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公園名 イベント名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

サンタワールド　2017 in しょくぶつえん
平成29年11月23日（木曜日・祝日）から12月25日
（月曜日）まで
午前10時から午後5時まで

服部緑地都市緑化植物園 木の実でつくったクリスマスツリーや手づくりのミニサンタがいっぱいです。
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）

都市緑化植物園講習会　「Myサンタ&松ぼっくりの
ツリーづくり」

平成29年12月3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 枝や大王松の松ぼっくりを使ってミニサンタとツリーをつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

募集人数：30名
受付開始：平成29年11月12日（日曜日）から
材料費：500円
持ち物：手袋、ハサミ、持ち帰り用の袋
※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）

しょくぶつえんのガーデンヨガ

平成29年12月4日、18日、平成30年1月15日、29
日、2月5日、19日
（いずれも月曜日）
午後2時から午後3時30分まで

服部緑地都市緑化植物園
芝生広場他園内または第1スタジオ

緑の空気をいっぱい吸い込んでヨガで心も体もリラックスしましょう。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：20名
受付開始：【12月分】平成29年11月11日（土曜日）、【1月
分】平成29年12月20日（水曜日）、【2月分】平成30年1月
11日（木曜日）
対象：16歳以上の方
持ち物：ヨガのできる服装・飲み物
※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）

都市緑化植物園講習会　「クリスマスのテーブル
リースづくり」

平成29年12月10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 クリスマスのテーブルを彩るキャンドルリースをつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

募集人数：24名
受付開始：平成29年11月18日（土曜日）から
材料費：1,000円
持ち物：手袋、ハサミ、持ち帰り用の袋
※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　「木の実を探し、ダーツをしよう」
平成29年12月10日（日曜日）
午後1時30分から午後3時頃まで

服部緑地　子どもの楽園入口・売店横 さまざまな木の実やドングリ拾いを行い、ダーツをして遊びます。オナモミダーツもできるよ！
わくわく探検隊
電話番号：090-7111-4050

受付：開催時間30分前から

ファミリー自然教室　「観察：常緑樹ってなあに？
工作：クリスマス飾りをつくろう」

平成29年12月16日（土曜日）
午前10時15分から午後2時30分まで

服部緑地　子どもの楽園入口・売店横
観察では、冬になっても葉が緑で落ちない木を見てみよう。
工作では、木の実を用いてリースのようなクリスマスの飾りなどを作ったりします。

服部緑地管理事務所内　服部緑地ファ
ミリー自然教室
電話番号：06-6862-4945

受付：開催時間中随時
募集定員：先着105名

都市緑化植物園講習会　「ミニ門松をつくりましょ
う」

平成29年12月16日（日曜日）
(1)午前10時30分から正午まで
(2)午後1時30分から午後3時まで

服部緑地都市緑化植物園 松・竹・梅やハボタンをあしらい、お正月飾りをつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

募集人数：各回10名
受付開始：平成29年11月26日（日曜日）から
材料費：800円
持ち物：手袋、持ち帰り用の袋
※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12月21日、平成30年1月18日、2月15日
（いずれも第3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

緑で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

定員：各クラス15組
対象：はいはいクラス（生後6か月から11か月）の親子、よ
ちよちクラス（1才から18か月）の親子
受付開始：各回１か月前の同日（休園日の場合は翌日）
※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）

しょくぶつえんで子育てママのためのフラワーセラ
ピー

平成30年1月24日（水曜日）
午前10時30分から正午まで

服部緑地都市緑化植物園
第１スタジオ

お花に触れると心が癒されますよ～。育児で忙しい毎日、自分で選んだお花をアレンジしてゆとりあるひと時を一緒に過ご
しましょう。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：32名
受付開始：平成29年12月13日（月曜日）から
対象：2歳までのお子様をお持ちのママ
※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）

都市緑化植物園講習会　早春の寄せ植えづくり
平成30年1月28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 パンジーや金魚草などを使って、春色のかわいい寄せ植えをつくりましょう。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

募集人数：20名（材料がなくなり次第終了）
受付開始：平成30年1月7日（日曜日）から
材料費：1,000円
持ち物：持ち帰り用袋
※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）

都市緑化植物園講習会　多肉植物で作るウェルカ
ムボード

平成30年2月4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 木の板に接着性のある土で多肉植物をレイアウトした作品をつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

美醜人数：24名
受付開始：平成30年1月14日（日曜日）から
材料費：1,000円
持ち物：エプロン・手袋
※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）

