
平成30年3月22日時点

公園名 イベント名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

ツバキ 見頃：12月上旬から4月上旬まで 服部緑地都市緑化植物園
ツバキ各種は、都市緑化植物園内の椿園にて、約500品種、約1100本の椿を見ることができます。見頃は種類によって
様々で12月上旬から4月上旬です。

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）

クリスマスローズ 見頃：1月中旬から4月下旬まで 服部緑地都市緑化植物園 都市緑化植物園内、四季の庭の南側のクリスマスローズは、1月中旬から4月下旬に見頃を迎えます。
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）

梅 見頃：2月上旬から3月上旬まで 服部緑地 服部緑地園内レストハウス前の梅林の梅の花は、2月上旬から3月上旬に見頃を迎えます。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

都市緑化植物園 展示会　「椿の花に生かされて（水
彩画展）」

平成30年2月10日（土曜日）から3月31日（土曜
日）まで

服部緑地都市緑化植物園 植物園に咲く椿の花の水彩画を展示します。
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）

服部緑地ボランティア 自然とふれあうプログラム　「天
竺のはらっぱであそぼう会」天竺のはらっぱであそぼ
う

平成30年2月24日、3月24日（いずれも土曜日）
午前10時30分から午後4時30分まで

服部緑地　天竺のはらっぱ（天竺川西願
寺橋南西）

子どもから大人まで誰でも自由に遊べる！子どもが自分の責任で遊ぶ「冒険あそび場」です。自由に参加していっしょに遊
びませんか！

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

受付：開催時間中随時

民家集落博物館 季節の催し　「みんかでひなまつり」
平成30年3月3日（土曜日）、4日（日曜日）
各日とも午前10時から

服部緑地　民家集落博物館　越前敦賀の
民家

民家にひな人形を飾ります。先着50名様には小さなひなあられをプレゼントします。
日本民家集落博物館
電話番号：06-6862-3137

利用料金：大人500円・高校生300円・小中学
生200円　※3歳以下の幼児は無料（成年の
同伴者1人につき2人まで）
団体料金（20名以上）：大人400円・高校生
200円・小中学生150円
※障がい者手帳等をお持ちの場合は、大人：
200円、高校生：100円、小中学生：100円
【注意事項】ペットや火気の持ち込みは禁止
です。

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30年3月3日、4月21日、5月19日（いずれも土
曜日）
午前10時30分から正午まで
※前日から当日朝までで雨天の場合は中止

服部緑地都市緑化植物園　芝生広場他
園内

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。
家族やカップル、お子様連れでもOK！気軽に参加できますよ～

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：当日先着30名
当日受付：午前10時～10時20分
対象：どなたでも、お子様連れもOK
※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30年3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：2月14日（3月分）
対象：16才以上の方
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　「椿の魅力と育て方」
平成30年3月10日（土曜日）　
午後1時30から午後3時30分まで

服部緑地都市緑化植物園 椿にまつわるお話と、育て方や繁殖方法を学びます。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

材料費：無料
定員：30名
受付：2月10日（土）～
※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）

しょくぶつえんでシェフの屋台＆早春のハーモニー
平成30年3月11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　芝生広場周
辺

北摂を中心としたこだわりの名店の屋台が集合！
アイリッシュ・フィドル（バイオリン）とギターが織りなす素晴らしいハーモニーの世界と、とっておきのグルメを早春の植物園
でお楽しみください。
園内椿山の約500種1000本の椿も見頃です。

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）

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30年3月15日、4月19日、5月17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
受付開始：各回１か月前の同日（休園日の場
合は翌日）
対象：はいはいクラス（生後6か月～11か月）
の親子、よちよちクラス（1才～18か月）の親
子
※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）

服部緑地ボランティア 自然とふれあうプログラム　
「ファミリー自然教室」観察：植物の芽生えを観察しよ
う、工作：小枝で写真立てをつくろう

平成30年3月17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 服部緑地ボランティア（ファミリー自然教室）の皆さんがご指導いたします。ぜひご参加ください。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：先着105名
受付：開催時間中随時

しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室

平成30年3月23日（金曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

平成30年4月27日（金曜日）
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 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か
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、飲み物など
※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）

服部緑地ボランティア 自然とふれあうプログラム　「わ
くわく探検隊」春を知らせる草と木のしおりづくり

平成30年3月25日（日曜日）
午後1時30分から午後3時ごろまで

服部緑地　子どもの楽園入口・売店横 服部緑地ボランティア（わくわく探検隊）の皆さんがご指導いたします。ぜひご参加ください。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：先着30名
当日受付：午後1時～

桜（お花見に行こう） 見頃：3月下旬から4月上旬まで 服部緑地
園内各所にて、ソメイヨシノ、オオシマザクラ、ヤマザクラ等（約1700本）が3月下旬～4月上旬に見ごろを迎えます！東中央
広場から乗馬センターへの桜並木や民家集落博物館周辺、子どもの楽園等がオススメスポットです！

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

シダレザクラ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 服部緑地都市緑化植物園 都市緑化植物園のシダレザクラは、四季の庭にあり、3月下旬から4月上旬に見頃となります。
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）

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー（4月から）

平成30年4月4日（水曜日）
午前10時30分から正午まで

平成30年4月23日、5月21日（いずれも月曜日）
午後2時30分から午後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

参加費：500円
定員：15名
受付開始：3月14日（4月分）・4月25日（5月
分）
対象：16才以上の方
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）

大阪府営公園　春のイベント　2018

服部緑地

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


花の咲く木と草でしおりを作ろう
平成30年4月15日（日曜日）
午後1時30分から午後3時ごろまで

服部緑地　こどもの楽園入口・売店横
花いっぱいの園内をめぐってお花を集め、そのお花を使って、自分だけのオリジナルしおりを作ってみませんか？服部緑地
ボランティア（わくわく探検隊）の皆さんがご指導いたします。皆さまご参加下さい。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：当日先着30名
当日受付：午後1時から

竹林管理体験会
平成30年4月15日（日曜日）
午前9時30分から午前11時まで
※雨天中止

服部緑地　旧ユースホステル前広場 園内の竹林内で、タケノコを掘り起こしたりする竹林管理の体験会です。皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：30名　先着順
受付：3月31日
持ち物：汚れてもいい服装

Easter Egg Hunt Event
平成30年4月15日（日曜日）
※雨天の場合は4月22日（日曜日）に順延

服部緑地都市緑化植物園
イースター(復活祭）のメインイベントである、芝生に隠されたカラフルにペイントされたゆで卵を子どもたちが探し出すエッグ
ハントを英語を学びながら楽しんでください。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

参加費：1人2,000円（同伴の大人は無料）
定員：30名（事前申込要）
受付：3月17日から
対象：0歳～12歳（未就学児は保護同伴のこ
と）
※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）

