
平成30年5月31日時点

公園名 イベント名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

しょくぶつえんのパパフェスタ
平成30年6月17日（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・都市緑化植物園において、「しょくぶつえんのパパフェスタ」を開催致します。親
子でゲームや試食をしながら、おやつについて楽しく学ぶ「カルビー おやつ探検隊」、えさ
やりや乗馬体験ができる「ポニーに乗ってみよう」、「グルメコーナー」等楽しいイベントが盛
りだくさんです。是非お誘いあわせの上ご来園ください。

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）
※ブースにより有料、事前申込
のものがあります。

山ヶ池のハスと日本庭園のスイレン

ハス：平成30年6月1日（金）
から8月31日（金）まで
スイレン：平成30年6月1日
（金）から7月31日（火）まで

服部緑地　山ヶ池、日
本庭園

水辺に咲き涼を感じさせる夏の花、ハスとスイレンが見頃を迎えます。ハスの花が山ヶ池北
東側に一面に広がる光景は圧巻です。早朝7時から9時に見頃を迎え、午後には花が閉じ
ます。こどもの楽園横ウッドデッキからの展望がオススメ。
また、日本庭園では白や赤のスイレンが水面を涼やかに彩ります。朝に開き、夕方には閉
じるので、午前中のお越しがオススメです。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

※日にちはあくまで予測です。気
候条件等により花の見頃が前後
する可能性があります。

グリーンアロハ
平成30年7月8日（日）　午前
11時から午後5時まで

服部緑地都市緑化植
物園

ハワイアンバンド、パームアイランダーズの演奏と500名のフラダンサーが繰り広げる、ハワ
イアンムードたっぷりのステージを楽しみながら、アロハな一日をお過ごしください。

電話番号：06-6862-2110
入場料：500円（中学生以上有
料）

第23回　日本センチュリー交響楽団　星空ファミリーコン
サート

平成30年8月25日（土）、8月
26日（日）　午後6時30分開場
午後7時30分開演

服部緑地野外音楽堂

毎年恒例の人気の野外クラシックコンサート。ご家族で気軽にクラシックを楽しめます。演
目：チャイコフスキー「スラブ行進曲」他
出演　指揮：横山奏
　　　管弦楽：日本センチュリー交響楽団、センチュリー・ユース・オーケストラ

日本センチュリー交響楽
団
電話番号：06-6868-3030

「夏風のヨガ」　～処暑の夕暮れの中で～
平成30年8月26日（日）　午後
6時から受付

服部緑地ウォーターラ
ンド

緑豊かな服部緑地の風を感じながら、プールサイドヨガで身体を動かしましょう。とっておき
の時間の中、8月最後の想い出を演出します。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：20名、参加費：無料　※
ウォーターランド入場料が必要、
8月１日（水）より電話にて受付
（事前申し込み必要）

はじめてのテラリウムづくり
平成30年7月8日（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

ガラス瓶に小さな植物を植えて、涼しげなテラリウムをつくりましょう。
服部緑地都市緑化植物
園
電話番号：06-6866-3621

定員：24名、材料費：1,000円、6
月14日（木）より電話にて受付
（事前申し込み必要）
※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）

アメンボの観察と工作
平成30年7月28日（土）　午前
10時30分から午前12時30分
まで

服部緑地都市緑化植
物園

アメンボの観察をした後、木の実や枝などを使った自然工作をします。
服部緑地都市緑化植物
園
電話番号：06-6866-3621

定員：20名、対象：3才から小学6
年生、開催時間中随時受付
※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）

セミの観察と工作
平成30年8月11日（土・祝）
午前10時30分から午前12時
30分まで

服部緑地都市緑化植
物園

セミの抜け殻を観察した後、工作でぶんぶんゼミをつくります。
服部緑地都市緑化植物
園
電話番号：06-6866-3621

定員：20名、対象：3才から小学6
年生、開催時間中随時受付
※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7月4日（水）　午前
10時30分から午前12時まで

服部緑地都市緑化植
物園

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。お子様もご一緒に楽しんでいただくこともできます。

服部緑地都市緑化植物
園
電話番号：06-6866-3621

定員：24名、対象：2才までのお
子様がおられるママ（2才までの
お子様も同伴可）、材料費：1,000
円、6月4日（月）より電話にて受
付（事前申し込み必要）
※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　夏のイベント　2018

服部緑地



しょくぶつえんのフラワーセラピー　ハーバリウムづくり
平成30年7月22日（日）　午前
10時30分から午前12時まで

服部緑地都市緑化植
物園

場所を選ばず飾れて、インテリアやプレゼントとして近年人気が高まっているハーバリウム。
色とりどりの花を使って、あなただけの作品をつくってみませんか？

服部緑地都市緑化植物
園
電話番号：06-6866-3621

定員：24名、材料費：1,000円、7
月1日（日）より電話にて受付（事
前申し込み必要）
※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）