服部緑地防災ハイキング
平成30年2月11日（日曜日・祝日）
午前11時から午後1時まで
※雨天決行・荒天中止

服部緑地バーベキュー広場（バーベックマ
ルシェ）

防災スタンプラリーやクイズ、火おこし体験、炊き出しの試食など、防災を楽しく学ぶイベントです。
非常食のプレゼントもあります。この機会に防災を身近に感じてみては？

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

受付：当日申込み
・防災スタンプラリー（受付時間：午前11時から正午まで
随時、受付場所：バーベックマルシェ入口　※先着250
名）
・防災クイズ（開催時間：午前11時30分から、午後0時30
分から　※景品は合計50名様へ進呈）
・火おこし体験（開催時間：午前11時から）
・炊き出し（開催時間：正午から午後1時まで　※防災スタ
ンプラリー参加者限定）
料金：無料

しょくぶつえんの育みサロン
「子どものためのバレンタイン花育教室」

平成30年2月12日（月曜日・祝日）
午前10時30分から正午まで

服部緑地都市緑化植物園
第１スタジオ

器の飾りつけから、お花のアレンジまで、自分で作ったフラワーアレンジメントを大好きな人にプレゼントしましょう！
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：32名
受付開始：平成30年1月10日（水曜日）から
材料費：800円
対象：3歳～中学生まで
※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）

しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室 平成30年2月23日（金曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

服部緑地都市緑化植物園
第１スタジオ

緑に囲まれたスタジオで、ゆったりと心と体をときほぐしましょう。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：20名（お子様連れの場合は生後12ヶ月まで）
受付開始：各回1か月前の同日（休園日の場合は翌日）
持ち物：ルームシューズまたは厚手の靴下・動きやすい
服装・飲み物
※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）

花の見所（見ごろ）情報 冬の時期（12月、1月、2月） 服部緑地都市緑化植物園

冬の服部緑地都市緑化植物園では、以下の花が見頃を迎えます。
12月：サザンカ
 1月：ロウバイ、ニホンズイセン
 2月：マンサク、スノードロップ、クリスマスローズ

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3622

※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）

大阪府営公園　冬のイベント　2017

服部緑地

http://hattori.osaka-park.or.jp/
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大阪府営公園　冬のイベント　2017

箕面公園昆虫館　トリバネアゲハ展

平成29年9月6日（水曜日）から12月18日（月曜
日）まで
午前10時から午後5時まで
（入館受付は午後4時30分まで）
※火曜日休館

箕面公園昆虫館内
美しく大きな翅（はね）で鳥のように飛ぶトリバネアゲハ。その麗しさもさることながら、生命の進化と多様性を探る研究対象
としても重視されているトリバネアゲハを、全34種145亜種　約450頭の標本と明快な解説で、その魅力を伝えます。

箕面公園昆虫館
電話番号：072-721-7967

・高校生以上：お一人様270円（190円）
※（ ）内は団体＝有料入館者30人以上の料金
・中学生以下：無料
・障がい者手帖をお持ちの方、およびその介護者1名 無
料

みのおこうえん自然工作ワークショップ－自然の素
材でつくるクリスマスかざり－

平成29年12月10日（日曜日）
午前11時から午後3時30分まで

箕面公園　梅屋敷休憩所
かんばつ材、木の実、松ぼっくり、ツタや葉っぱをつかってオーナメントやリースをつくってみませんか。手づくりの飾りでクリ
スマスを楽しもう！

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

参加費：200円（ひとり１種類）
時間内随時受付

自然観察会12月　－落葉のしたの虫たち－
平成29年12月17日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで

集合：箕面公園昆虫館まえ
園内での野外観察

冬の森、虫たちはどうやってすごしているのかな？落葉の下や、木のすきまなをさがしてみよう。
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

参加費：100円
定員：20名
※要事前申し込み

箕面公園昆虫館　ウラオモ展

平成29年12月20日（水曜日）から平成30年5月21
日（月曜日）まで
午前10時から午後5時まで
（入館受付は午後4時30分まで）
※火曜日休館、年末年始（平成29年12月29日（金
曜日）から平成30年1月3日（水曜日）まで）、及
び、冬期メンテナンス休館（平成30年2月13日（火
曜日）から2月16日（金曜日）まで、及び、2月19日
（月曜日）から2月23日（金曜日）まで）

箕面公園昆虫館内

昆虫の裏側をじっくり観察したことってありますか？今回の企画展「ウラオモ展」では、タテハチョウの仲間を中心に昆虫の
表と裏（形態学的には背側と腹側）の多様性を知ってもらうことを目的に企画しました。展示されている標本を見ていくと、表
と裏がよく似た模様をしている種もあれば、全く違う種などいろいろなパターンが見えてくると思います。
表があったら裏もある。ふだん見かける蝶から世界の蝶や甲虫など、虫たちの表側・裏側をテーマに、自然のデザインや色
彩にあっとおどろく企画展です。

箕面公園昆虫館
電話番号：072-721-7967

・高校生以上：お一人様270円（190円）
※（ ）内は団体＝有料入館者30人以上の料金
・中学生以下：無料
・障がい者手帖をお持ちの方、およびその介護者1名 無
料