チューリップ 見頃：4月中旬 服部緑地都市緑化植物園 都市緑化植物園内、四季の庭の流れ沿いにチューリップが咲きます。見頃は4月中旬です。
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）

春の花をみよう～タンポポ調べとたんぽぽ遊び
平成30年4月22日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで
※雨天中止

服部緑地　レストハウス前（時計塔横） 服部緑地ボランティア（服部緑地自然を楽しむ会）の皆さんがご指導いたします。ぜひご参加ください。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

参加費：大人200円、小人100円
当日受付：9時30分から

春の花を観察しよう・木のわぎりで名札を作ろう
平成30年4月28日（土曜日）
午前10時15分から午後2時30分まで

服部緑地　こどもの楽園入口・売店横
春の園内に咲き誇る草花を観察した後は、木の小枝などを用いて工作に挑戦です。みんな上手に作れるかな？服部緑地
ボランティア（ファミリー自然教室）の皆さんがご指導いたします。ぜひご参加ください。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：当日先着105名
対象：幼稚園児から中学生まで

虫よけハーブのサシェをつくりましょう
平成30年5月6日（日曜日）
①午前11時から午前11時50分まで
②午後1時から午後1時50分まで

服部緑地都市緑化植物園 虫よけ効果のあるハーブを使った匂い袋をつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

材料費：500円
定員：20名
受付：4月15日から
※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　ママフェスタ 平成30年5月13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　芝生広場周
辺

ゆったり、のんびり、ママと過ごす「母の日」のスペシャルイベントです。
マザーズDAYコンサートや北摂グルメコーナーでのおいしい食事、また母の日プレゼントとしてフラワーアレンジメント教室
の開催。美ママと家族の為の写真撮影会等、様々なイベントで一日お楽しみいただけます。皆様ぜひご参加ください。

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）

アジサイ 見頃：5月中旬から6月下旬まで 服部緑地都市緑化植物園 都市緑化植物園内の芝生広場周りの園路沿いにアジサイの花が、5月中旬から6月下旬に見頃を迎えます。
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）

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー特別講座①
産後ママのための骨盤セルフケア

平成30年5月16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 骨盤の歪みをチェック＆歪み矯正ヨガで姿勢美人になりましょう。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

参加費：1000円
定員：10組
受付開始：１か月前の同日
対象：生後６か月までの赤ちゃんとママ
持ち物：ヨガのできる服装、飲み物、筆記用具
※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）

第18回豊中和太鼓まつり
平成30年5月20日（日曜日）
午後2時から午後5時まで

服部緑地　野外音楽堂 和太鼓チームの演奏と「河内音頭をみんなで踊りましょう」など、観客と出演者が一体となれるお祭りです。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

親子でチャレンジ！2018ファミリーガーデニングくらぶ
平成30年5月20日（日曜日）
午前10時30分から午後0時30分まで
（全8回の連続講座のうち初回の日時です）

服部緑地都市緑化植物園
「まく・そだてる・あそぶ」プチ野菜作りやガーデニング、自然観察や遊びを家族で体験しよう。今年は稲作りにも挑戦する
よ。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

費用：全8回分2500円/子ども1人
定員：20組（家族）先着順
対象：3歳～小学校6年生までの子どもとその
保護者
※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　シェフの屋台＆ハワイアンフェア 平成30年5月27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　芝生広場周
辺

毎回大人気の「シェフの屋台」にハワイアンの演奏とフラダンスによるトロピカルムードいっぱいのステージのコラボイベント
です。皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

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）

箕面公園昆虫館　企画展　「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（入館は午後4時30分
まで）

箕面公園昆虫館内　企画展示コーナー ウラがワンダフル！タテハチョウを中心に昆虫の表と裏（形態学的には背側と腹側）の多様性をしってもらうための企画展。
箕面公園昆虫館
電話番号：072-721-7967

昆虫館の入館料は必要

箕面公園昆虫館　「館長とはなそう　－虫たちのウラ
オモテ－」

平成30年3月11日（日曜日）
午後1時30分開始から午後2時まで

箕面公園昆虫館内　企画展示コーナー
現在開催中の企画展「ウラオモ展」、展示されている蝶を中心に虫たちのウラオモテについて中峰館長がわかりやすく、楽
しく解説します。

箕面公園昆虫館
電話番号：072-721-7967

参加無料（昆虫館の入館料は必要）
開始時間の午後1時30分までに企画展示コー
ナー集合

春のこどもフェスティバル in 箕面 「謎解きウォークラ
リー　－滝ノ道ゆずるからの挑戦状－」

平成30年3月17日（土曜日）
午前10時から午後4時まで
（ラリーシート配布は正午まで）

箕面駅前－箕面公園ー芦原公園
滝ノ道ゆずるからの挑戦状をゲットして、滝道や芦原公園に隠された謎に挑戦しよう！
また、ゴールの芦原公園ではこども会フェスタも同時開催！！楽しいイベントが盛りだくさん。

箕面市　保健スポーツ課
電話番号：072-727-9507

スタンプラリー：参加無料

箕面公園昆虫館　企画展　「八重山の昆虫たち」

平成30年3月21日（水曜日）から5月21日（月曜
日）まで
午前10時から午後5時まで（入館は午後4時30分
まで）

箕面公園昆虫館内　キッズルーム横

『八重山諸島に生息する昆虫たちの生態展示』
八重山諸島は本土では見られない魅力的な亜熱帯の生き物がたくさん生息しています。なかには八重山固有種や国指
定・沖縄県指定の天然記念物も数多くいて、その生物相の厚さを実感することができます。今回の展示はその一端です
が、おもしろく魅力的な虫たちをご紹介していきます。

箕面公園昆虫館
電話番号：072-721-7967

昆虫館の入館料は必要

みのおこうえん・まちやま春ミニコンサート「真依子　
春のあしおと」

平成30年3月25日（日曜日）
午後1時25分から午後3時まで

箕面公園昆虫館前
箏を奏でるシンガーソングライタ－「真依子」が　箕面の森とみんなに春を届けにやってきます。音で春をかんじませんか。
1ｓｔステージ：午後1時25分から1時55分まで　2ndステージ：午後2時25分から2時55分まで

箕面公園管理事務所
電話番号：072－721－3014

雨天中止、観覧無料

楽しむ、春の低山ハイク－みのおの山　ヤマザクラ探
訪ハイキング－

平成30年4月8日（日曜日）
午前10時から午後3時30分まで

才ヶ原林道－こもれびの森－箕面公園
公園周辺山麓のヤマザクラを訪ねながら、若葉、春の息吹あふれる箕面の森を箕面観光ボランティアガイドの案内でめぐ
ります。山歩きはじめてさんも大歓迎。コース：約8km、初心者向け、集合時間：午前9時45分／集合場所：阪急箕面駅前。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