昆虫のウラオモ展
平成30年7月21日（土）から8
月26日（日）まで

服部緑地都市緑化植
物園

昆虫のオモテ側とウラ側から見えてくる、ふしぎ・おどろきの世界をお楽しみください。
服部緑地都市緑化植物
園
電話番号：06-6866-3621

協力：箕面公園昆虫館
※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）

ハイビスカス展
平成30年7月1日（日）から9
月17日（月・祝）まで

服部緑地都市緑化植
物園

池前テラスをトロピカルなハイビスカスが彩ります。
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）

かいこの飼育
平成30年7月上旬から8月上
旬（予定）

服部緑地　民家集落博
物館

飛騨白川で「おかいこさん」と呼ばれ親しまれてきた、かいこの飼育風景を展示します。夏
休みの自由研究にも最適。

民家集落博物館
電話番号：06-6862-3137

※民家集落博物館で開催するイ
ベントへのご参加には別途入館
料が必要です。（幼児は無料）

みんかでお昼寝
平成30年8月1日（水）から8
月31日（金）

服部緑地　民家集落博
物館

蚊帳の中でお昼寝体験をしよう。
民家集落博物館
電話番号：06-6862-3137

※民家集落博物館で開催するイ
ベントへのご参加には別途入館
料が必要です。（幼児は無料）

紙すき体験
平成30年8月18日（土）午前
10時から午前12時

服部緑地　民家集落博
物館

はがきサイズの紙をすく体験です。
民家集落博物館
電話番号：06-6862-3137

※民家集落博物館で開催するイ
ベントへのご参加には別途入館
料が必要です。（幼児は無料）

まゆから糸つむぎ・真綿づくり
平成30年8月25日（土）午前
10時から

服部緑地　民家集落博
物館

白川の民家で育てた、かいこのまゆから糸をつむいだり、真綿をつくってみよう。
民家集落博物館
電話番号：06-6862-3137

材料がなくなり次第終了
※民家集落博物館で開催するイ
ベントへのご参加には別途入館
料が必要です。（幼児は無料）

セミの羽化を見よう
平成30年7月21日（土）午後6
時30分から午後8時30分

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

当日午後6時より受付、雨天中止

観察：葉っぱを観察しよう／工作：音の出る作品をつくろう
平成30年7月28日（土）午前
10時15分から午後2時30分

服部緑地　こどもの楽
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、開催時間中随
時受付

観察：セミについてしらべよう／工作：昆虫をつくろう
平成30年8月18日（土）午前
10時15分から午後2時30分

服部緑地　こどもの楽
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、開催時間中随
時受付

トンボやチョウを探しミクロで見る
平成30年7月15日（日）午前
10時30分から午前12時ごろ

服部緑地　こどもの楽
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

当日午前10時より受付

鳴いてるセミやチョウを探そう
平成30年8月19日（日）午前
10時30分から午前12時ごろ

服部緑地　こどもの楽
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

当日午前10時より受付

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー

平成30年7月16日（月・祝）午
後2時から午後3時30分
8月8日（水）午前10時30分か
ら午前12時

服部緑地都市緑化植
物園

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：15名、参加費：500円、対
象：16歳以上の方、各回受付開
始日は前月の中旬から（事前申
し込み必要）
※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



しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室
平成30年7月20日（金）午前
10時30分から午前11時30分

服部緑地都市緑化植
物園

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
生後12か月まで）、各回受付開
始日は1か月前の同日から（事前
申し込み必要）　但し、休園日の
場合は翌日から受付
※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＆ピラティス

平成30年7月21日（土）
午前10時30分～午前12時
（前日夜から朝の雨天は中
止）

服部緑地都市緑化植
物園

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、対象：どな
たでも・お子様連れもOK、各回
受付開始は当日の午前10時から
（先着順）
※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　音楽で赤ちゃんとあそぼう

平成30年7月19日（木）はい
はいクラス午前10時30分か
ら午前11時20分/よちよちク
ラス午前11時30分から午前
12時20分

服部緑地都市緑化植
物園

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

定員：各クラス15組、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、受付開始
日：各回１か月前の同日(事前申
し込み必要)　但し、休園日の場
合は翌日から受付
※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30年7月18日（水）午前
11時～午前12時

服部緑地都市緑化植
物園

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過ごしましょう
♪ママ友もできるよ！

服部緑地都市緑化植物
園
電話番号：06-6866-3621

定員：5組、参加費：1,000円、対
象：生後3か月から6か月位の赤
ちゃんとママ、各回受付開始日
は1か月前の同日から（事前申し
込み必要）　但し、休園日の場合
は翌日から受付
※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）

みどりのギャラリー

毎月応募可（HPに応募
フォームをアップ済み）
10月から12月分は、7月下旬
にHPにアップ予定

服部緑地都市緑化植
物園

「花と木などの植物や公園、自然とのふれあい」をテーマにした作品を募集します。公園の
良質なみどりの中で、あなたの作品を展示してみませんか？

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）

みのおこうえん・まちやま市－健康ピクニック－

平成30年6月3日（日）
午前10時30分から午後4時ま
で
※雨天中止

瀧安寺前広場（箕面公
園内）

毎月第１日曜、箕面公園ではクイズにチャレンジしながら自然の中を歩く、
気軽に参加できる「まちやまウォーキング」をおこなっています
6月3日は健康体験フェア「箕面公園まちやま市－健康ピクニック－」も合わせて開催
ヨガやリズム体操などのエクササイズ、血圧・握力測定・鍼灸などの体験ワークショップのほ
か
こだわりの品がならぶ青空市も。
新緑さわやかな箕面の森でボディメンテナンス＆ヘルシーな一日をすごしませんか♪