自然観察会1月　－冬の野鳥と冬の果実－
平成30年1月21日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで

集合：箕面公園昆虫館まえ
園内での野外観察

落葉樹が葉を落とし、常緑樹がひときわ影を濃くする冬の森。ひっそりとしたたかに生きぬく鳥たちと、鳥たちに人気の果実
をさがしてみよう。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

参加費：100円
定員：20名
※要事前申し込み

自然観察会2月　－冬越しする虫たちを見てみよう
－

平成30年2月11日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで

集合：箕面公園昆虫館まえ
園内での野外観察

秋に巻いた＜こも巻き＞のなかではどんな虫たちが、寒い冬を越しているのか観察するよ。そのほか冬を越すいきものたち
を調べてみよう。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

参加費：100円
定員：20名
※要事前申し込み

みのおこうえん自然工作ワークショップ　－小枝で
つくる雛かざり－

平成30年2月18日（日曜日）
午前11時から午後3時30分まで

箕面公園　梅屋敷休憩所 木でつくるエコなウッドクラフト。桃の節句を手づくりのひな飾りで迎えませんか。
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

参加費：100円（ひとり）
時間内随時受付

キラキラ☆イルミネーション　2017
平成29年12月1日(金曜日)から平成30年1月8日
(月曜日・祝日)まで
点灯時刻：午後5時から午後9時まで

寝屋川公園　中央広場・管理事務所ロ
ビー

中央広場にそびえ立つ2本のセンペルセコイアの木と時計塔をイルミネーションで飾ります。
とてもきれいなので、ぜひお越しください！

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料

「手作り凧揚げ」　～凧を作ろう、揚げよう～
平成29年12月16日（土曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所　会議室・芝生広
場

寝屋川公園で、手づくりの凧を作って芝生広場で元気いっぱい揚げましょう！
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：20名（先着順）※お子様含むご家族
申込：平成29年11月16日(木曜日)午前9時から受付開始

「野鳥観察会」　～よくみると野鳥がいっぱい～
平成30年1月20日（土曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所　集合 寝屋川公園で見られる鳥たち。その鳥たちと出会えるポイントや季節についてご紹介します。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：20名(先着順)
申込：平成29年12月20日（木曜日）午前9時から受付開
始

「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部その４」　～春を
待つ公園の樹木たち～

平成30年2月5日（月曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所　会議室　集合 散歩倶楽部その4です。いよいよ冬芽が見える季節になりました。これから花を咲かせる樹木たちを観察します。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：30名（先着順）
申込：平成30年1月5日（金曜日）午前9時から受付開始

竹のおひなさま作り　～おひなさまを作ろう！～ 平成30年2月10日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

寝屋川公園管理事務所　会議室
おだいりさまとおひなさまを作って、竹の中にかざります。
自分で作った、自分だけのおひなさまは、楽しい思い出の一つになるでしょう！

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：500円
定員：20名（先着順）
申込：平成30年1月11日（木曜日）午前9時から受付開始

新春　もちつき
平成30年1月8日（月曜日・祝日）
午前10時から正午まで

山田池公園　実りの里(休憩所前広場)
新春もちつき体験に参加しませんか！
3歳前後から小学生以下のお子さまを含むご家族20組が対象です。
また、当日は先着100名にぜんざいが振る舞われます！

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

【もちつき体験】
料金：無料
定員：20組（先着順・要事前予約）
※3歳前後から小学生以下のお子さまを含むご家族に限
る。
申込：平成29年12月26日(火曜日）午前10時から受付開
始
【振舞いぜんざい】
料金：無料
定員：100名(先着順)

じゃがいもの植え付け体験会
平成30年2月4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）
じゃがいもの植え付け体験に参加しませんか！
3歳前後から小学生以下のお子さまを含むご家族が対象のです。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：無料
定員：20組（先着順）
※3歳前後から小学生以下のお子さまを含むご家族に限
る。
申込：平成30年1月23日（火曜日）午前10時から受付開
始

早春の俳句大募集
平成30年2月11日（日曜日）から2月25日（日曜
日）まで

山田池公園　花木園(梅林)
梅にまつわる俳句を募集し、応募作品は梅林内特設掲示板に展示します。
全応募作品の中から優秀作品を選び、表彰します。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：無料
応募方法：花木園（梅林）の特設応募箱
※おひとりさま一句のみとさせていただきます。

箕面公園

山田池公園

寝屋川公園

http://www.mino-park.jp/
http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/yamada/main.html
http://neyagawa.osaka-park.or.jp/
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木の実のリース作り
平成29年12月1日(金曜日)
午後1時30分から午後3時まで

深北緑地管理事務所 園内でとれた木の実や、ドライフラワーを使ってリースを作りましょう！
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：500円（駐車券提示で無料）
※12月の平日限定で「CAR得キャンペーン」(駐車場減
額)を実施します。駐車券をご提示いただいたお客様は、
参加費無料とさせていただきます。
定員：15名(当日先着順)