定員：30名
参加費：200円
要事前申し込み（受付開始2月下旬～）

～祝！10周年～第22回箕面の森の音楽会 平成30年5月26日（土曜日）
正午から午後8時まで（予定）　※雨天中止

箕面公園　瀧安寺前広場
風に揺れる葉の音、小鳥のさえずり、水のせせらぎ　流れる音色に身をまかせて、五感で楽しむ森の音楽会。
今年で10周年をむかえスペシャル版で開催されます（出演者10組、オリジナル朗読劇など）。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

観覧無料

箕面公園

服部緑地

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


ミズノテニススクール

【平日コース】
平成30年3月1日（木曜日）以降　毎週火曜日・木
曜日
午前9時30分から午後1時まで

【土曜コース】
平成30年3月3日（土曜日）以降　毎週土曜日
午前9時から午後4時30分まで

寝屋川公園　テニスコート
テニス経験者の方、基礎から習いたい方、年間を通じて楽しめるテニススクールです。
初心者・初級者クラスはテニス未経験の方、基礎から習いたい方におすすめです。
レディーストーナメントや体験レッスンもあります。

寝屋川公園管理事務所・施設受付
電話番号：072-824-1685

【平日コース】
料金：初心者・初級者・経験者クラス 14,000
円
　　　レディーストーナメント　　　 　　17,500円
【土曜コース】　
料金：初心者・初級者・経験者クラス　17,500
円
※各90分・8回分の料金
【体験レッスン】
料金：1,000円（1回分）

ミズノジュニアテニススクール
平成30年3月4日（日曜日）から　毎週日曜日
【9歳から11歳】午前9時から午前10時30分まで
【7歳から8歳】午前11時から午後0時30分まで

寝屋川公園　テニスコート
7歳から11歳までのお子さまが対象のテニススクールです。
ラケットの持ち方等、基本をしっかり身に付けることができます。体験レッスンもあります。

寝屋川公園管理事務所・施設受付
電話番号：072-824-1685

料金：17,500円（各90分・8回分）
体験レッスン：1,000円（1回分）

花の見所　桜 見頃：3月下旬から4月上旬まで 寝屋川公園　花の道
寝屋川公園の桜と言えば、「花の道」の桜。
ソメイヨシノやオオシマザクラが一斉に開花し、打上川沿いの公園を淡いピンク色に染め上げ、絶好のお花見スポットになり
ます。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

公園の四季を楽しむ散歩倶楽部その１
～樹木に咲く花たち～

平成30年5月7日（月曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園　ふれあいの丘周辺 新緑が鮮やかな季節の寝屋川公園の樹木や草花の様子をゆっくりとお散歩しながら丁寧に説明いたします。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

花の見所　梅 見頃：2月上旬から3月中旬まで 山田池公園　花木園 紅梅・白梅など約50品種340本の梅を見ることができます。
山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

入園：無料

つばき展
平成30年3月24日（土曜日）から3月31日（土曜
日）まで
開園時間：午前9時30分から午後4時30分まで

山田池公園　花しょうぶ園
肥後六花の一つである「肥後椿」等、約30鉢を展示します。
早春の園内で様々な色や形の椿をお楽しみください。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

入園：無料

桜草展
平成30年4月14日（土曜日）から5月6日（日曜日）
まで
開園時間：午前9時30分から午後4時30分まで

山田池公園　花しょうぶ園
「日本桜草」約100品種を順次展示する予定です。
春を告げる様々な品種の桜草をお楽しみください。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

入園：無料

家族で楽しむ新玉ねぎの収穫体験会 平成30年5月13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） 家族で楽しく新玉ねぎの収穫体験をしましょう！
山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

参加費：300円　※一家族
定員：20組

花しょうぶ園開園

平成30年5月25日（金曜日）から6月25日（月曜
日）まで
※ライトアップ期間：平成30年6月2日（土曜日）か
ら6月10日（日曜日）まで　

開園時間：午前9時30分から午後7時まで
（※ライトアップ期間中は午後8時30分まで）

山田池公園　花しょうぶ園
約140品種・約１0,000株の花しょうぶや、約2,600株のあじさいなど、色とりどりの花を観賞出来ます。
開花の最盛期に行うライトアップが人気です。あじさい園には何時でも入場できます。
※花の開花状況によってはプレオープンの可能性もあります。5月中旬頃にはホームページにてご確認いただけます。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

入園：無料

グリーンフェスタ
平成30年3月11日（日曜日）　
午前10時から午後3時まで
※雨天中止

深北緑地　球技広場 スポーツを通じてノーマライゼーションへの理解を深め、みんなで障がい者スポーツを楽しむイベントです。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

防災フェア　そなえパーク
平成30年3月11日（日曜日）　
午後1時から午後3時まで
※雨天中止

深北緑地　テニスコート前 防災について楽しく体験しながら学びましょう。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

Pocket   Marche＜ポケットマルシェ＞
平成30年3月17日（土曜日）、18日（日曜日）
午前10時から午後4時まで
※雨天中止

深北緑地　水辺広場
芝生とポプラの広場に、素敵なお店が集まります。
花苗や雑貨、フード等の販売やワークショップ等を行います。お散歩気分で覗いてみてください。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

花の見所　桜 見頃：3月中下旬から5月初旬まで 深北緑地　園内各所・桜の園
公園一帯をソメイヨシノなどの桜が薄紅色に染めます。
桜の園では早咲きや八重桜など様々な品種の桜があり、春の訪れとともに5月上旬まで次々に咲き始めます。
外環状線沿いの園路には美しいソメイヨシノの並木が続きます。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

春休み・走り方教室
平成30年3月27日（火曜日）、28日(水曜日）　
午前9時30分から午前11時まで

深北緑地　球技広場 すばやく動く・地面を蹴る・まっすぐ走るなどのコツを身につけます。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

対象：小学1年生から3年生までの児童
申込：3月19日（月曜日）から受付開始　
料金：2,000円（2日分）
定員：30名

山田池公園

寝屋川公園

深北緑地

http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
http://neyagawa.osaka-park.or.jp/
http://www.fukakitaryokuchi.jp/


花の見所　梅 見頃：2月中旬から 久宝寺緑地　北地区ファミリー広場 久宝寺緑地北地区では、梅、桃、桜が順番に春を告げていきます。ピンク、白と可憐に咲く梅の花をお楽しみください。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

パネルでひな祭り
平成30年2月24日（土曜日）から3月4日（日曜日）
まで

久宝寺緑地　中地区　花の道 おひなさまの顔出し看板を設置します。かわいいおひなさまになった写真を撮影できます。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

ノルディックウォーク講習会　火曜日コース
平成30年3月6日（火曜日、）3月20日（火曜日）
午前10時30分から正午まで

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参加してみませんか？全日本ノルディックウォーク連盟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！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
先着20名様まで
※平成30年3月末日で第1火曜日、第3火曜
日コースは終了いたします。

ノルディックウォーク講習会　木曜日コース

平成30年3月8日（木曜日）、3月22日（木曜日）、4
月12日（木曜日）、4月26日（木曜日）、5月10日
（木曜日）、5月24日（木曜日）
午前10時から正午まで