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

入場無料
健康体験無料
体験によっては定員があり

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30年6月10日（日）
午前10時から午後12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人（小学生以下は保護
者同伴要）
申込：平成30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30年6月16日（土）
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30年5月16日より受
付開始

箕面公園

服部緑地

http://www.mino-park.jp/


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30年7月29日（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人（小学生以下は保護
者同伴要）
申込：平成30年6月15日より受付
開始

みのおこうえん自然観察会　夏休み企画 「川や水辺にす
む生き物を観察しよう」

平成30年7月29日（日）
午後1時から午前3時まで
※荒天中止

集合場所：箕面公園昆
虫館前

箕面公園のなかを流れる川の中や水辺にはどんな生きものたちが暮らしてるんだろう？
みんなで調べてみよう

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人（小学生以下は保護
者同伴要）
申込：平成30年6月15日より受付
開始

第23回　箕面の森の音楽会
平成30年8月25日（土）
午後4時から午後8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

七夕まつり
平成30年6月16日（土）から7
月7日（土曜日）
午前9時から午後5時まで

寝屋川公園管理事務
所
クラブハウス

管理事務所とクラブハウスに笹を設置しています。用意した短冊に願い事を書いて、笹に結
んでいただきます。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料

ペットボトルロケットを作ろう！！
平成30年7月16日（月・祝）
午前10時から正午頃まで

寝屋川公園管理事務
所会議室
陸上競技場

管理事務所会議室でオリジナルのペットボトルロケットを作り、陸上競技場に設置した専用
発射台から飛ばします。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：親子で20名（先着順）
申込：6月16日（土曜日）午前9時
より寝屋川公園管理事務所の窓
口及び電話にて受付開始

「自然の神秘」～セミの羽化を観察しよう～
平成30年7月21日（土）
午後7時から午後9時頃まで

寝屋川公園管理事務
所会議室
園内樹林地

公園管理事務所でセミについて勉強した後、樹林地に入り、セミが土から出てきて羽化する
神秘な瞬間を観察しましょう！

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：親子で40名（先着順）
申込：6月21日（木曜日）午前9時
より寝屋川公園管理事務所の窓
口及び電話にて受付開始

夏の星空観察会
平成30年8月19日（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
所前集合
芝生広場

恒例となりました、寝屋川公園での星空観察会！大きな天体望遠鏡で月・火星・木星・金
星・土星を一緒に観ませんか。

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19日（木曜日）午前9時
より寝屋川公園管理事務所の窓
口及び電話にて受付開始
お子様だけの参加はできませ
ん。

花しょうぶ園開園

平成30年5月25日（金）から6
月25日（月）まで
※ライトアップ期間：平成30
年6月2日（土）から6月10日
（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株のハナショウブや、約2,600株のアジサイなど、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。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

入園：無料

実りの農作業体験　家族で楽しむジャガイモの収穫体験
会

平成30年6月23日（土）
午前10時から正午まで

山田池公園　実りの里
棚田

3歳児ぐらいから小学生以下の親子が対象です。ジャガイモの収穫を楽しみましょう！
2月に植えた苗がどれだけ大きくなっているか楽しみですね。

山田池公園パークセン
ター　　　　　　　　　　電話
番号：072-866-6132

料金：一組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30年6月23日(土)から7
月6日(金)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

初夏の俳句大募集
平成30年5月27日（日）から
平成30年6月10日（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ハナショウブ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。

ふかきたまちかどプランツ「ヒガンバナの植付け」
平成30年6月17日（日）
午前10時から11時まで

深北緑地　梅園 梅園に新たな名所作りとして、ヒガンバナを植付けます。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料
定員：15名
申込：当日先着順

寝屋川公
園

山田池公
園

深北緑地

箕面公園

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


フィカタックのチャレンジミッション
平成30年7月28日（土）
午前10時から正午まで

深北緑地 レンコン畑前 植物学者のフィカタックが出すミッションをクリアし正式隊員を目指そう。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：100円
定員：15名
申込：当日先着順

ふかきたまちかどプランツ　コスモスの種まき
平成30年7月8日（日）
午前10時から11時まで

深北緑地　円形花壇 公園をお花でいっぱいにしよう。今回はコスモスの種まきをします。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料
定員：15名
申込：当日先着順

夏休み工作　流木アートを作ろう
平成30年7月22日（日）
午後1時30分から2時30分ま
で

深北緑地　管理事務所 流木や木の実を使ってアート作品を作ります。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：300円
定員：15名
申込：当日先着順