まちかどプランツ　クリスマスリース作り 平成29年12月2日(土曜日)
午後1時30分から午後3時まで

深北緑地管理事務所 コニファーのグリーンや木の実、ドライフラワーを使ってクリスマスのリースを作りましょう！
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：1,000円
定員：15名(先着順)
申込：平成29年11月5日(日曜日)午前9時から受付開始

年の瀬　お餅つき大会
（ふかきたもちつき大会）

平成29年12月26日(火曜日)
午後1時30分から

深北緑地管理事務所 年の瀬のもちつき大会。もちつき体験参加者募集！！もちつき体験をされた方はぜんざいが無料でついています。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

【もちつき体験】
※小学生以下のお子さまを含むご家族のみ参加可能
料金：無料
定員：30組60名
申込：平成29年12月1日(金曜日)午前9時から受付開始
【振舞いぜんざい】
料金：1杯100円（【もちつき体験】をされたお客様や小学
生以下のお子さま、駐車券をご提示いただいたお客様は
無料）
※12月の平日限定で「CAR得キャンペーン」(駐車場減
額)を実施します。駐車券をご提示いただいたお客様は、
駐車券1枚につき1杯無料とさせていただきます。
定員：100名
※当日正午より整理券を配布

ふかきた節分　豆まき
平成29年2月3日(土曜日)
第1回：午前11時から
第2回：午後2時から

深北緑地管理事務所 鬼に向かって豆まきしよう。みんなで福を呼び込もう！
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料

まちかどプランツ　ワックスバー作り 平成30年2月18日（日曜日）
午前10時から午前11時まで

深北緑地管理事務所
火のつかないろうそく作り!?
ドライフラワーを使った飾りつけをして、作品を作りましょう。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：500円
定員：10名(先着順)
申込：平成30年1月5日(金曜日)午前9時から受付開始

フィットネス型ノルディックウォーク講習会
毎月第1・第3火曜日
午前10時30分から正午頃まで

集合：久宝寺緑地　中地区　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！全日本ノルディック・ウォーク連盟のインストラクター指導のもと、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！

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500円（ポールのレンタル料、保険料込）

リハビリ型ノルディックウォーク 毎月第2・第4木曜日
午前10時から正午頃まで

集合：久宝寺緑地　中地区　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うぃ（財）生涯歩行協会のインストラクターに教わります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500円（ポールのレンタル料、保険料込）

大阪ピンコロクラブ「うんどう教室」・「うんどう習慣
日」

毎月第2・第4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、自立した生活をあくるためのお手伝いとして、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、トレーナーが指導します。そして毎月第4土曜のうんどう習慣日には、習慣化するため楽
しくトレーナーと一緒に質問しながら運動しましょう。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺こうえんマルシェ
毎月第4日曜日
午前10時から午後4時まで

久宝寺緑地　北地区　風の広場

地元の農業を応援したい！毎月第4日曜日は久宝寺マルシェを開催！
(1)マルシェ　大阪産（もん）近郊農産物、無添加食品及び加工品の販売
(2)アート、クラフト作品の展示及び販売、その他の物販、ワークショップ
(3)福祉事業所の授産商品

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地でちょっと早いクリスマス　～きらきらナ
イト～

平成29年12月2日（土曜日）
午後3時から午後7時頃まで

久宝寺緑地　中地区　花の道 ジャズコンサート、ワークショップ、マルシェなど、さまざまな楽しいクリスマスイベントをご用意してお待ちしています。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

レッツ久宝探検隊「クリスマスリースを作ろう」
平成29年12月17日（日曜日）
午前10時から正午頃まで

集合：久宝寺緑地　中地区　花の道 つる植物や野山の材料を使って、クリスマスリースを作りましょう！家族が喜ぶ美しいリースで部屋を飾ろう！
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

「みどり塾」 ～河内木綿で干支づくり～
平成29年12月17日（日曜日）
午前10時から午前11時30分頃まで

久宝寺緑地　中地区　管理事務所内会議
室

河内木綿の歴史を学び、コットンボールを使って2018年の干支の犬を作りましょう。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：200円（材料代）
定員：15名様（事前予約）

ドッグスクール
平成30年1月6日（土曜日）
午前10時から午前11時30分まで

久宝寺緑地　北地区　芝生広場（ファミ
リー広場横）

犬のしつけで困っていることはありませんか？ペットの扱い方のちょっとしたコツをドッグトレーナーから学びましょう！
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

定員：15名様（お一人様犬は一匹にかぎらせていただき
ます）
参加資格：生後6か月以上で予防注射（狂犬病・ワクチ
ン）接種済みであること（事前予約）
持ち物：普段使用しているリード、首輪、いつもの散歩の
用意（ビニール袋等）、おやつ（ご褒美用）

