
平成30年8月16日時点

公園名 イベント名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

しょくぶつえんでシェフの屋台＆Civic Jazz
平成30年10月28日（日）午後1時30分から午後5
時まで

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

北摂を中心としたこだわりの名店の屋台が集合、本格的なジャズビッグバンドの迫力満点の演奏とグルメを堪能できま
す。

服部緑地指定管理グループ
06-6862-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,参加
費無料（但し、入園料別途210円）、雨天中止

しょくぶつえんのフラワーフェスタ
平成30年10月14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　豊中市寺内
１－１３－２

・「ハロウィンカラーのフラワーアレンジメント教室」＊事前申込み
・ミニ寄せ植えや木の実のオブジェ、ハーバリウムづくりなどのクラフト体験コーナー
・フラワーカーニバル　花やガーデニンググッズの販売
・カフェコーナー（ドーナツデプト・キッチンカーフォレスト）
・フラワービンゴゲーム

服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,参加
費無料（但し、入園料別途210円）、雨天中止
（一部開催）

サンタワールド 平成30年11月23日（金・祝）から12月24日（月）
服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

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。
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,参加
費無料（但し、入園料別途210円）

民家集落わくわくワークまつり 平成30年10月20日（土）
日本民家集落博物館　大阪府豊中市服
部緑地１－２

親子で参加できる体験やイベントがいっぱいです。コンサートや模擬店、物産展があります。
石臼体験・はたおり体験などのわくわく体験、能勢町ふるさと物産展などのわくわく販売、みんかのコンサートもあります。

公益財団法人大阪府文化財センター
日本民家集落博物館
06-6862-3137

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分,雨天
決行　入館料　大人半額：250円　高校生以
下：無料

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー

平成30年10月3日・12月5日（いずれも水曜日）午
前10時30分から正午
平成30年9月3日・10月22日・11月12日・12月10日
（いずれも月曜日）午後2時30分から午後3時30分

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

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
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,定員
15名、対象１６歳以上の方、各月受付開始日
9月分(8月4日)10月分(9月13日)11月分(10月
13日)12月分(11月10日)(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）

しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室
平成30年9月28日・10月12日・11月16日（いずれも
金曜日）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　豊中市寺内
１－１３－２

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
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,定員：
20名（お子様連れの場合、生後12カ月ま
で）、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）

しょくぶつえんのガーデンヨガ＆ピラティス
平成30年9月15日・10月20日・11月17日（いずれも
第3土曜日）午前10時30分から正午（前日夜から
朝の雨天は中止)

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

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～
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,参加
費無料（但し、入園料別途210円）、受付：当
日10時から10時20分までに芝生広場にお越
しください

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9月12日・10月17日（いずれも水曜日）午
前11時から正午

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

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！

服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,参加
費：1000円、定員：5組、対象：生後3か月から
6か月位の赤ちゃんとママ、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　音楽で赤ちゃんとあそ
ぼう

平成30年9月20日・10月18日・11月15日・12月20
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/よちよちクラス午前11時
30分から午後0時20分

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

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
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,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）

みどりのギャラリー
毎月応募可（HPに応募フォームを有り）10月から
12月分は、HPにアップ済み

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

「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？

服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,応募
受付期間：
10月分 平成30年8月1日（水）から8月31日
（金）まで
11月分 平成30年9月1日（土）から9月30日
（日）まで
12月分 平成30年10月1日（月）から10月31日
（水）まで

紅型（びんがた）～沖縄の染物展～ 平成30年9月14日（金）から9月24日（月）
服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

身近な植物を南国の色彩で染めた作品を展示します。
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,参加
費無料（但し、入園料別途210円）

木の実ワールド 平成30年10月13日（土）から11月11日（日）
服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

木の実で作ったジオラマと約20種類の木の実を展示します。
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,参加
費無料（但し、入園料別途210円）

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー特別版②「更年期の
ためのセルフケアレッスン」

平成30年9月26日（水）午前10時30分から正午
服部緑地都市緑化植物園　第1スタジオ
豊中市寺内１－１３－２

ヨガで心も体もリラックスしましょう。
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分、定員
15名、対象：女性、参加費：1,000円、受付開
始日：8月26日(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）

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー特別版③「体の不調
をいやすセルフケアレッスン」

平成30年11月25日（日）午前10時30分から正午
服部緑地都市緑化植物園　第1スタジオ
豊中市寺内１－１３－２

ヨガで心も体もリラックスしましょう。
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分、定員
15名、対象：女性、参加費：1,000円、受付開
始日：10月25日(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）

はじめてのミニ箱庭づくり
平成30年9月9日（日）午後1時30分から午後3時
30分

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

苔と小さな植物を使って、小さな箱庭をつくります。
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分、定員
24名、材料費：1,000円、受付開始日：8月18
日(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　秋のイベント　2018

