝寺緑地プールがオープンします。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

7月16日、17日、23日、30日、8月6日、11日、
13日、14日、15日、16日、20日、27日が9時開
場です。

七夕まつり

イベント１：ネットにしつらえた七夕飾りの掲揚
平成29年7月7日（金曜日）午前9時から、7月9日
(日曜日）午後5時まで
イベント２：短冊に願い事を書こう
平成29年7月2日（日曜日）午後1時30分から午後
3時まで

久宝寺緑地　中地区　花の道
久宝寺緑地の天の川に願いをかけてみませんか？
内容：花の道でネットを天の川にしつらえた七夕飾りを掲揚します。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

レッツ久宝探検隊「セミの羽化観察会」
平成29年7月22日（土曜日）
集合時間：午後6時30分
午後6時30分から午後8時まで

集合場所：久宝寺緑地管理事務所前

セミの生涯を知り、生態を学ぶと共に命の大切さを学ぶ。
内容：セミの幼虫が夕方穴から這い出し、木に登り羽化する様子を観察する。
備考：虫よけスプレー（必需）、長袖、長ズボン、水筒、雨具、タオル、帽子、ノート、あればカメラ、懐中電灯をお持ちくださ
い。
※体を動かしやすい服装、靴でお越しください。水筒、雨具、あればルーペ、虫めがねをお持ちください。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

久宝寺緑地で打ち水大作戦！
平成29年8月4日(金曜日）、8月18日(金曜日）
午後1時30分から午後2時30分まで

久宝寺緑地　中地区　硬式球場前
水鉄砲で戦闘開始！大人も子供もいらっしゃい。水鉄砲の貸し出しもあるよ。
内容：お家にある水鉄砲を持って集まって、みんなで水鉄砲合戦を行います。
※開催場所が変更になることがあります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

7月の花の見所　キバナコスモス 見ごろ：7月初旬から 久宝寺緑地　花の広場 花の広場の大きな花壇でキバナコスモスが公園をオレンジ色に彩ります。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地

http://www.fukakitaryokuchi.jp/
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top


夏休み親子工作（ひょうたんを使って工作をしよう）
平成29年7月29日（土曜日）(予定）
午前10時から午前11時30分頃まで

枚岡公園　森の工作室
枚岡公園で、栽培したヒョウタンを使って工作を行います。
内容：ヒョウタンを使って親子で楽しく工作を行います。

枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

料金：100円（保険料）
定員：15名（先着順）
申込：7月15日から枚岡公園管理事務所で電
話にて受付開始

夏休み親子工作（竹を使って工作をしよう）
平成29年8月26日（土曜日）(予定）
午前10時から午前11時30分頃まで

枚岡公園　森の工作室
枚岡公園で、夏休み親子工作を行います。
内容：枚岡公園にて間伐した竹を使って親子で工作を行います。

枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

料金：100円（保険料）
定員：15名（先着順）
申込：8月15日から枚岡公園管理事務所で電
話にて受付開始

6.7月の花の見所　アジサイ 見ごろ：6月下旬から7月上旬まで 枚岡公園園内 園内各所でアジサイが見ごろを迎えます。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

ボリューム満点 初夏のあじさい巡り！！ 見ごろ：6月上旬から7月上旬まで
長野公園　「奥河内あじさい公園」（河合
寺地区）、「奥河内さくら公園」（長野地区）

長野公園「奥河内あじさい公園」（旧称：河合寺地区）では、2,000株以上のアジサイと500株以上のガクアジサイを楽しむこ
とができます。斜面に広がる鮮やかな「蒼」と淡い「桃」の色で、来園者の皆さんの目を楽しませてくれます。
また、管理事務所がある奥河内さくら公園（旧称：長野地区）にもアジサイ園が設置されており、セイヨウアジサイ、ガクアジ
サイ、ヒメアジサイなど、併せて1,000株以上のアジサイを堪能することができます。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

料金：無料

自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」でキャン
プをしよう！！

夏の期間中もオープンしています
長野公園　奥河内天野キャンプの森（天
野山地区）

府営公園で唯一キャンプが楽しめる長野公園。野営訓練や、各種サークルのバーベキューなど、様々な形でご利用いただ
いています。奥河内天野キャンプの森(旧称：天野山地区)では２サイトのキャンプ場があり、それぞれ広々とした敷地でキャ
ンプやバーベキューを楽しむことができます。（1サイトおよそ30名程度でご利用できます）
緑の生い茂る新鮮な空気の中で、夏休みのひと時を過ごすのはいかがでしょうか？