七夕フォトプロップス作り
平成30年7月7日（土）
午前10時から11時まで

深北緑地　管理事務所
厚紙等を使って、七夕をモチーフにしたフォトプロップス（写真の小道具）を作りましょう。
写真撮影のアクセントにどうぞ！

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：100円
定員：15名
申込：当日先着順

象鼻杯
平成30年7月29日（日）
午前10時から正午まで

深北緑地　レンコン畑
ハスの葉っぱを使って暑気払いをしましょう。
ハスの葉をコップに見立て、茎を通してお酒や水を飲んでいただきます。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料
定員：30名
申込：当日先着順

うちわ作り
平成30年7月16日（月・祝）
午前10時から11時まで

深北緑地　管理事務所 オリジナルのうちわを作りましょう。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：100円
定員：15名
申込：当日先着順

シャクヤク写真展 出展作品募集
平成30年4月28日（土）から
平成30年6月10日（日）まで

久宝寺緑地管理事務
所

シャクヤク園で撮影されたベストショットを募集します
出展していただいた作品でシャクヤク写真展を開催します

久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

A4サイズの写真をお持ちくださ
い。

シャクヤク写真展
平成30年6月16日（土）～7月
1日（日）まで

久宝寺緑地　中地区
スポーツハウス

久宝寺緑地を彩ったシャクヤクの写真展を開催します。様々な角度から撮影されたシャクヤ
ク。公募によって出展された渾身の作品をお楽しみください。

久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：無料

七夕まつり　ネットを天の川にしつらえた七夕飾りの掲揚
平成30年6月29日（金）～7月
8日（日）まで

久宝寺緑地　中地区
花の道

ネットでしつらえた天の川を掲揚します。天の川に願いをかけてみませんか？
久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：無料

七夕まつり　短冊に願い事を書こう
平成30年7月1日（日）
午後13時30分から午後15時
まで

久宝寺緑地　中地区
花の道

七夕の願い事を短冊に託します。短冊は笹につるして飾ります
久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：無料

久宝寺緑地で打ち水大作戦！

平成30年8月3日（金）、8月10
日（金）、8月17日（金）午後13
時30分から午後14時30分ま
で

久宝寺緑地　中地区
硬式野球場前

水鉄砲で戦闘開始！大人の方も子供の方もお越しください。みんなで水鉄砲合戦をします
久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：無料
水鉄砲の貸し出しもあります

久宝寺こうえんマルシェ
平成30年6月24日（日）、7月
22日（日）、8月26日（日）
午前10時～午後16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
にも街と里をつなぐ品々がいっぱい。
内容：①マルシェの実施（大阪産（もの）、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
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展者の
方も募集中！

ノルディックウォーク講習会 木曜日コース

平成30年6月14日（木）、6月
28日（木）、7月12日（木）、7
月26日（木）、8月9日（木）、8
月23日（木）
午前10時～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
ましょう。園内を歩きます。

久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：500円
先着20名様まで
雨天時は中止の場合がありま
す。久宝寺緑地管理事務所まで
お問合せください

「みどり塾」～挿し木で育てる桜～
平成30年6月17日（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

挿し木から桜を育てる方法を学びます。
久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金:無料
定員：20名様

「みどり塾」～ワイヤーワーク～
平成30年7月15日（日）
午前10時～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

好評をいただいているワイヤーワークのワークショップを開催します。どんな植物とのコラボ
になるかお楽しみに！

久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：1000円（材料代）
定員：20名様

「みどり塾」親子のみどり塾
平成30年8月5日（日）
午前10時～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

公園の葉っぱを採集し、調べて標本を作ります。夏休みの自由研究にも使えます。
久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：300円（材料代）
定員：15名様

久宝寺緑
地

深北緑地



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6月9日（土）、7月14
日（土）、8月11日（土）
午前10時30分～午前11時30
分まで
【うんどう習慣日】
平成30年6月23日（土）、7月
28日（土）、8月25日（土）
午前10時30分～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、整理運動を加えて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ーナーと一緒に質問を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
072-992-2489

料金：無料
申込：当日健康広場までお越しく
ださい

レッツ久宝探検隊「自然工作」
平成30年6月24日（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

公園には工作に使える素材がころがっています。ドングリやメタセコイアの実、小枝などを利
用して、動物やペンダントなどを作ります

久宝寺緑地管理事務所
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30年7月21日（土）
午後18時30分～午後20時ま
で

集合場所：久宝寺緑地
管理事務所前

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します。
セミの生涯を知り、生態を学ぶと共に命の大切さを学びます

久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

料金：無料
持ち物：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。

6月から8月にかけての花の見所　ハス
久宝寺緑地　中地区
心字池

早朝から開き、8時ごろいっぱいに開きます。昼ごろには閉じます。
久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