久宝寺緑地　中地区　スポーツハウス
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教わります。すでにノルディックウォークを楽しんでいらっしゃる方も、インストラク
ターにフォームのアドバイスを受けて、さらに運動効果を高めませんか？

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500円
先着20名様まで

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30年3月10日（土曜日）、4月14日（土曜日）、
5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30年3月24日（土曜日）、4月28日（土曜日）、
5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。

花の見所　桃 見頃：3月中旬から 久宝寺緑地　北地区ファミリー広場 久宝寺緑地北地区では、梅、桃、桜が順番に春を告げていきます。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

「みどり塾」 ～ワイヤーワークと植物～
平成30年3月18日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

久宝寺緑地　中地区　ボランティアルーム 大変好評をいただいているワイヤーワークと植物のコラボが帰ってきます。どんな組み合わせになるか！お楽しみに！
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：1000円
定員：15名
久宝寺緑地管理事務所までお問い合わせく
ださい

Happy　Earth　Day　Osaka　２０１８～One Step for 
Action～

平成30年3月24日（土曜日）
午前11時から午後5時まで
平成30年3月25日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

久宝寺緑地　東地区　修景広場付近

ハッピーアースデイ大阪2018開催テーマ「～つなげよう、心動かす想いのタネ～」このテーマには「それぞれが持っている想
いのタネ。そのタネがつながり、畑を耕すように、みんなの心が豊かに成長する。」そんな素敵なアースデイにしたいという
想いが込められています。アースディにちなんだイベントの開催や、オーガニック食品や商品などを扱った出店など、皆さん
に環境や社会問題を身近に感じ、考えて頂く催しです。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

当日東地区　修景広場付近にお越しくださ
い。

久宝寺こうえんマルシェ
平成30年3月25日（日曜日）、4月22日（日曜日)、5
月27日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

久宝寺緑地　北地区　風の広場周辺

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

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のコンセプトに賛同し
てくださる出店者の方も募集中！

レッツ久宝探検隊「キノコを育てる」 平成30年3月25日（日曜日）
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 シイタケ等ををどうやって育てているか実際に体験してみよう。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

花の見所　桜 見頃：4月上旬 久宝寺緑地　北地区ファミリー広場 久宝寺緑地北地区では、梅、桃、桜が順番に春を告げていきます。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

「みどり塾」～さくらと文化～
平成30年4月15日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

久宝寺緑地　中地区　ボランティアルーム 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。日本人が愛してやまないサクラについてのお話です。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
定員：25名
久宝寺緑地管理事務所までお問い合わせく
ださい。

レッツ久宝探検隊「春の植物観察会」～名も知らない
草木とお友達になろう～

平成30年4月22日（日曜日）
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

雑草と呼ばれている草花にも名前があり、存在意義があります。園内に育つ、いつもなら気にせずに通りすぎてしまう雑草
たちに目を向けてみませんか？そのたくましい姿に感動すら覚えます。公園内の草花を観察し、特徴と名前を覚えていきま
す。
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

第9回久宝寺緑地手作りこいのぼり祭り
平成30年4月23日（月曜日）から5月6日（日曜日）
まで

久宝寺緑地　中地区　花の道
近隣の幼稚園、保育園、保育所などの子どもたちが思い思いに描いたこいのぼりが久宝寺緑地　花の道の大空を泳ぎま
す

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

シャクヤク園開園
平成30年4月28日（土曜日）から5月20日（日曜
日）まで

久宝寺緑地　シャクヤク園
ユニバーサルデザインを取り入れたシャクヤク園では、4月下旬ごろから5月末までシャクヤクが華やかに咲きそろいます。
赤、白、ピンク、黄色と色とりどりの鮮やかなシャクヤクを楽しんでいただけます。シャクヤクの気品ある魅力をご堪能くださ
い。開園中にはライトアップ、久宝寺野点、お琴のミニコンサートなどいろんなイベントを開催予定です。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

みどりの日イベント「植物の小物作り」
平成30年5月4日（祝日・金曜日）
午後1時30分から　※材料がなくなり次第終了

久宝寺緑地　北地区 身近な植物であなたの生活を彩りませんか？
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：200円（材料費のみ）
定員：先着順（材料がなくなり次第終了）

子どもの日イベント 平成30年5月5日（祝日・土曜日）
午後1時30分から午後3時ごろまで

久宝寺緑地　中地区　花の道
緑いっぱいのユリノキ並木を背景にこいのぼりが悠々と泳いでいます。そんな中で繰り広げられるピエロによるバルーン
アートやマジック。他にも紙芝居や歌などお楽しみがいっぱい。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

「みどり塾」～ハーブを楽しむ～
平成30年5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　中地区　ボランティアルーム
私たちの身近にある色々なハーブ。植物の専門家にハーブのコンビネーションの方法などを学んでみませんか？
ハーブのさし穂のお持ち帰りもあります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
定員:20名
久宝寺緑地管理事務所までお問い合わせく
ださい。

レッツ久宝探検隊「樹木観察会」 平成30年5月27日（日曜日）
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
公園にはいろいろな種類の樹木があり、生態を観察して身近な自然に親しみます。どんぐりのなる木を中心に楽しく樹木を
観察しましょう
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

花の見所　桜 見頃：3月下旬から4月上旬まで 枚岡公園園内
枚岡公園は国定公園の中にある府営公園です。公園の入り口となる桜園路で、花のトンネルが現れ、桜広場や枚岡展望
台まで登ると、見事な桜が皆さんの目を楽しませてくれます。

枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

生駒自然観察会（春） 平成30年4月15日（日曜日）
午前9時から午後3時まで

枚岡公園～府民の森 生駒山の春を調べよう
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

参加費：大人300円・小学生100円

ウォークラリー 平成30年4月29日（土曜日）、30日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

枚岡公園園内 園内に設置したポイントの文字を探し言葉を当てるゲーム。正解者に特製グッズを進呈
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

ウォークラリー
平成30年5月3日（祝日・木曜日）から5日（祝日・
土曜日）まで
午前10時から午後4時まで

枚岡公園園内 園内に設置したポイントの文字を探し言葉を当てるゲーム。正解者に特製グッズを進呈
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

草花遊び
平成30年5月20日（日曜日）
午前9時から午後0時30分まで

枚岡公園園内 見て、さわって作って遊ぼう
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

参加費：大人300円・小学生100円

枚岡公園

久宝寺緑地

http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top


河内長野の桜の名所で春を楽しもう！ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 長野公園「奥河内さくら公園」（長野地区） 新河内長野八景にも選ばれている長野公園の桜。豊かな緑を背景に春の桜を楽しみませんか。
長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