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

料金：3500円（1サイト1日）
申込：キャンプ場は事前予約が必要（2ヶ月前
から2日前まで受付。ただし、連泊の場合は、
その希望される初日の2ヶ月前までに受付が
必要。）
受付：長野公園管理事務所
※予約の際には、押印が必要となりますの
で、必ず、印鑑をお持ち下さい。
※料金の支払いは、利用する当日に、長野公
園管理事務所にて支払いに来てください。

川は生き物パラダイス♪　石川で魚とりをしよう！①

平成29年7月9日（日曜日）
午前9時30分から午前11時まで
集合時間：9時30分までに長野公園管理事務所前
に集合

長野公園管理事務所前　石川 長野公園の前を流れる石川で魚や水生昆虫などのとり方を学びながら生き物の観察会を行います。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772
メール：nagano@toshi-kouen.jp

料金：無料
定員：先着10名（子ども）
対象：小学生以上（2年生以下は保護者同伴）
申込：6月12日（月）から長野公園管理事務所
まで電話またはメールにて受付開始

川は生き物パラダイス♪　石川で魚とりをしよう！②

平成29年8月6日（日曜日）
午前9時30分から午前11時まで
集合時間：9時30分までに長野公園管理事務所前
に集合

長野公園管理事務所前　石川 長野公園の前を流れる石川で魚や水生昆虫などのとり方を学びながら生き物の観察会を行います。
長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772
メール：nagano@toshi-kouen.jp

料金：無料
定員：先着10名（子ども）
対象：小学生以上（2年生以下は保護者同伴）
申込：7月10日から長野公園管理事務所まで
電話またはメールにて受付開始

七夕ササ飾り作り
平成29年7月2日（日曜日)
午後12時30分から午後3時まで

錦織公園　河内の里・里の家 七夕に願いを込めて☆河内の里で折り紙のササ飾り作りをしませんか？
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：200円
定員：15名（現地先着順）
対象：どなたでも（小学3年生以下は保護者の
同伴が必要です)
河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

藍の生葉染め体験
平成29年7月29日（土曜日）
午前10時30分から正午まで

錦織公園　河内の里・里の家
ハンカチを空色に染めよう！藍の生葉染め体験をしてみませんか。
内容：絹ハンカチの絞り染め

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：600円
定員：先着10名
対象：小学生以上
申込：6月29日から錦織公園管理事務所、窓
口及び電話にて受付開始
河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

季節の寄せ植えづくり教室（フラワーポットづくり）
平成29年8月6日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

錦織公園管理事務所
花の解説と季節に合った寄せ植えづくりを楽しんでいただけます。作っていただいたフラワーポットは、お持ち帰り出来ま
す。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：1,000円（苗と鉢つき）
定員：先着10名
対象：13歳以上
申込：7月6日から錦織公園管理事務所、窓口
及び電話にて受付開始

森の実習隊
平成29年8月19日（土曜日）
午前10時から正午まで

錦織公園管理事務所 里山の管理を実習で体験します。樹林の伐採を行います。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：先着10名
対象：18歳以上
申込：随時錦織公園管理事務所、窓口及び
電話にて受付開始

6月の花の見所　アジサイ 見ごろ：6月上旬から 錦織公園　桜木の里・里の家 桜木の里や河内の里で､アジサイが見ごろを迎えます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

6月の花の見所　キンシバイ 見ごろ：6月上旬から 錦織公園　中の谷 中の谷で､キンシバイが見ごろを迎えます！
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

7月の花の見所　ハス 見ごろ：7月中旬から 錦織公園　河内の里 河内の里でハスの花が見ごろをむかえます！
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

8月の花の見所　ワタ 見ごろ：8月初旬から 錦織公園　河内の里 河内の里でワタの花が見ごろをむかえます！
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

長野公園

枚岡公園

錦織公園

http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top
http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/hiraoka/main.html
http://nishikori-park.jp/


水辺の教室
～ＤＮＡでみる歴史～

平成29年6月25日（日曜日）
午前9時から午前11時30分まで

石川河川公園管理事務所　会議室 土井修市氏（元近畿大学医学部助教授）による「DNAでみる歴史」についての講座＆自習室として会議室を開放します。
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