7月から9月にかけての花の見所　ヒマワリ
久宝寺緑地　北地区
花の広場

久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

6月から10月にかけての花の見所　キバナコスモス
久宝寺緑地　北地区
花の広場

久宝寺緑地管理事務所
072-992-2489

生駒草花ウォーク
平成30年6月17日(日）午前9
時30分～午後3時まで

枚岡公園～府民の森
ぬかた園地

枚岡公園からアジサイ園をたどる夏花旅。　定員25名　（参加費大人300円・小学生100円
）

枚岡公園管理事務所
電話　072-981-2516

事前申込が必要6/1午前10時か
ら電話にて受付開始・定員になり
次第受付終了（先着順）

6月の花の見所　「アジサイ」 6月中下旬～7月上旬 枚岡公園園内各所 事務所周辺の公園入口や中の谷付近
枚岡公園管理事務所
電話　072-981-2516

セミの羽化観察会
平成30年7月21日（土）　午後
6時30分～午後9時まで

園内各所 セミの羽化の様子をつぶさに見よう。　定員30名（参加費　大人300円　小学生100円）
枚岡公園管理事務所
電話　072-981-2516

事前申込が必要7/1午前10時か
ら電話にて受付開始・定員になり
次第受付終了（先着順）

7月の花の見所　「サルスベリ」 7月中旬～8月上旬 園内各所 事務所周辺・桜広場周辺
枚岡公園管理事務所
電話　072-981-2516

夏休み工作
平成30年8月19日(日）　午前
9時30分～正午まで

枚岡公園内「森の工作
室」

竹の知恵の輪作り　定員15名　小学校高学年生以上　（参加費　ひとり400円）
枚岡公園管理事務所
電話　072-981-2516

事前申込が必要8/1午前10時か
ら電話にて受付開始・定員になり
次第受付終了（先着順）

ミスト＆緑のカーテン 7月初旬～8月下旬 事務所周辺 管理事務所前にてミストとヒョウタンなどで緑のカーテンを設置いたします。
枚岡公園管理事務所
電話　072-981-2516

ボリューム満点 初夏のあじさい巡り！！
平成30年6月上旬～7月上旬
9時から17時まで

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」（河合寺地区）では、２０００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（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１０００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
Tel：0721-62-2772

・開園時間：9時から17時まで
・料金：無料
・アクセス：南海高野線・近鉄長
野線「河内長野駅」から南東へ約
1km。徒歩約20分。

川は生き物パラダイス♪石川で魚とりをしよう！！

①平成30年6月17日（日）　9
時30分から11時30分まで
②平成30年8月18日（土）　9
時30分から11時30分まで

奥河内さくら公園（長野
地区）前の石川

長野公園管理事務所の前を流れる石川で魚や水生昆虫などの観察会を行います。魚とり
のスペシャリストであるお兄さんやお姉さんに生き物の取り方や観察の仕方などを教えても
らいましょう。

長野公園管理事務所
Tel：0721-62-2772

・料金：無料
・定員：15名（先着）
・対象：子ども（小学生以上）
・申し込み方法：お電話でお名
前、連絡先、交通手段などをお
知らせください。
・申し込み期間：①6月5日から15
日まで
　　　　　　　　　　 ②6月18日から8
月16日まで

久宝寺緑
地

長野公園

枚岡公園

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


自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」で夏のキャン
プを楽しもう！！

通年（年末年始を除く）
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。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、広々とした自然いっぱい
の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、休日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
Tel：0721-62-2772

・料金：1日1サイト　3,500円
・申し込み方法：長野公園管理事
務所で2日前までに事前予約。電
話でのご予約は承っておりませ
んので印鑑をご持参のうえ、公
園管理事務所までお越しくださ
い。

植物標本をつくろう！！
平成30年7月22日（日）　9時
30分から正午まで

奥河内さくら公園（長野
地区）

長野公園に生息する野草の観察および植物標本（さく葉標本）の作製を行います。
長野公園管理事務所
Tel：0721-62-2772

・料金：無料
・定員：10名（先着）
・対象：小学生以上
・申し込み方法：お電話でお名
前、連絡先、交通手段などをお
知らせください。
・申し込み期間：7月5日から20日
まで

夏休み昆虫観察会！！
平成30年8月23日（木）　9時
30分から11時30分まで

奥河内さくら公園（長野
地区）

長野公園の園内で昆虫観察会を行います。アリ好きの虫博士である公園職員から昆虫に
関する面白い話が聞けるかもしれません。

長野公園管理事務所
Tel：0721-62-2772

・料金：無料
・定員：15名（先着）
・対象：子ども（小学生以上）
・申し込み方法：お電話でお名
前、連絡先、交通手段などをお
知らせください。
・申し込み期間：8月3日から17日
まで

季節の寄せ植えづくり
平成30年6月24日（日)
午後1時30分から午後3時ま
で

錦織公園　管理事務所 季節に合わせたフラワーポットを作ります。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：1,000円
定員：先着10名
対象：中学生以上
申込：5月24日から錦織公園管理
事務所、窓口及び電話にて受付
開始

七夕イベント（七夕の笹飾り作り）
平成30年7月1日（日)
午後1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：無料
定員：15名（現地先着順）
予約不要
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。