「みどり塾」～ホートセラピー～
平成30年1月21日（日曜日）
午前10時から午前11時30分頃まで

久宝寺緑地　中地区　ボランティアルーム 米国園芸療法協会のジャーナルから興味深いものを紹介します。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

レッツ久宝探検隊「冬芽観察会」～植物の冬の顔を
見に行こう～

平成30年1月28日（日曜日）
午前10時から正午頃まで

集合：久宝寺緑地　中地区　花の道 同じ植物でも冬と、春や秋は違っています。冬芽の形状を観察し、1年を通して植物の特徴を知りましょう。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

節分祭
平成30年2月2日（金曜日）
午後1時30分から

久宝寺緑地　中地区　花の道
久宝寺緑地に春の訪れを告げる節分祭。ふるまいぜんざいや春駒さんによる福を呼ぶ踊りなど、盛りだくさんです。
（ぜんざいがなくなり次第終了です）

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地絵画展　出展作品募集
平成30年1月26日（金曜日）から2月6日（火曜日）
まで

受付：久宝寺緑地　中地区　管理事務所

平成30年2月に開催の絵画展にて展示するアート作品を募集いたします。
【内容】久宝寺緑地の風景、人物、植物など久宝寺緑地にちなんだ題材で描かれた絵であれば水彩・油彩・パステル・クレ
ヨン・アクリル・墨等画材は問いません。また、初心者からベテランまで、絵が好きな方ならどなたでもご参加いただけます。
絵画サイズ等についてはお問合せください。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

定員：20作品（原則一人１作品）

久宝寺緑地絵画展
平成30年2月10日（土曜日）から2月20日（火曜
日）まで
午前9時から午後5時まで

久宝寺緑地　中地区　スポーツハウス 来園者より応募いただいた久宝寺緑地の風景、人物、植物など久宝寺緑地にちなんだ題材のアート作品を展示します。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

「みどり塾」 ～押し花アート～ 平成30年2月18日（日曜日）
午前10時から午前11時30分頃まで

久宝寺緑地　中地区　ボランティアルーム
春を待ちながら押し花を使ってアートしてみませんか？
【料金】1,000円（材料代）
【定員】15名（事前予約）

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

持ち物：筆記用具、30㎝定規、紙切りハサミ

レッツ久宝探検隊「七草粥を食べてみよう」～旧暦
で五節句を楽しむ。～

平成30年2月25日（日曜日）
午前10時から正午頃まで

集合：久宝寺緑地　中地区　花の道 節句の歴史を説明。春の七草を知ると共に実際に七草粥をたべてみましょう。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地

深北緑地

http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://www.fukakitaryokuchi.jp/
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自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」で冬の
キャンプを楽しもう！！

年末年始を除く年中
長野公園　奥河内天野キャンプの森（天
野山地区）キャンプ場

府営公園で唯一キャンプが楽しめる長野公園。ボーイスカウトや子供会などの野営訓練や、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）
寒さが厳しい冬の真っ盛り。外で過ごすには寒いですが、星がきれいに見える季節でもあります。天野山の展望台から見え
る澄んだ星空は格別です。みなさんもぜひ冬のキャンプ場で星空を観察してみませんか。

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

料金：１サイト１日3,500円
お申込：長野公園管理事務所にお越しください。
※お越しの際は印鑑をご持参ください。

延命寺周辺で初冬のバードウオッチング！！
平成29年12月3日（日曜日）
午前9時から午後3時まで

南海三日市町駅～奥河内もみじ公園（延
命寺地区）～千早口駅　約６キロ
（集合：南海電鉄三日市駅２階改札口周
辺）

ツグミやルリビタキなどの冬鳥を中心に探しながら延命寺を目指して歩きます。道中、運が良ければカワセミや猛禽類たち
が見れるかもしれません。

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

料金：無料
お申込：直接現地で受付
持ち物：双眼鏡、昼食、飲み物、汚れてもよい服装、筆記
用具
※雨天中止

冬のカメムシ探し！！
平成30年2月25日（日曜日）
午前9時30分から正午まで

長野公園　奥河内さくら公園（長野地区）
冬場の園内で越冬するカメムシをはじめとした昆虫を探して観察します。カメムシ好きの職員から面白い話が聞けるかもし
れません。

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

料金：無料
定員：10名
お申込：平成30年2月17日（土曜日）までに窓口まで問合
せ
持ち物：飲み物、汚れてもよい服装、手袋、筆記用具
※雨天や大雪の場合は中止

季節のクラフト＜松ぼっくりツリーを作ろう＞
平成29年12月17日（日曜日）
午前11時から午後2時まで

錦織公園　パークセンター 公園で採れた松ぼっくりを使いビーズ等で飾りつけをして、オリジナルのミニツリーを作ります。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：300円（1作品）
※材料がなくなり次第終了