参加無料
申込不要

石川で魚とりをしよう
　「魚取り初級編」

平成29年8月5日（土曜日）
午前9時45分から午前11時15分まで

石川河川公園　古市スポーツ広場地区 お魚の取り方のレクチャーしてもらい、川に実際に入って魚取りをしよう！捕まえた生き物を調べたり、教えてもらおう！
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

料金：500円（子ども）、200円（大人）
定員：20名（子ども）
要申込、随時申込受付中

石川で魚とりをしよう
　「みんなで巨大四つ手網体験！」

平成29年7月17日（月曜日・祝日）、7月29日
（土）、8月26日（土）
いずれも午前9時45分から午前11時15分まで

石川河川公園　星の広場地区
お魚の取り方のレクチャーしてもらい、川に実際に入って四つ手網で魚取りをしよう！捕まえた生き物を調べたり、教えても
らおう！

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

料金：500円（子ども）、200円（大人）
定員：20名（子ども）
要申込、随時申込受付中

石川にぎわいまつり
平成29年7月23日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

石川河川公園　駒ヶ谷地区 水遊びをして暑さを吹っ飛ばそう！ムーンカートで風を切って走ろう！
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

参加無料
申込不要

住之江公園 住之江公園でプールがオープンします！
平成29年7月15日（土）から8月31日（木）まで
午前9時から午後5時30分まで（入場は午後5時ま
で）

住之江公園　プール 都会のオアシス「住之江公園プール」がオープンいたします。きれいな水の屋外プールで元気いっぱいに泳ぎましょう！
住之江公園管理事務所
電話番号06-6685-9521

すみすみマルシェ

平成29年6月24日（土曜日）、7月22日（土曜日）、
8月26日（土曜日）
午前10時から午後4時まで
※毎月第4土曜日開催の予定

住吉公園　花と水の広場
住吉公園において、「すみすみマルシェ」を実施します。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
内容：マルシェの実施（主に大阪産の有機およびエコ農産物、無添加食品の販売）、アート、クラフト作品の展示および販
売、その他の物販、ワークショップ、音楽演奏

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

6月の花の見所　アジサイ 見ごろ：6月上旬から 汐掛道等 汐掛道等で､アジサイが見ごろを迎えます。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

6月の花の見所　キンシバイ 見ごろ：6月上旬から 野球場西側 野球場西側で､キンシバイが見ごろを迎えます。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

七夕まつり　～星に願いを～
平成29年7月1日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

浜寺公園　中央エントランス及びプール付
近

織姫と彦星が出会う年に一度の素敵な日です。みなさんも短冊にお願いごとを書いて、星に願いを込めてみませんか？
内容：来園している子どもたちを対象に、手作り短冊に願い事を書いていただき、設置されている笹へ折り紙等と一緒に飾
りつけを行う。

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

申込不要（当日自由参加）

浜寺公園でプールがオープンします！
平成29年7月1日（土曜日）、7月2日（日曜日）、7
月8日（土曜日）、7月9日（日曜日）、7月15日（土
曜日）から8月31日（水曜日）まで

浜寺公園　プール
昭和38年から続く歴史あるプールです。
他にはない松林に囲まれた広大な敷地の中で、4種類のプールを満喫しましょう！

（プール期間外）
浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

（プール期間中）
浜寺公園プール事務所
電話番号：072-261-8745

石川河川公園

浜寺公園

住吉公園

http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top
http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/ishikawa/main.html
http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/hamadera/main.html
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top


展示会「香りを楽しむハーブ展」
平成29年5月26日（金曜日）から6月5日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 色々なハーブをさわって、その香りを楽しみましょう！　最終日は１６時までの展示
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会「挿し木でハーブを育てよう！」
平成29年6月4日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 ハーブのお話と、ミントとローズマリーの挿し木をします。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

季節の植物紹介「アジサイの紹介」 平成29年6月8日（木曜日）から6月12日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 様々なアジサイのお花をご紹介します。アジサイの知識を深めましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会「あじさいの楽しみ方・管理方法」
平成29年6月11日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 アジサイの基礎知識や挿し木、栽培についての話をします。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

展示会「観葉植物と百年の森活動展」 平成29年6月14日（水曜日）から7月3日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 家庭で楽しめる観葉植物と大泉緑地の「百年の森づくり」活動を紹介。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