7月の花の見所　ハス 見頃：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。

森の実習隊
平成30年7月14日（土)
午前10時から正午まで

錦織公園　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

藍の生葉染め体験
平成30年7月28日（土)
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！河内の里の生葉で絹ハンカチを染めます。
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28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。

森の実習隊
平成30年8月18日（土)
午前10時から正午まで

錦織公園　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

長野公園

錦織公園

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


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。

石川は生きものパラダイス♪石川で魚とりをしよう
平成30年6月3日（日）
午前9時30分から11時00分ま
で

星の広場 家族で一緒に楽しく魚をとろう♪お魚とり初級編！魚の取り方をレクチャーします。
石川河川公園管理事務
所
電話番号：072-956-1900

料金：子供500円大人200円
定員：先着15名（子ども）
対象：小学生以上（小学２年生ま
では必ず保護者同伴）（幼児はご
相談下さい）

池干し♪池で魚をとってみよう

平成30年8月19日（日）、10月
14日（日）
午前9時30分から11時00分ま
で

駒ヶ谷地区　修景池 池の水を抜いて、池にいる生き物を捕まえよう。魚の取り方をレクチャーします。
石川河川公園管理事務
所
電話番号：072-956-1900

料金：子供500円大人200円
定員：先着15名（子ども）
対象：小学生以上（小学２年生ま
では必ず保護者同伴）（幼児はご
相談下さい）

石川流域　子どもの手づくり水族館2018

平成30年7月21日（土）～8月
4日（日）
午前9時00分から17時00分ま
で

石川河川公園　管理事
務所ホール

子どもたちによる手づくり水族館。子どもたちが捕まえた石川流域の魚たちを展示します。
石川河川公園管理事務
所
電話番号：072-956-1900

料金：無料

住之江公
園

住之江公園でプ－ルがオープンします !

平成30年7月14日（土）から8
月30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－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
06-6685-9521

大人：620.円　　中学生：420円
4歳以上：210円

すみすみマルシェ

平成30年6月23日（土）
　　　　　　7月28日（土）
　　　　　　8月25日（土）
午前10時から午後4時まで

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」を開催します
入場：無料
内容：こだわり食品や有機野菜、手作り品など多数の販売ブース並びます

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

9月以降も、毎月第4土曜日に開
催の予定

6月　花の見所　アジサイ 見ごろ：6月上旬から 「汐掛道」周辺 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

7月　花の見所　ひまわり 見ごろ：7月上旬から 「壁泉」周辺 壁泉そばの広場でひまわり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

セミのぬけがら探しと昆虫観察 平成30年8月26日（日） 住吉公園

セミのぬけがらや昆虫を探してみよう
ぬけがらで種類やオス・メスもわかります
セミのお話やおみやげの工作もあります
参加費：無料
定員：当日先着順３０名程度

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

浜寺公園でプールがオープンします！
平成30年7月7日（土）、7月8
日（日）、7月14日（土）から9
月2日（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

七夕まつり　～星に願いを～
平成30年7月7日（土）
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）

展示会「大泉緑地の四季の風景写真展」
平成30年5月17日（木）から6
月11日（月）まで

大泉緑地　花と緑の相
談所　展示室

大泉グリーンフォトクラブの会員が撮影した大泉緑地の四季の風景写真を展示します。
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「暮らしを奏でるハーブ」
平成30年6月3日（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

ベランダ・キッチンで香る不思議なグリーンインテリアを育てましょう。また種まき＆挿し木に
も挑戦してみましょう。

大泉緑地　花と緑の相談
所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

錦織公園

石川河川
公園

住吉公園

浜寺公園

大泉緑地

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


季節の植物紹介「アジサイの紹介」
平成30年6月7日（木）から6
月11日（月）まで

大泉緑地　花と緑の相
談所　展示室

いろいろなアジサイの花を紹介します。アジサイの知識を深めましょう。　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

愛犬のための上手な暮らし方教室
平成30年6月9日（土）
午後1時00分から午後3時00
分まで

わんぱくランド南広場 沢山の方が利用する公園で愛犬との上手な過ごし方やマナーについて勉強します。
大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

受講料無料

展示会「大泉の野鳥展」
平成30年6月13日（水）から7
月1日（日）まで

大泉緑地　花と緑の相
談所　展示室

大泉緑地周辺の野鳥の写真を50点展示します！　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

リサイクルフェア
平成30.年6月17日（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「あじさいの楽しみ方・管理方法」
平成30年6月17日（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

講習会「観葉植物でカラーサンド」
平成30年6月24日（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

「カラーサンド」カラフルなグリーンインテリアでお部屋の飾りを。
大泉緑地　花と緑の相談
所
電話番号：072-251-0871

要事前申込
材料費：1,000円

講習会「藤の帽子に花飾り」
平成30年7月1日（日）
午後1時00分から午後4時00
分まで

大泉緑地　花と緑の相
談所　講習会室

藤で帽子を編んだ後、ドライフラワーとリボンでかわいらしく仕上げます。
大泉緑地　花と緑の相談
所
電話番号：072-251-0871

要事前申込
材料費：1,000円

展示会「観葉植物と百年の森活動展」
平成30年7月7日（土）から8
月15日（水）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