料金：無料
※駐車場はございませんので公共交通機関
をご利用の上、徒歩でお越しください。

夜桜ライトアップ
平成30年3月31日（土曜日）から4月15日（日曜
日）まで
午後6時から午後9時まで

長野公園「奥河内さくら公園」（長野地区） 新河内長野八景にも選ばれている長野公園の夜桜を、思う存分楽しんでもらうために、ライトアップを実施します。
長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

料金：無料
※駐車場はございませんので公共交通機関
をご利用の上、徒歩でお越しください。

奥河内ミーツ・サクラ
平成30年4月8日（土曜日）、9日（日曜日）
午前10時から午後5時まで

【飲食会場】イズミヤ河内長野

【雑貨会場】長野公園「奥河内さくら公園」
（長野地区）

奥河内周辺のこだわりのお店を集めた「食と雑貨のお花見市」、コンサート、夜桜ライトアップなど楽しい企画がいっぱい！
ぜひ河内長野の「サクラに会いに」お越しください。

奥河内ミーツ・サクラ実行委員会
電話番号：0721-62-2772

※駐車場はございませんので公共交通機関
をご利用の上、徒歩でお越しください。

みんなでつくる鯉のぼり
平成30年5月1日（火曜日）から5月31日（木曜日）
まで
午前10時から午後4時まで

長野公園「奥河内さくら公園」（長野地区）
長野公園を楽しんでくれる各種団体にオリジナルの鯉のぼりを作成してもらい、園内に掲げて、思い出作りをしていただき
ます。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

申込方法：お電話などで気軽にお問い合わせ
ください。
料金：無料

延命寺周辺で初夏のバードウォッチング！！
平成30年5月上旬
午前9時から午後3時まで

南海高野線「三日市町駅」2階改札口周辺
集合

自然に囲まれた延命寺周辺には多くの野鳥が生息しており、バードウォッチングが楽しめる環境です。初夏にはオオルリや
キビタキなどの鳥が見られ、園内をにぎわせてくれます。また、運がよければサンコウチョウの美しい声が聞こえてくるかも
しれません。初夏の延命寺周辺を散策しながら、野鳥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

申込方法：定員なし。現地で受付。
料金：無料
持ち物：飲食物、双眼鏡、筆記用具
※山道を歩くので汚れてもよい服装でお越しく
ださい。

自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」で春の
キャンプを楽しもう！！

年末年始を除く通年
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）
まだ少し肌寒いですが、澄んだ空気の中バーベキューなどを楽しんでいただけます。桜もあるのでお花見気がてらにぜひ
ご利用ください。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

申込方法：キャンプ場は事前予約が必要で
す。予約に関しては、2ヶ月～2日前まで受け
付けております。キャンプ場の予約は、長野
公園管理事務所にて受け付けております。
（長野地区にあります。9:00～17:00まで開い
ております。）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：1日1サイト 3,500円

梅まつり
平成30年3月4日（日曜日)
午後1時30分から午後3時まで

錦織公園　梅の里
2月中旬から3月初めにかけて梅の里では、約28種類およそ380本の梅が次々と花を咲かせていきます。梅こぶ茶の振る舞
いを行います。温かい梅こぶ茶を飲みながら、梅の花をゆっくりお楽しみください。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：100名（先着順）
対象：どなたでも

3月の花の見所　ミツマタ 見頃：3月中旬から 錦織公園　河内の里
枝が三本ずつ出て、必ず三つ又に分かれる特徴より名前がついた、ミツマタが里の家にて、見頃をむかえています。樹皮
は､和紙としても利用されています。
※河内の里は、9時30分から16時30分まで開園しています。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

森の実習隊
平成30年3月17日（土曜日)
午前10時から正午まで

錦織公園　公園管理事務所 公園内の樹林管理作業を行います。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：10名（先着）
対象：18歳以上
申込：随時、電話及び公園管理事務所にて受
付

季節の寄せ植えづくり
平成30年3月18日（日曜日)
午後1時30分から午後3時まで

錦織公園　公園管理事務所 季節に合わせた、フラワーポットを作成します。作成した寄せ植えはお持ち帰りいただけます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：1,000円
定員：10名（先着）
対象：13歳以上
申込：イベント1ヶ月前より、電話及び公園管
理事務所にて受付

４月の花の見所　サクラ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 錦織公園　桜木の里 桜木の里にてサクラが見頃をむかえています。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

４月の花の見所　シャクナゲ 見頃：4月中旬から5月上旬まで 錦織公園　しゃくなげの谷 しゃくなげの谷にてシャクナゲが見頃をむかえます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

４月の花の見所　ツツジ 見頃：4月中旬から5月上旬まで 錦織公園　河内の里、つつじの丘
河内の里、つつじの丘にてツツジが見頃をむかえています。
※河内の里は、9時30分から16時30分まで開園しています。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

春の自然観察会
平成30年4月17日（火曜日)
午後1時30分から午後3時まで

錦織公園　河内の里 河内の里の春を観察しませんか？観察会では里内をスタッフが案内いたします。
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：どなたでも（小学生は大人の同伴をお
願いします）
申込：イベント1ヶ月前より、電話及び公園管
理事務所にて受付

琴・尺八の演奏会
平成30年4月29日（日曜日)
午前10時30分から午後3時まで

錦織公園　河内の里
河内の里里の家で、琴・尺八による演奏会を開催します♪昔ながらの風景を残した河内の里で、和の調べをご堪能くださ
い。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：なし
対象：どなたでも（小学生は大人の同伴をお
願いします）
申込：不要

桜 見頃：3月下旬から4月上旬ごろまで
石川河川公園　駒ヶ谷地区・千早花街道
～千早つどいの広場

石川河川公園では、3月末～4月初めごろに、駒ヶ谷地区、千早花街道～千早つどいの広場で、桜の見頃を迎えます。
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

レンギョウ 見頃：4月下旬から5月ごろまで 石川河川公園　駒ヶ谷地区 石川河川公園では、4月末～5月ごろに、駒ヶ谷地区などで、レンギョウが見頃迎えます。
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

寒緋桜 見頃：2月下旬から3月下旬まで 住之江公園　大池北（太鼓橋北側） 沖縄では「桜」と言えばこの「寒緋桜」のこと。「緋寒桜」とも。寒さの中、凛と咲く緋色の花を愛でてみては如何ですか。
住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

入場無料
対象：どなたでも

住之江区防災フェア×イザ！カエルキャラバン！ In 
住之江公園

平成30年3月11日（日曜日）
午後1時から午後4時まで

住之江公園　児童広場
今年で７回目の開催となります。お子様に大人気のイベントです。使わなくなった「おもちゃ」を持ち寄り、欲しい「おもちゃ」と
交換します。各コ－ナーでゲームを楽しみながら防災を学びつつポイントを集めます。集めたポイントでオ－クションに参加
できます。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

入場.無料
対象：主に幼児から小学生まで

2018すみすみフェスタ×ソｰラーフェステイバル.
平成30年5月5日（土曜日）
午前10時から午後4時まで

住之江公園　児童広場
住吉公園と共催する「すみすみフェスタ」住之江公園バ－ジョン。ソ－ラーパネルで発電した電気を使い、コンサ－トや会場
で使う電気の一部を賄います。飲食ブ－スやミニSL、ふわふわなど遊べるコ－ナーも充実。半日楽しく過ごせます。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

入場無料
対象：どなたでも

2018ハートスタジアム前夜祭（星空シアタ－）
平成30年5月18日（金曜日）
午後7時から午後9時まで

住之江公園　野球場
野球場のスコアボードに市民から提供されたシ－ツを掲げ、映画を上映します。大迫力の画面を家族・友人と共にお楽しみ
下さい。上映作品は「怪盗グル－のミニオン大脱走」を予定してます。.