小さな門松づくり
平成29年12月24日（日曜日）
①午前10時30分から正午まで
②午後1時30分から午後3時まで

錦織公園管理事務所 毎年ご好評いただいている床の間や玄関に置ける小さな門松を錦織公園で採取した竹を使い作っていただきます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：700円（1人1作品）
定員：各回10名（先着順）
対象：中学生以上

お正月イベント＜ぜんざいの振る舞い＞ 平成30年1月7日（日曜日）
午後1時から午後2時まで

錦織公園　河内の里　里の家
新年の挨拶をかねて、里の家でぜんざいの振る舞いを行います。
※お椀とお箸をご持参ください。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：50名（先着順）

冬の野鳥観察会
平成30年1月13日（土曜日）
午前10時から正午まで

錦織公園　パークセンター 冬鳥を探して、園内を散策します。自然をみんなで観察します。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：10名（先着順）
対象：小学生以上
申込：平成29年12月13日（水曜日）から公園管理事務所
の窓口・電話にて受付開始

環境教育プログラム　プロジェクト・ワイルド指導者
養成講習会

平成30年2月10日（土曜日）
午前9時30分から午後4時45分まで

錦織公園管理事務所
生き物を題材に様々な視点で環境について学べるプログラムです。実際に活動を体験しつつ、プログラムの考え方や指導
法について学びます。
内容：プロジェクト・ワイルドの指導者養成。修了証が発行されます。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：9,500円（本編・水辺編のﾃｷｽﾄ代含む）
定員：15名（先着順）
対象：18歳以上

12月の花の見所　サザンカ 見頃：12月から 錦織公園 園内各所にて、サザンカが見頃を迎えています。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

クリスマスリースづくり
平成29年12月16日（土曜日）
午後1時から午後4時まで

石川河川敷および公園管理事務所 公園のツルや木の実をつかって自然素材のリースを作ってみましょう。
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

迎春まつり「昔遊びチャレンジ」
平成30年1月6日（土曜日）から1月14日（日曜日）
まで
午前9時から午後4時まで

石川河川公園（駒ヶ谷地区）
お手玉・けん玉・羽子板・双六・カイト・やっこ凧の貸出しがあります。
14日の午後1時からは、コマ回しの体験できます。また午後2時30分から自然クラフト体験もあります。

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

冬の野鳥を観察しよう
平成30年2月１7日（土曜日）
午後1時から午後4時まで

石川河川公園(駒ヶ谷地区）および公園管
理事務所（会議室）

石川の水辺や河川敷にいる鳥たちに会いに行きましょう。初心者向けの気軽な観察会です。
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

園芸教室「花の寺子屋」
平成29年12月12日（火曜日）
午前10時から正午まで

住之江公園管理事務所　2階会議室 お正月をイメージしたお花飾りを作ります。
住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

定員：15名
参加費：1,500円

「イルミネーションコンサート」イベント
平成29年12月16日（土曜日）
午後5時30分から午後8時まで

住之江公園　花と緑のスクエア 毎年恒例のウインターイルミネーション点灯セレモニーとコンサートを開催します。
住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

観覧無料
申込不要

親子しめ縄づくり
平成29年12月17日（日曜日）
午後1時から午後3時30分まで

住吉公園　体育館 親子で作る創作しめ縄のイベントです、縄から作り親子で作ったしめ縄で新年を迎えましょう。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

申込：平成29年12月2日（土曜日）より受付
先着順で30組限定
材料費：100円（親子1組）

すみすみマルシェ
平成29年12月23日・平成30年1月27日・2月24日
※毎月第4土曜日
午前10時から午後4時まで

住吉公園　花と水の広場
マルシェの実施（主に大阪産の有機野菜及びエコ農産物・無添加食品の販売）・アートクラフト作品の販売・その他物販・音
楽演奏

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入園無料

松の剪定イベント 平成29年12月26日(火曜日）
午前8時30分から

住吉公園　心字池 本年からオリジナルなハンテンを着た粋な職人たちが、来る歳に向け松の剪定パフォーマンスです。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入園無料

クリスマスイルミネーション
平成29年12月1日（金曜日）から平成30年1月14
日（日曜日）まで
午後5時から午後8時まで

浜寺公園　交通遊園入口付近
クリスマスシーズン到来！この季節ならではの雰囲気を更に高めるため、交通遊園において、イルミネーションの点灯を行
います。

浜寺交通遊園
電話番号：072-261-8696

ウィンターフェスタ 2017
平成29年12月10日（日曜日）
午前10時から午後2時まで

浜寺公園　交通遊園　教室
子どもや親子を対象に、園内で入手した素材や身近な自然素材を使った工作、自然遊びが体験できるウィンターフェスタを
開催します。どなたでも自由にご参加いただけますので、是非お越しください。クラフトは材料がなくなり次第終了となります
ので、ご了承ください。