講習会「吊りしのぶで涼しい夏を！」
平成30年7月8日（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
材料費：900円

講習会「メダカとデンジソウの水鉢づくり」
平成30年7月22日（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

親しみのある小魚「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
材料費：300円

講習会「木のカレンダーを作ろう♪」
平成30年7月28日（土）
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
材料費：500円

季節の植物紹介「アサガオの紹介」
平成30年8月8日（水）から8
月27日（月）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します。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「楽しい昆虫教室」
平成30年8月12日（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

昆虫について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

展示会「水辺の生きもの展」
平成30年8月18日（土）から8
月26日（月）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

講習会「からくりクラフトを作って学ぼう」
平成30年8月19日（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

からくりクラフトを作ってみましょう。
大泉緑地　花と緑の相談
所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

講習会「加呂登池の生きもの達に会おう！」
平成30年8月26日（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



あじさいの見ごろ 6月上旬～7月上旬
蜻蛉池公園　あじさい
園

約50種・8,500株のアジサイが咲き乱れる「蜻蛉池公園あじさい園」は入場無料です。
蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

入場無料

あじさいフェア
平成30年6月10日（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（有料）」や「アジサイの挿し木
教室（無料）」などの催しを用意しております。また、少しはなれた憩いの広場休憩所（通称：
とんぼハウス）ではマルシェを出店し、飲み物やデザートなどの販売をします。※開催時
間、内容は一部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

入場無料（呈茶・飲食は有
料）
挿し木教室（無料）は当日現
地受付

PETロケットを飛ばそう
平成30年8月19日（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ロケットを製作し大芝生広場で発射大会を行います。
※開催時間、内容は一部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
申込：6月30日（土）より電話・窓
口にて受付

READY,SET,Wear It! in二色の浜　×　TOYOTAソーシャル
フェス

平成30年6月9日（土）
二色の浜公園　中央砂
浜海岸

今年も二色の浜公園で開催！水の都再生プロジェクトTOYOTAソーシャルフェス2018！今
年はライフジャケット着用数の世界記録に挑戦『Wear It！』に取組、大好評ビーチクリーン
＆マリンスポーツ体験を実施します。エンジン付きゴムボート・水上オートバイ・カヌー・スタ
ンドアップパドルボート（SUP）の体験ができます。自然とふれあい親しむことで、自然の素
晴らしさと環境保全の大切さを学び、普段なかなか体験出来ないマリンスポーツがまとめて
体験できます！皆さま是非エントリーください！

産経新聞TOYOTA　FES
事務局
電話番号：06-6633-
9493(平日10：00～17：00)

参加費：無料（ただし、車でお越
しの場合は駐車料金1日620円）
濡れてもよい服装（濡れてもよい
服、滑りにくい靴）
申込：はがき・FAX・メール　≪締
切　5月25日(金)≫
申込方法はTOYOTAソーシャル
フェスホームページ又は事務局
まで
定員：200名
各体験乗船には年齢制限がござ
います。

二色の浜　ビーチフェス　2018 平成30年6月10日（日）
二色の浜公園　中央砂
浜海岸

毎年恒例♫二色の浜公園においてマリンスポーツ体験イベントを開催致します。エンジン付
きゴムボート・水上オートバイ・カヌー・スタンドアップパドルボート（SUP）・ビッグSUPの体験
ができます。普段なかなか体験出来ないマリンスポーツがまとめて体験できちゃいますよ！
また、陸上では　フリーマーケット・マリンショップ・スタンプラリーなども開催！皆さま是非お
越しください！

二色の浜公園管理連合
会
電話番号：072-422-0442

参加費：無料（ただし、車でお越
しの場合は駐車料金1日620円）
濡れてもよい服装（濡れてもよい
服、滑りにくい靴）
申込：午前の部受付　9：00～11：
00
　　　午後の部受付　13：00～14：
00
体験条件：各体験には条件がご
ざいます。詳しくは公園HPをご覧
ください。

水でっぽうを作って遊ぼう！
平成30年8月5日（日）　午後2
時から午後4時まで

りんくう公園（夕日の見
える丘）

竹を自分で切って、昔ながらの水鉄砲を作り、的当てをして遊んでもらいます。
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25名、対
象：小学生以下のお子様、申込
方法：りんくう公園管理事務所で
窓口または電話にて受付。7月5
日(木曜日)から申込開始

内海の生き物を探し、絵を描き、調べよう！
平成30年8月12日（日）　午前
12時30分から午後3時まで

りんくう公園（内海・総
合休憩所3F、集合は総
合休憩所3F）

内海の生き物を観察したり、捕まえて絵を描き、生き物を調べてもらいます。夏休みの自由
研究にピッタリ！

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、対
象：小学生低学年の親子、申込
方法：りんくう公園管理事務所で
窓口または電話にて受付。7月12
日(木曜日)から申込開始、保護
者1名につきお子様2名まで