リサイクルフェア
平成29年6月18日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

大泉緑地　わんぱくランド 家庭内の不用品をリサイクル。思わぬ掘り出し物が見つかるかも。
大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

入場無料

講習会「はじめてのスケッチ」
平成29年6月18日（日曜日）
午前10時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室
風景スケッチのポイントとは？下書きや水彩の透明感ある塗り方をマスターしましょう。午前または午後のみの参加も可。
（申し込みの際、お申し出ください。）完成した作品は展示会「「大泉を描く」　スケッチ作品展」に出展します。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会「コケ玉の作り方・育て方・楽しみ方」 平成29年6月25日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 コケ玉で素敵なお部屋に！！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

展示会「「大泉を描く」　スケッチ作品展」
平成29年7月5日（水曜日）から7月17日（月曜日・
祝日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 ６月１８日に行われるスケッチ講習会受講生及び会員の作品を展示。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会「吊りしのぶで涼しい夏を！」 平成29年7月9日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 吊りしのぶを作って、涼しげな風情を楽しみ暑い夏をのりきろう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

展示会「大泉緑地の木々たちと百年の森活動展」
平成29年7月19日（水曜日）から8月14日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 大泉緑地の樹木や枯れ木や間伐材の活用について紹介。＊最終日は１６時までの展示
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会「メダカとデンジソウの水鉢づくり」
平成29年7月23日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 親しい小魚メダカと水生シダの仲間デンジソウを育ててみよう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会「木のカレンダーを作ろう♪」 平成29年7月29日（土曜日）
午後1時30分から午後4時まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 間伐材や木の実を使って、毎月はりかえて使う木のカレンダーを作ります。（木を切るなどの危険な作業はありません。）
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会「親子で楽しむ昆虫教室」
平成29年7月30日（日曜日）
午前10時30分から午後0時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 親子で楽しめる昆虫のあれこれ！！楽しい発見があるかも！一緒に楽しく学びましょう♪
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

大泉緑地の夏を遊ぼう！
平成29年8月6日（日曜日）
午前10時から午後2時まで

大泉緑地　ひつじ広場前　樹林地
どんぐりなどを使った工作や、アート作品の展示昔遊びなど様々な体験ができます。
ぜひ、遊びに来てください。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

展示会「水辺の生きもの展」 平成29年8月17日（木曜日）から8月28日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室
水辺には魚や水草・プランクトンなど、生きものたちがいっぱい！
大泉池、加呂登池、頭泉池に生息している生きものたちを紹介します。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

季節の植物紹介「アサガオの紹介」
平成29年8月2日（水曜日）から8月28日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 アサガオについてパネルで紹介。季節の花アサガオの知識を深めましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会「ハスでモビール作り」
平成29年8月20日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 ハスの花托を使って風に揺れるモビールを作ってみよう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会「加呂登池の生きもの達と出会おう！」 平成29年8月27日（日曜日）
午前10時から正午まで

大泉緑地　加呂登池 水の中は生きものがいっぱい。いっしょに調べてみましょう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

6月の花の見所　アジサイ 見ごろ：5月下旬から6月下旬まで 大泉緑地　水流、こもれびの庭付近 水流、こもれびの庭付近で､アジサイが見ごろを迎えます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

7月の花の見所　ハス 見ごろ：6月下旬から8月上旬まで 大泉緑地　大泉池 大泉池でハスの花が見ごろをむかえます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

8月の花の見所　サルスベリ 見ごろ：7月中旬から9月中旬まで 大泉緑地　緑道、大パーゴラ南園路沿い 園内各所でサルスベリの花が見ごろをむかえます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

大泉緑地

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/main.html


第11回　あじさいフェア
平成29年6月11日（日曜日）
午前10時30分から午後3時まで

蜻蛉池公園　あじさい園

斜面一面に咲き誇るアジサイを眺めながらの「呈茶コーナー」や「アジサイの挿し木教室」を開催します。約40種、1万株の
アジサイの花に囲まれて、ゆったりとした時間を過ごしてみませんか？
内容：呈茶コーナー：①午前10時30分から、②午後1時30分から、アジサイの挿し木教室：①午前11時から、②午後2時から
※開催時間、内容は一部変更になる場合があります。
※天候等諸事情により、中止または内容・スケジュールが変更になる場合があります。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料（呈茶コーナーは1人300円）
定員：呈茶コーナー（各70名）、挿し木教室
（各20名）
申込：不要（当日現地受付先着順）