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

雨天決行

錦織公園

住吉公園

長野公園

住之江公園

石川河川公園

浜寺公園

http://nishikori-park.jp/
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top
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
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大阪府営公園　冬のイベント　2017

展示会　冬の風景写真展
平成29年12月1日（金曜日）から12月25日（日曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 大泉緑地のクリスマス飾りにマッチした冬の風景作品を展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

展示会　クリスマスファンタジー展
平成29年12月1日（金曜日）から12月25日（日曜
日）まで

大泉緑地　管理事務所、花と緑の相談
所、スポーツハウス、はないずみの庭、こ
もれびの庭など

園内にある自然素材を使って、園内各所をクリスマスで彩ります。
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　クリスマスリース
平成29年12月2日（土曜日）
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 大泉緑地の自然素材を使ってリースを作りましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会　親子でクリスマスリースづくり
平成29年12月3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 大泉緑地の自然素材を使ってリースを親子で2個作りましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会　創作しめ縄
平成29年12月10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 干支の戌をあしらったオリジナルのしめ縄を作ります。
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　ビニール袋で凧を作って揚げよう
平成29年12月17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 親子で楽しめる簡単な凧を作って、大泉緑地で凧あげをしよう！
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　ミニ門松を作ろう！
平成29年12月23日（土曜日）
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 ミニ門松を作って、新年を迎えましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

展示会　防災展
平成30年1月17日（水曜日）から2月12日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 大泉緑地の防災公園機能を知ってもらうため、防災に関するグッズやパネルを展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会　野鳥観察会
平成30年1月21日（日曜日）
午前10時から午後1時まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 大泉緑地にやって来る野鳥の解説と園内で冬鳥の観察をします。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会　茶花の楽しみ方
平成30年1月28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 四季の風情を茶室に運ぶ「茶花」についてお話しします。
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　癒しの園芸と寄せ植え
平成30年2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 癒しの園芸についてのお話と春花の寄せ植えを楽しみます。
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　野鳥のブローチ作り
平成30年2月11日（日曜日）
午前10時から午後3時まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 木彫りで可愛い野鳥のブローチを作ります。
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　癒しの園芸展
平成30年2月15日（木曜日）から3月5日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室
ボランティアグループ「癒しの園芸の会」の活動紹介と、会員の作った障がい者用の園芸補助具や多肉植物の寄せ植えを
展示します。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会　はちみつオートミール石けん＆シンプル
パック

平成30年2月18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 4種類のオイル、はちみつ、オートミールをいれた入れた肌に優しい石けんと肌をいたわるオートミールパックを作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

冬の花の見どころ　サザンカ 見頃：11月上旬から2月頃まで 大泉緑地　海遊ランド 季節の花サザンカが見頃を迎えます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

冬の花の見どころ　ヒマラヤザクラ 見頃：12月上旬から12月下旬頃まで 大泉緑地　頭泉池東側園路 季節の花ヒマラヤザクラが見頃を迎えます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

冬の花の見どころ　スイセン 見頃：1月上旬から3月中旬頃まで 大泉緑地　中央休憩所横 季節の花スイせンが見頃を迎えます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

冬の花の見どころ　ウメ 見頃：2月中旬から3月中旬頃まで 大泉緑地　かきつばた園北 季節の花ウメが見頃を迎えます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

クリスマスレッスン2017～手作りクリスマスツリー～
平成29年12月10日（日曜日）
午前10時から正午まで

蜻蛉池公園　スポーツハウス内ミーティン
グルーム

マツボックリやドングリなどの木の実、ヒバ・スギ・ゴールドクレストなどの針葉樹の葉、コットン、ナナカマド・シャリンバイ・サ
ンキライなどの色味のある実で、蜻蛉池公園内の自然素材を活かした素敵なクリスマスツリーを作ってみませんか。みなさ
まお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：1,000円
定員：20名
対象：4才以上（未満は要保護者同伴）
申込：平成29年11月11日（土曜日）より申込み受付

水仙春待ちまつり
平成30年1月20日（土曜日）・21日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

蜻蛉池公園　花木園内水仙郷周辺
スイセンの見頃に合わせ「水仙春待ちまつり」を今年も開催します！スイセンの見頃は１月中旬から下旬、イベントは平成
30年１月20日（土曜日 ）、21日（日曜日）に開催！ぜんざいや甘酒、スイセン鉢植えの販売を行います。約6万株のニホン
ズイセンが咲き誇る水仙郷で、一足早く春の訪れを感じてみませんか?!