ビーチサッカー教室
平成30年6月17日（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

裸足で砂を感じよう！　グランドで行なうサッカーとは一味違った魅力をビーチサッカーチー
ム、「アヴァンチOSAKA」のみなさんが丁寧に、楽しくレッスンします。

せんなん里海公園管理
事務所
電話072-494-2626
FAX072-494-2688

定員：5歳以上　先着100名
参加費：無料（駐車料金別途620
円）
申込み：受付中

親子しぜん体験会
平成30年6月24日（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

海の生き物たちとのふれあいを楽しもう！　みるだけじゃつまらない…そんな子どもたち集
まれ―！実際にさわって、感じてみよう！

せんなん里海公園管理
事務所
電話072-494-2626

定員：幼稚園から小学生（親子同
伴）先着20名
参加費：　無料（駐車料金別途
620円）
申込み：6月5日（火曜日）より受
付

蜻蛉池公
園

二色の浜
公園

りんくう公
園

せんなん
里海公園

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


チリメンモンスターを探そう！
平成30年7月31日（火）午前
10時から午後12時

せんなん里海公園しお
さい楽習館

せんなん里海公園から眺める大阪湾では船ひき網漁業を行ない、マイワシシラス、カタクチ
イワシシラス、イカナゴシラスなどが水揚げされるとても豊かな海です。シラスが市販される
時に、不純物として省かれる魚介類の稚魚、それが「チリメンモンスター」なのです。さあ！
みんなで海の怪物を見つけましょう！

せんなん里海公園管理
事務所
電話072-494-2626

定員：先着30名
参加費：無料（駐車料金別途
1240円）
申込み：7月10日（火曜日）より受
付

陸ガニの冒険「陸ガニの放仔を観察しよう♪」
平成30年8月12日(日）午後7
時から午後8時30分

せんなん里海公園しお
さい楽習館

せんなん里海公園に生息する陸ガニは、夏の夜、海岸近くの河口に大集合します！おなか
に卵を抱えた雌ガニがその卵を海に放つために山から下りてくるのです。水辺に卵を放つ
瞬間はとてもとても神秘的な光景です。皆さんで陸ガニの放仔を見守りましょう！

せんなん里海公園管理
事務所
電話072-494-2626

定員：先着30名
参加費：　無料（駐車料金別途
1240円）※5時以降に入園の場
合無料
申込み：7月10日（火曜日）より受
付

ササユリ鑑賞と園内散策
平成30年6月3日（日）
①10：00～12：00
②13：00～15：00

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
　当日9：30より先着順で受付

竹工作体験！水鉄砲づくり
平成30年6月30日（土）　13：
00～15：00

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組 300円　定員：親子10
組
　要申込（6月20日正午まで。多
数の場合抽選）

こども自然教室「葉脈標本をつくろう！」
平成30年7月29日（日）　10：
00～12：00

泉佐野丘陵緑地内 樹木の葉から葉脈の標本をつくり、植物の不思議さを学びます。
泉佐野丘陵緑地　パーク
センター
電話番号：072-467-2491

料金：1組 100円　定員：10組（小
学生と保護者で1組）
　要申込（7月19日正午まで。多
数の場合抽選）

こども自然教室「ヒノキの皮むきを体験しよう！」
平成30年8月4日（土）　10：00
～12：00

泉佐野丘陵緑地内 ヒノキの皮むきを体験し、樹木が木材になる過程を学びます。
泉佐野丘陵緑地　パーク
センター
電話番号：072-467-2491

料金：1組 100円　定員：10組（小
学生3～6年生、保護者同伴可）
　要申込（7月25日正午まで。多
数の場合抽選）

こども自然教室「アゲハチョウを育てよう！」

①平成30年8月 4日（土）
13：00～15：00
②平成30年8月18日（土）
13：00～15：00
③平成30年8月26日（日）　
13：00～15：00

泉佐野丘陵緑地内
約20日間かけてアゲハチョウを自宅で飼育・観察します。
①初日説明会、②中間報告会、③最終報告会

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：10名（小学
生以下の子ども優先。付き添い
の大人は人数に含みません）
　要申込（7月25日正午まで。多
数の場合抽選）
※①②③全てに参加できること
が応募条件です。

こども自然教室「竹工作初級：ホイッスルを作ろう！」
平成30年8月25日（土）　
10：00～12：00

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。自然の竹を利用して、
竹工作を学びます。

泉佐野丘陵緑地　パーク
センター
電話番号：072-467-2491

料金：1組 100円　定員：8組（小
～中学生と保護者で１組）
　要申込（8月15日正午まで。多
数の場合抽選）

こども自然教室「竹工作上級：篠笛orたて笛を作ろう！」
平成30年8月25日（土曜日）　
13：00～15：00

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。自然の竹を利用して、
竹工作を学びます。

泉佐野丘陵緑地　パーク
センター
電話番号：072-467-2491

料金：1組 200円　定員：8組（小
～中学生と保護者で１組）
　要申込（8月15日正午まで。多
数の場合抽選）

泉佐野丘
陵緑地

せんなん
里海公園