PETロケットを飛ばそう!!!
平成29年7月30日（日曜日）
午前10時から正午まで

蜻蛉池公園　大芝生広場

ペットボトルの廃材を持ち寄って、みんなでロケットを工作します。羽の形や重りの位置を工夫すれば、ロケットの性能は無
限大！あなただけのオリジナルPETロケットを作ってみませんか？できあがったPETロケットを大芝生広場へと発射！飛距
離測定会をおこないますよ♪夏休みの自由研究や科学実験にも是非どうぞ！
内容：ペットボトルでロケットづくり。発射台からロケットを試射。
※開催時間、内容は一部変更になる場合があります。
※天候等諸事情により、中止または内容・スケジュールが変更になる場合があります。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：500円
定員：30名
対象：年齢制限なし（小さなお子様は保護者
同伴）
申込：6月30日（金曜日）より、公園管理事務
所にて受付

KISHIWADAウォーターフェス2017
平成29年8月6日（日曜日）
午前10時から午後3時30分まで

蜻蛉池公園　大芝生広場

真夏の大芝生広場で水遊び大会？！岸和田青年会議所が蜻蛉池公園でウォーターフェスを開催します。特設の「ウォー
タースライダー」をはじめ、水鉄砲や水風船で撃ち合い投げ合いをして楽しむ「ウォーターバトル」など。飲食や物販ブースも
あります。夏休みの一日、是非、蜻蛉池公園でお楽しみ下さい。
内容：・ウォータースライダー（対象：体重50kg未満）。ウォーターバトル（対象：⒑才以上。6才以上は保護者同伴で可）。飲
食物販ブース。など
※開催時間、内容は一部変更になる場合があります。
※天候等諸事情により、中止または内容・スケジュールが変更になる場合があります。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料（飲食物販ブースは有料）
対象：ウォータースライダー：体重50kg未満
ウォーターバトル：10才以上。6才以上は保護
者同伴で可。
申込：当日、現地にて受付（先着順）

二色の浜公園 七夕飾り
平成29年7月1日（土曜日）から7月7日(金曜日）ま
で
午前9時から午後5時まで

二色の浜公園　沢地区：中央休憩所
脇浜地区：スポーツハウス事務所
海浜緑地：海浜緑地事務所前

笹・短冊・七夕笹飾りを作り、来園者の方や二色の浜公園の傍にある脇浜保育園の園児の方に短冊に願い事を書いてい
ただきます。
七夕終了後、短冊は脇浜戎大社へ奉納いたします。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

料金：無料

第１回優雅なアフタヌーンティーとボランティア体験の
すすめ

平成29年6月16日(金曜日)
午後1時30分から午後3時30分まで

りんくう公園　総合休憩所3Ｆ
りんくう公園にある花海道（花壇）で、ちょっと草抜きのボランティアをしてみませんか？みんなで作業をした後は、アフタ
ヌーンティーを楽しみましょう。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：300円
定員：12名
対象：なし
申込：要(5月15日から受付)

七夕飾り　短冊に願いを！！ 平成29年6月下旬から7月7日（金曜日）まで りんくう公園　内海砂場 りんくう公園で七夕祭りを楽しもう！
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：無料
申込不要

野外ライブ（レゲエ） 平成29年7月9日(日曜日) りんくう公園　シンボル緑地　石舞台 園内石舞台でレゲエライブ！みんなで盛り上がりましょう！
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：無料
申込不要

水でっぽうを作って遊ぼう！ 平成29年8月6日（日曜日） りんくう公園　夕日の見える丘 りんくう公園で水でっぽうを作って、暑い夏を吹っ飛ばそう。
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：無料
定員：20名
対象：子ども
申込：当日現地

（仮）内海で遊ぼう！（内海なぞときゲーム） 平成29年8月19日（土曜日） りんくう公園　内海・総合休憩所３Ｆ 内海に生息する生き物をゲームを交えて観察します。どんな生き物が発見できるかお楽しみ！
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：無料
定員：先着15組（大人1名につき子ども2名ま
で）
対象：親子
申込：要(1ヶ月前から)