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料（飲食物販は有料）
申込：不要

第10回　二色の浜公園　ウォーキングDAY
平成29年12月10日（日曜日）
午前9時集合　午前10時ウォーキングスタート

集合：二色の浜公園　正面入口テント前

健康維持増進！生活習慣病対策！今年で10回目を迎える大人気イベントです。その日の体調にあわせたコースを選べま
す。
楽しくウォーキングをした後は、毎回大人気の温かい具だくさん豚汁をお配りします。皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご参
加ください。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

料金：無料
定員：200名
小雨決行（荒天中止）順延なし

新春！餅つき体験
自分で作ったおもちで　ぜんざいを食べよう！

平成30年1月14日（日曜日）
午前10時30分受付開始　午前11時スタート

二色の浜公園　海浜緑地（有料野外炉施
設）

開放的な野外施設で餅つき体験イベントを開催します。自分でついたお餅をぜんざいに入れ食べて頂けます。
さらに小学生以下のお子様にはお菓子の掴み取りもあります！また、おにぎり等の軽食の持込みやBBQもOK！施設は横
幕をしますので寒さもしのげます。みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください！

二色の浜公園海浜緑地管理事務所
電話番号：072-431-9846

料金：300円（2歳未満無料）
定員：24名

りんくう公園 香りのコンシェルジュ
平成29年12月5日(火曜日)
午前10時30分から午前11時30分時まで、午後1
時30分から午後2時30分まで（午前・午後 2部制）

りんくう公園　総合休憩所3階
りんくう公園には珍しい香りの植物があります。今回は植物の「香り」に焦点を当てて、りんくう公園の花海道をご案内しま
す。多種ハーブの散策、リフレッシュできるアロマパック体験、オリジナルハーブティーでのお茶タイムなど、色んな香り体験
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：りんくう公園管理事務所で窓口・電話にて受付。平
成29年11月10日(金曜日)午前10時より受付。

大泉緑地

二色の浜公園

蜻蛉池公園

http://rinku.osaka-park.or.jp/
http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/main.html
http://www.nishikinohama.com/index.html
http://tonboike.osaka-park.or.jp/
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大阪府営公園　冬のイベント　2017

ホッとな手作り教室
平成29年12月3日（土曜日）
午前10時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレー他
『丸太を切ってサンタクロースを作ろう』や『麻ひもでつくる！！マクラメ・グリーン・バンキング』、さらに『Ｍｙ凧を作って広い
公園で揚げよう！』など、クリスマスやお正月を自作の作品で楽しむイベントです。皆さまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加
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：200円
定員：各イベント15家族
対象：5歳以上
申込：平成29年11月10日（金曜日）より電話での申し込
み

第16回 新春里海まつり寒稽古フェスタ“海に吼え
る！”

平成30年1月13日（土曜日）
午前10時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレー・ときめ
きビーチ

みんな参加の綱引き！、景品いっぱい！ビンゴやちびっこ宝さがしなど、家族や友達と一緒に参加しましょう！気合いの
入った演舞、バンド演奏、そしてあったか～い里海鍋でみなさまをお迎えします。この季節にぴったり！心も身体も温まるお
祭りに是非ご参加下さい。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：無料

麦味噌作り教室 平成30年1月27日（土曜日）
午前10時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレー食堂（カ
フェテリア）

麦こうじと大豆のみで作る無添加のお味噌体験で、通常の約6倍のこうじを使うので、深～い味になります。
せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：1,000円
定員：20名
申込：平成30年1月5日（金曜日）より電話での申し込み

ミニ門松づくり体験
平成29年12月23日（土曜日・祝日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
公園の竹を活用してお正月の玄関を飾るミニ門松をつくります。竹を切るところから体験できますよ～。ぜひ一緒にオリジナ
ルの門松を作りましょう。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：500円
定員：20名（小学4年生未満は保護者同伴）
申込：平成29年12月9日（土曜日）正午までに申込必要
（申込多数の場合抽選）

お正月の郷遊びイベント
平成30年1月7日（日曜日）
午前10時から午後2時まで

泉佐野丘陵緑地内
今年もお正月の郷遊びイベントを開催します！お餅つき体験やコマ回しなど、泉佐野丘陵緑地で昔懐かしい体験をしてみ
ませんか。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：各プログラムによる
定員：各プログラムによる
申込：当日受付

野鳥観察会
平成30年2月10日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
公園ではたくさんの野鳥が観察できます。今回は日本鳥学会より講師を招いて観察会を行います。パーククラブといっしょ
に野鳥観察を楽しみましょう。

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
定員：20名
申込：平成30年1月31日（水曜日）正午までに申込必要
（申込多数の場合抽選）

ジャガイモ植え付け体験
平成30年2月18日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内 パークレンジャーと一緒にジャガイモの植付けを体験。参加者には収穫イベントに優先案内します。
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：20名
申込：平成30年2月7日（水曜日）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「お花サロン」 平成30年2月予定 泉佐野丘陵緑地内 地場産業のタオルを利用して花をつくります。季節感を感じる花をタオルから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：072-467-2492

料金：未定
定員：未定
申込：要申込（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

せんなん里海公園

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/main.html