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

入場無料
※保護者同伴でお願いします

2018ハｰトスタジアム
平成30年5月19日（土曜日）
午前9時から午後8時まで

住之江公園　野球場
普段は利用者以外入ることのできない野球場を市民に開放し、仮設ステ－ジでコンサ－トやパフォーマンスを楽しんだり、４
０数店舗の模擬店で飲食したり。ゆったりとした時間の流れる特別な空間を満喫してください。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

入場無料
対象：どなたでも

石川河川公園

長野公園

錦織公園

住之江公園

http://ishikawa.osaka-park.or.jp/
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top
http://nishikori-park.jp/
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top


すみすみマルシェ
平成30年3月24日（土曜日）、4月28日（土曜日）、
5月26日（土曜日）　※毎月第4土曜開催

住𠮷公園　花と水の広場 地産の野菜やグルメ・オリジナルアクセサリーなど展示販売
住𠮷公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入場無料

住吉公園さくらカーニバル 平成30年4月8日（日曜日） 住𠮷公園　花と水の広場・心字池 桜花を眺めて寛いで頂き、地域の方々のパフォーマンスや音楽で楽しんで頂きます。
住𠮷公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入場無料

すみすみ公園フェスタ 平成30年5月5日（土曜日）、6日（日曜日） 住𠮷公園　花と水の広場 公園利用者や地域の方々に花と触れ合って頂き、春の休日を楽しんで頂きます。
住𠮷公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入場無料

浜寺公園スプリングフェスタ 2018
平成30年4月15日（日曜日）
午前10時から午後3時まで

浜寺公園　中央エントランス周辺
毎年恒例の浜寺公園春のイベントです。
中央ステージでの舞台演舞（よさこいなど）に加え、松ぼっくりゲームや各種遊びのブースにより、暖かな春の公園を更に盛
り上げます！

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

当日自由参加
料金無料

ROSE DE MAI 2018
平成30年5月12日（土曜日）から27日（日曜日）ま
で
日没から午後9時まで

浜寺公園　ばら庭園中央花壇、まちの
景、里の景の一部

そのバラが最も見頃を迎える5月には、夜の表情もお楽しみいただくべく、庭園の一部を21時までライトアップし、美しく幻想
的な空間を皆様にお届けします。
5月19日、20日、26日、27日の4日間は、18時30分より「たそがれコンサート」を開催します。

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

当日自由参加
料金無料
※雨天や荒天の場合は、ライトアップ時間を
短縮や、たそがれコンサートを中止する場合
があります。

第41回 浜寺ローズカーニバル 平成30年5月20日（日曜日）
午前10時から午後4時30分まで

浜寺公園　中央エントランス周辺
浜寺公園を代表する大規模イベント「浜寺ローズカーニバル」が今年も開催です！
浜寺公園のエントランスを埋め尽くすほどのブース出展や子どもたちが思いっきり楽しめる遊びコーナー、中央ステージで
は様々な踊りや音楽、漫才などのプログラムが企画されています。

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

当日自由参加
料金無料

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 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　「クリスマスローズを育ててみよう」
平成30年3月4日（日曜日）
午後1時30分から午後3時まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 クリスマスローズについてのお話をします。実生苗１株付き♪
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員15名、参加費無料、要事前申し込み

季節の植物紹介　「ツバキ展」 平成30年3月9日（金曜日）から3月19日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 ツバキの原種から様々な園芸種までを展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

リサイクルフェア
平成30年3月11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
要らなくなったものをリサイクル、思わぬ掘り出しものが見つかるかも。
出店のお問い合わせは、日本ガレージセール協会（06-6362-6322）まで。

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

入場無料

講習会　「つばきの楽しみ方」 平成30年3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 ツバキについてのお話と、この時期にできる挿し木の方法を説明します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員30名、参加費無料、要事前申し込み

植木市
平成30年3月17日（土曜日）から5月6日（日曜日）
まで
午前10時から午後4時まで

大泉緑地　第一駐車場北側園路沿い 庭木や花をお手ごろな価格で御提供。土曜、日曜、祝日はチップの無料配布もあります。
大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

入場無料

講習会　「粘土で作るシーサー」
平成30年3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 福を招き、悪霊を追い払うと言われるシーサー作りに挑戦しよう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員20名、参加費500円、要事前申し込み

四季彩園スプリング　ボランティア＆アートフェスティ
バル

平成30年3月21日（水曜日）
正午から午後3時まで

大泉緑地　四季彩園
自然アートのブースや楽器の演奏会、焼き菓子の販売など盛り沢山な内容となっています。また、イベントを題材としたフォ
トコンテストも開催されます。ぜひご家族でイベントに参加して、記念写真を撮り、フォトコンテストに応募してください。

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

入場無料、小雨決行

展示会　「こんなもの作りまし展」
平成30年3月21日（水曜日）から4月2日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 ものつくり体験の作品とコモ巻きの調査結果などを展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

花の見所　ソメイヨシノ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 大泉緑地　双ヶ丘、桜広場 約750本の桜が咲き誇り、桜広場ではバーベキューしながらお花見もできます。開花状況はＨＰ等で随時お知らせします。
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　「スケッチで描く大泉緑地展」 平成30年4月4日（水曜日）から4月30日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 大泉緑地の四季を描いた水彩画を展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

季節の植物紹介　「サクラソウの紹介」
平成30年4月4日（水曜日）から4月30日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 パネルでサクラソウについての紹介をします。
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　「春の草花たんけん隊」 平成30年4月8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 大泉緑地に生息している春の植物を観察しよう！珍しい白色のタンポポがみられるかも！？
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員30名、参加費無料、要事前申し込み

花の見所　フジ 見頃：4月中旬から4月下旬まで 大泉緑地　大パーゴラ 大パーゴラのフジが見頃を迎えます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

展示会　「春爛漫展」 平成30年4月21日（土曜日）から4月30日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 春に咲く色とりどりの草花を展示します。
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　「春の草花でブーケづくり」
平成30年4月29日（日曜日）
午前10時から正午まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 花が咲いている花壇を散策し、ブーケづくりを楽しみます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員30名、参加費無料、要事前申し込み