花火大会 平成29年8月26日（土曜日） りんくう公園　シーサイド緑地 海辺での花火大会をお楽しみください。
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：無料
申込不要

第11回　親子しぜん体験会
平成29年6月4日（日曜日）
午後1時から午後3時まで

せんなん里海公園　しおさい楽習館周辺

しおさい楽習館やさとうみ磯浜で、親子で、海の生きものにふれあいながら楽しくゲームをします。みなさまお誘いあわせの
うえ、ぜひご参加ください。
内容：
・事前に海の中に仕掛けを入れておき、カゴを引き上げて、中に入っている生きものを観察します。
・親子で気軽に、楽しく学べるようにゲーム風にしたイベントです。
・テーマは「しおさい楽習館で遊んで、さとうみ磯浜の生き物に会いにいこう」です。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：無料
定員：20名（先着順）
申込：平成29年5月15日（月曜日）からせんな
ん里海公園管理事務所で窓口・電話にて受
付

みんなの願いがかなうといいね。七夕飾り
平成29年7月1日（土曜日）から7月7日（金曜日）ま
で

せんなん里海公園　しおさい楽習館 一般の方々から書いたいただいた「願いごと」を笹につけて、しおさい楽習館に展示します。
せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：無料
※短冊は自由に書いて取り付けることができ
ます。

ときめきビーチフェスタ
平成29年8月27日（日曜日）
午前9時から午後4時まで

せんなん里海公園潮騒ビバレー周辺
ビーチサッカー・ビーチフラッグ・バスケットやいろいろなビーチゲームや物品販売など、夏のお祭りを開催します。ぜひ参加
してください。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：各ゲームに応じて料金設定あり
定員：なし

海藻おしばをつくろう！ 毎月第3火曜日
午前10時から午後2時まで

せんなん里海公園　しおさい楽習館
ワカメやヒジキ、海苔などわたしたちの食卓には欠かせない海藻で色とりどりの繊細な形でアートフルな作品を作成しま
す。
作品は、後日ラミネートにして郵送します。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：材料費（ハガキ1枚またはしおり2枚は
100円。Ａ4サイズは300円。）
定員：30名
申込不要

せんなん里海公園

りんくう公園

蜻蛉池公園

http://www.nishikinohama.com/index.html
http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/main.html
http://rinku.osaka-park.or.jp/
http://tonboike.osaka-park.or.jp/


ササユリ鑑賞と園内散策
平成29年6月4日（日曜日）
（１）午前10時から正午まで
（２）午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
パーククラブでは、泉佐野市の市花である希少なササユリの保護・育成に取り組んでいます。そんなササユリも鑑賞しなが
ら、パーククラブと一緒に園内を歩きませんか？ササユリに関する取り組みもはもちろん、公園の魅力も紹介します。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料
定員：各回20名
申込：当日午前9時30分より先着順で受付

えんづくりプログラム
紙芝居「はらぺこあおむし」

平成29年6月4日（日曜日）
午後0時30分から午後1時まで

泉佐野丘陵緑地内 演劇活動をしているボランティアが紙芝居をします。食いしん坊のあおむしが、大きくなっていく姿を楽しみましょう！
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料

ぴか☆スコと一緒に 樹上へ GO!
平成29年6月17日（土曜日）
午前11時から午後2時30分まで

泉佐野丘陵緑地内
自分で装飾した、ぴか☆スコ（※テレイドスコープ）と一緒に「えん」内や「樹上」へGO!しちゃいましょうー！「樹上」へは、樹
上体験専用のロープやハーネス（安全帯）などの道具を利用します。
※覗いた景色を万華鏡模様に映し出すもの

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：1組1,000円（小学生とその保護者の2名
で1組）
定員：3組
申込：6月7日午後3時までに申込必要（申込
多数の場合抽選）

竹工作体験！水鉄砲づくり
平成29年7月8日（土曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
パーククラブでは、公園にある豊富な竹の活用に取り組んでいます。今回は竹工作として、竹の水鉄砲づくりに取りくみま
す!お子さんでも 簡単に作れるので、ぜひ親子でご参加ください。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：1家族300円
定員：10家族
申込：6月28日午後3時までに申込必要（申込
多数の場合抽選）

トマトとスイカの収穫体験
平成29年7月16日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
パーククラブでは、園内にあった棚田跡地の再生に取り組んできました。その名も「レンジャー棚田」。この棚田にある畑で、
今回はトマトとスイカを収穫&試食します!