講習会　「初夏の寄せ植え」 平成30年4月30日（月曜日）
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 初夏から花の咲く植物を移植する時期になります。初夏の爽やかさを演出するような寄せ植えをしましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員25名、参加費500円、要事前申し込み

展示会　「伊勢物語と能の世界展」
平成30年5月2日（水曜日）から5月14日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 大泉緑地のカキツバタとユリカモメを通して、古来よりなじみ深い伊勢物語と能にまつわる世界を展示します。
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　「種まきから始める夏野菜作り」 平成30年5月6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 プラグトレイやビニールポッドを使っての苗から始まり野菜作り。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員30名、参加費200円、要事前申し込み

展示会　「フォトコンテスト作品写真展」 平成30年5月17日（木曜日）から6月11日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 四季彩園イベント・フォトコンテスト応募作品のうち入賞及び厳選の作品を展示。
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　「キッチンハーブの寄せ植え」 平成30年5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 見ても可愛い、食べてもおいしいハーブの寄せ植えをします。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員28名、参加費500円、要事前申し込み

講習会　「親子でお花植え寄せ植えをつくろう♪」
平成30年5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 植物についてのお話の後、親子で花壇にお花を植えます。また、植えた植物と同じもので寄せ植えを作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

定員15組、参加費無料、要事前申し込み

住吉公園

浜寺公園

大泉緑地

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


花の見所　コヒガンザクラ 見頃：3月上旬ごろ
蜻蛉池公園　子供の国水流北側竹林の
手前の広場

園内では、コヒガンザクラが見頃を迎えています。本数は15本程度、子供の国水流北側竹林の手前の広場（流れの広場の
東部）あたりが春一足早く華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　カンヒザクラ 見頃：3月中旬から下旬まで 蜻蛉池公園　花木園
園内では、カンヒザクラが見頃を迎えています。本数は20本程度、花木園内中央部のサクラ通りあたりが春一足早く華や
かに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　サクラ　ソメイヨシノ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 蜻蛉池公園　ポケット広場、真谷川
園内では、ソメイヨシノが見頃を迎えています。バラ園内ポケット広場の南側から真谷川沿いあたり一面が数百本のサクラ
で華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　レンギョウ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 蜻蛉池公園　花木園
園内では、レンギョウが見頃を迎えています。場所は花木園内を中心に園内各所、特に花木園西側入口付近、池の斜面に
広がるレンギョウ畑が華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　ユキヤナギ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 蜻蛉池公園　花木園、展望台
園内では、ユキヤナギが見頃を迎えています。場所は花木園内を中心に園内各所、特に花木園内北側の市道沿いは圧
巻、藤棚池の斜面、展望台への階段などが華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　フジ 見頃：4月初旬から中旬まで 蜻蛉池公園　花木園藤棚池
園内では、フジが見頃を迎えています。場所は花木園内の藤棚と藤棚池周辺、ノダフジ、イッサイフジ、ニオイフジ、かわり
だねのナツフジなどが咲き誇り、華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　バラ 見頃：5月中旬から6月上旬まで 蜻蛉池公園　バラ園
園内では、約200種、2,300株の春のバラが見頃を迎えています。バラ園内のポケット広場、7段花壇とガゼボ周辺、大池前
5段花壇、水と緑の音楽広場回廊あたりが華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

春のバラまつり（※仮称）
平成30年5月下旬
※開催日時未定

蜻蛉池公園　バラ園周辺
バラ園を中心に咲き誇る約200品種、2,300株のバラを満喫しませんか？ぜひご家族やお友達みなさまお誘いあわせの上、
ご来園ください！

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

海浜緑地DAYキャンプオープン記念！
DAYキャンプ＆ドッグランでワンちゃんと一緒にあそぼ
う！

平成30年3月21日（水曜日）
午前10時から午後3時まで

二色の浜公園 海浜緑地
有料野外炉施設前　広場

海浜緑地に新たにオープンするDAYキャンプエリアのオープニングイベントです。上質な器材使用で設営・片づけ不要、お
皿や炭も用意されているとても便利なBBQを楽しんで頂けます。また、ワンちゃんも同伴可能で、仮設ドッグランも設置しま
す！
①ドッグランで飼い主さんと一緒に椅子取りゲーム
②1組に1個、びっくり特大食材『ビッグバーガー』をプレゼント！皆でワイワイ作って食べちゃいましょう♪
③甘いクレープや飲み物など販売するキッチンカーが来るよ！
④小学生以下のお子様には『お菓子の摑み取り』があります♫
⑤ドッググッズもあるよ！青空フリーマーケット開催！
⑥愛犬の写真で作ろう！缶バッチ作り☆

二色の浜公園海浜緑地管理事務所
電話番号：072-431-9846

料金：大人1,000円、子供（小学生まで）700
円、幼児（2歳未満）無料
定員：1組8名まで　10組限定
申込方法：電話受付のみ（9：00～17：00）
2月21日（水）受付開始、3月14日（水）受付締
切

桜提灯

平成30年3月21日（水曜日）から4月20日（金曜
日）まで
夕刻から午後8時まで
※桜の開花状況により変更する場合があります。

二色の浜公園　中央遊技場（一部区域）
二色の浜公園の中央遊技場にて期間限定で桜提灯を設置いたします。ほのかな灯りで、昼間とはまた違ったソメイヨシノの
一面をぜひお楽しみください。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

花の見所　サクラ 見頃：3月下旬から4月上旬まで 二色の浜公園 花見の丘
公園中央より東側の「花見の丘」では、桜の花に包まれながら遊歩道をゆっくりお散歩いただけます。また、バーベキュー
は出来ませんが、お弁当などのお食事はしていただけます。週末には沢山のご家族連れがお花見を楽しまれています。青
い海・青い空に映える　華やかな桜の花を見にぜひご来園ください。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

りんくうフェスタ2018
平成30年3月25日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

りんくう公園（総合休憩所ほか周辺）

りんくう公園で取り組んできた数々のイベントの発表会や体験イベントが大集合！！昨年に引き続き今年も、泉佐野市と共
催でウォーキングチャレンジを開催します！わくわくドキドキの一日を、ぜひりんくう公園でお過ごしください。みなさまのお
越しを、お待ちしております。
内容：
【キッズイベント】竹で作ろうカタツムリ、みんなでとばそう！ギネス紙ひこうき
【参加型イベント】多肉植物　チャレンジ体験 100円 先着20名、リーフアレンジメント体験 100円　先着20名、スロージョギン
グ体験　
【展示】第3回りんくう公園デジタルフォトコンテスト作品、廃材を利用した多肉植物寄せ植え、竹細工の昆虫色々、リーフア
レンジメント作品
【その他】気軽にアフタヌーンティーを楽しみませんか？(紅茶と軽食）　1セット200円
※内容は一部変更になる場合があります。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