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：300円
定員：20名
申込：7月5日午後3時までに申込必要（申込
多数の場合抽選）

えんづくりプログラム
マシュマロ♪クッキー♪キャンディなピックで多肉を寄
せ植えしちゃおう～

平成29年7月22日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
多肉植物の寄せ植えと樹脂粘土でお菓子のピックをつくります。カラフルなピックをいっぱいさした小さな多肉の寄せ植え
を、バスケットに入れてかわいく飾りましょう！

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：700円
定員：10名（小学生未満は保護者同伴）
申込：7月13日正午までに申込必要（申込多
数の場合抽選）

夏の昆虫観察会
平成29年7月23日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
21世紀にオープンした19番目の府営公園、泉佐野丘陵緑地において、大阪府立大学から平井規央先生をお招きして、昆
虫観察会を行います。どんな夏の昆虫がみつかるかな？ぜひ、ご参加ください！

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料
定員：20名
申込：7月13日午後3時までに申込必要（申込
多数の場合抽選）

えんづくりプログラム
～夏休み工作体験～
親子で楽しむ妖精の住む森づくり

平成29年7月30日（日曜日）
午後1時から午後5時まで

泉佐野丘陵緑地内
森に住む妖精たちのことを想像しながら彼らの家やドアを作りましょう！森の中に設置して写真撮影もおこないます。みなさ
んで妖精の森を再現してみませんか？

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：650円
定員：10名（小学4年生以下は保護者同伴）
申込：7月20日正午までに申込必要（申込多
数の場合抽選）

えんづくりプログラム
屋外展示「妖精の住む森」

平成29年7月30日（日曜日）から8月13日（日曜
日）まで
午前9時30分から午後4時30分まで（最終日は正
午まで）

泉佐野丘陵緑地内
森に住む妖精たちのことを想像しながら製作した家やドアを森の中に設置します。妖精の住む森で写真撮影などしてゆっく
りとお楽しみください。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料
自由に見学

アゲハチョウを育てよう
平成29年8月5日（土曜日）、19日（土曜日）、26日
（土曜日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内

自宅で、約20日間かけてキアゲハを飼育していただきます。初日(1)に、チョウの卵(または幼虫)のついた食草をお渡しし、
育て方をお教えします。中間報告会(2)では皆さんの相談に乗り、最終報告会(3)で はみんなで観察記録を完成させます。
※(1)(2)は必須参加、2はできれば参加してください。 ※2で食草を補充できますが、参加できない場合は別日にパークセン 
ターで餌をお渡しできます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：200円
定員：15名
申込：7月26日（水曜日）午後3時までに申込
必要（申込多数の場合抽選）

園路・竹林の整備体験
平成29年8月20日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
コラボレーション区域にある園路や広場、竹林は、パークレンジ ャーが日ごろの管理と整備に取り組んでいます。今回はハ
ー゚クレンジャーのサポートのもと、竹林の間伐や園路づくりを体験することができます。 竹を切ってみたい!たくさん体を動か
したい!という方はぜひご参加ください！

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料
定員：10名
申込：8月19日（土曜日）午後3時まで（先着
順）

夏休み親子で竹工作体験！
平成29年8月26日（土曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
パーククラブでは公園にある豊富な竹の活用に取り組んでいます。公園の竹を使った工作（竹ぽっくり、竹とんぼ、竹カスタ
ネットのうちどれか）をつくって遊びませんか？ぜひ、ご参加ください！※作業用手袋持参

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：200円／組
定員：12組（小学生とその保護者で1組）
申込：8月16日（水曜日）午後3時までに申込
必要（申込多数の場合抽選）

えんづくりプログラム：お花サロン
タオルで爽やかなブルーデージーのアレンジメントを
つくろう

平成29年8月27日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
タオルマフラーを使って爽やかなブルーデージーの花をつくります。つくった花をワイングラスにアレンジしてオリジナル作品
に仕上げます！

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：850円
定員：15名
申込：8月17日（木曜日）正午までに申込必要
（申込多数の場合抽選）

　　　↑　各府営公園の名前をクリックすると、公園のホームページにリンクします！

泉佐野丘陵緑地

http://izumisano-kyuryo.jp/