イベント参加ブースには、参加人数に限りが
あります。
申込方法や開始日等については、ホーム
ページでご確認ください。

花の見所　ソメイヨシノ 見頃：3月下旬から4月上旬まで りんくう公園　桜広場 桜広場の周囲に植えられた約20本のソメイヨシノが春の訪れを感じさせてくれます。
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

花の見所　花海道（宿根草） 見頃：4月上旬から中旬まで りんくう公園　海への道
歩きながら四季折々の花や海の景観を楽しむことができる空間。花畑には50種類以上もの宿根草が春から秋にかけて
次々と咲きます。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

花の見所　サトザクラ 見頃：4月上旬から中旬まで りんくう公園　海への道
海への道沿いに植えられているサトザクラ。ソメイヨシノよりも少し遅れて咲きます。ベンチに座ってのんびりと春の訪れを感
じられてはいかがですか？

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

花の見所　オオシマザクラ 見頃：3月下旬から4月上旬まで せんなん里海公園
3月下旬から4月上旬にかけて見頃になる「オオシマザクラ」、「ソメイヨソノ」、「ヤエザクラ」、「シダレザクラ」などの品種が約
100本あります。特にタコ遊園から箱作側出入り口付近にかけては芝生広場や遊具もあり、ゆっくりと楽しめます。また、4月
中頃からは潮干狩りも開催されます。園内に咲く花や自然とふれあってみませんか？

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

海藻おしば教室
平成30年4月1日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分

せんなん里海公園　しおさい楽習館
ワカメやヒジキ、海苔など私たちの食卓には欠かせない海藻。色とりどりで繊細な形はアートフルな作品になります。海藻
にはいろんな秘密が隠されています。素敵な作品作りに参加しませんか？　3月24日（土曜日）から4月8日（日曜日）までし
おさい楽習館で、海藻おしばの作品を展示しています。ぜひ見に来てください！

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

定員：30名（小学生未満は保護者同伴）
申込：平成30年3月8日（木曜日）午前10時か
らせんなん里海公園管理事務所で電話にて
受付
参加費：無料（駐車料金は別途620円）

ビーチテニス教室
平成30年4月22日（日曜日）
午後1時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレーコート
ビーチテニスって何？ビーチテニスは、ボールをバウンドさせることなく、羽つきの要領でプレイするスポーツです。イタリア
発祥のエキサイティングなスポーツ！なのに誰でも簡単！初心者の方でも、持ち方から丁寧に指導します。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

定員：30名（先着順）
対象：小学生以上
申込：平成30年4月1日（日曜日）午前10時か
ら、せんなん里海公園管理事務所で窓口・電
話にて受付

裸足キッズ大集合！
平成30年5月5日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレーコート
５月５日の子供の日に、砂の上でかけっこやサンダルとばし、親子でサンドアートなど、砂とふれあって遊んでみませんか？
申込みは不要です。当日飛び込みでご参加ください。１等賞になってお菓子をゲットしよう！みなさまお誘いあわせのうえ、
ぜひお越しください。（イベントの内容を変更することがあります）

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

対象：幼児・小学生（サンドアートは親子参
加）
申込：不要（当日12時30分潮騒ビバレーコー
トに集合）
※裸足になっても良い方に限ります

ビーチバレー教室
平成30年5月13日（日曜日）
午後1時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレーコート
夏だ！海だ！はじめようビーチバレー！苦手でもいいよ！初めての方でも、高齢者でも大丈夫！どなたでも参加お待ちして
ます。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

定員：20名（先着順）
対象：中学生以上
申込：平成30年4月10日（火曜日）午前10時
から、せんなん里海公園管理事務所で窓口・
電話にて受付

蜻蛉池公園

せんなん里海公園

二色の浜公園

りんくう公園

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


えんづくりプログラム「お花サロン　コサージを作りま
しょう」

平成30年3月4日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内 地元の泉州タオルを使ってカラーのコサージをつくる。
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

キノコの菌打ち体験
平成30年3月10日（土曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
公園で伐採した樹木をつかったほだ木にキノコ（シイタケ）の菌を打ちつける体験をしてみませんか。参加者はミニほだ木
（長さ約50ｃｍ）を持ち帰りいただけます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

青竹でブレスレットをつくりませんか！ 平成30年3月24日（土曜日）
午前10時から午後2時まで

泉佐野丘陵緑地内 公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、竹から竹ひごをつくり、編み込んでブレスレット・リングをつくる。
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

ノルディックウォーキング体験
平成30年3月25日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内 インストラクターの指導により、自然豊かな泉佐野丘陵緑地の魅力をノルディックウォーキングで楽しみます。
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

えんづくりプログラム「春の丘陵緑地で俳句を作ろう」 平成30年3月31日（土曜日）
午前10時30分から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
公園を散策して、風や草花、小鳥の声など自然を感じながら俳句をよんでみませんか？春の風景を楽しみながら俳句を作
ります。俳句会講師がわかりやすく丁寧に指導します！

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

サトイモの植え付け体験 平成30年4月7日（土曜日） 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、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒にサトイモを
植え付ける体験を楽しみます。収穫体験には優先でご案内。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

タケノコ掘りを楽しんで公園をつくろう　～竹林管理体
験～

平成30年4月21日（土曜日）
午前9時45分から午後1時まで
※雨天の場合は、22日（日曜日）に順延（前日20
日の午後1時に決定）

泉佐野丘陵緑地内 昨夏オープンした19番目の府営公園　泉佐野丘陵緑地において、公園の整備の一環としてタケノコ堀りを楽しみます。
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

スイカ＆トマトの植え付け体験
平成30年4月28日（土曜日）
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、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、トマトとス
イカの苗の植え付けの体験を楽しみます。収穫体験には優先でご案内。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

落花生の種まき体験 平成30年4月28日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

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、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、落花生
の種まきの体験を楽しみます。収穫体験には優先でご案内。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

茶摘み体験 平成30年5月3日（木曜日） 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、公園ボランティア「パーククラブが大切に育てたお茶
の木で茶摘みを体験してからみんなでお茶をつくって新茶の味を楽しみます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

ピザづくり体験 平成30年5月5日（土曜日）
午前10時から

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、公園ボランティア「パーククラブ」が手づくりで製作し
たピザ窯でピザづくりを楽しみます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

サツマイモの植え付け体験
平成30年5月12日（土曜日）
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、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、サツマイ
モの苗の植え付け体験を楽しみます。収穫には優先でご案内。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

自然観察体験 平成30年5月12日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

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、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、園内を散
策しながら春の野草の観察を楽しみます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

タマネギの収穫体験 平成30年5月20日（日曜日） 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、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、たまねぎ
の収穫などを体験してみませんか。試食もしますのでぜひ、ご参加下さい。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

竹琴？づくり体験 平成30年5月26日（土曜日） 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、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、木琴なら
ぬ竹を使った竹琴づくりにチャレンジしませんか。ぜひ、ご参加下さい。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

要事前申込

　　　↑　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/