服部緑地



楽しいハロウィンカップづくり 平成30年9月30日（日）午前10時30分から正午
服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

いろんな種類の木の実やカラフルなオーナメントを使って、オリジナルのハロウィンカップをつくります。
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分、定員
24名、材料費：1,000円、受付開始日：9月8日
(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）

ハロウィンカラーのフラワーアレンジメント教室 平成30年10月14日（日）午前11時から正午
服部緑地都市緑化植物園　第1スタジオ
豊中市寺内１－１３－２

自由にお花をデザインしてみよう。
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,定員
30名、参加費：1,000円、受付開始日：9月16
日(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）

ナチュラルソープづくり
平成30年11月4日（日）午後1時30分から午後3時
30分

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

レットクレイを使って石けんを作ります。
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,定員
12名、材料費：1,000円、対象：中学生以上、
受付開始日：10月7日(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）

ほうき草でほうきをつくろう
平成30年11月24日（土）午後1時30分から午後3
時30分

服部緑地都市緑化植物園　豊中市寺内
１－１３－２

自分だけのミニほうきをつくります。
服部緑地指定管理グループ
 06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分,定員
20名、材料費：無料、受付開始日：11月1日
(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）

親子芋ほり体験 平成30年10月14日（日）午前10時30分から
日本民家集落博物館　飛騨白川の民家
裏の畑　大阪府豊中市服部緑地１－２

博物館内の畑で育てたさつまいもを収穫します。
公益財団法人大阪府文化財センター
日本民家集落博物館
06-6862-3137

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、定
員：親子20組、受付：当日午前9時半より窓口
にて、雨天中止
※希望者多数の場合、抽選になることがあり
ます。
※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）

はたおり体験
平成30年10月19日（金）から10月21日（日）各日と
も午前10時30分から午後3時30分まで

日本民家集落博物館　南部の曲家　大阪
府豊中市服部緑地１－２

30分程度でオリジナルの花瓶敷ができます。
公益財団法人大阪府文化財センター
日本民家集落博物館
06-6862-3137

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、材料
費：800円
※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）

観察:：木の実やドングリをさがそう
工作：ドングリ工作をしよう

平成30年10月27日（土）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
豊中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、参加
費：無料、受付：開催時間内随時、定員：各
日先着105名

観察：なぜ紅葉するの
工作：紅葉ではり絵をしよう

平成30年11月24日（土）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
豊中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、参加
費：無料、受付：開催時間内随時、定員：各
日先着105名

観察：落葉について考えてみよう
工作：クリスマス飾りを作ろう

平成30年12月15日（土）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
豊中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、参加
費：無料、受付：開催時間内随時、定員：各
日先着105名

ドングリ拾い
平成30年10月21日（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
豊中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、参加
費：無料、受付：午後1時半から

紅葉と落葉をラップする
平成30年11月18日（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
豊中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、参加
費：無料、受付：午後1時半から

木の実を探しリースを作ろう
平成30年12月9日（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
豊中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分、参加
費：無料、受付：午後1時半から

どんぐり祭り　～どんぐり工作やどんぐりゲームをしよ
う～

平成30年10月21日（日）午前10時から午後0時30
分まで　※小雨決行

服部緑地　レストハウス前・時計塔横　豊
中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分
参加費：大人200円、小人100円、受付：午前
10時から

紅葉で遊ぼう　～絵やしおりを仕上げよう～
平成30年11月18日（日）午前10時から午後0時30
分まで　※小雨決行

服部緑地　レストハウス前・時計塔横　豊
中市服部緑地１－１

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。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分
参加費：大人200円、小人100円、受付：午前
10時から

夫婦親子で植物観察と工作　～ツバキの油絞り体験
～

平成30年11月18日（日）午前10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　豊
中市寺内１－１３－２

服部緑地ボランティア（この指たかれ）の皆さんがご指導いたします。ぜひご参加ください。
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分
受付：午前10時30分から
※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）

植木市 平成30年9月30日（日）から11月4日（日）
服部緑地　レストハウス東側付近　豊中
市服部緑地１－１

季節の花木や苗木・庭園樹盆栽などの展示即売、チップの無料配布などを行います。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分
※天候などにより出店中止となる場合があり
ます。

フラワーカーニバル
平成30年9月16日・10月21日・11月18日・12月16
日（いずれも日曜日）午前11時から午後3時まで

服部緑地都市緑化植物園　入口前広場
豊中市寺内１－１３－２

植物園前広場にフラワーワゴンが登場！季節の切り花やガーデニンググッズを販売します。
服部緑地指定管理グループ
06-6866-3621

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分
※天候などにより出店中止となる場合があり
ます。

ミズノ健康の日
平成30年11月21日（水）午前の部：午前8時45分
集合、午後の部：午後0時15分集合
※雨天の場合11月28日（水）に順延

服部緑地　陸上競技場、人工芝サッカー
場、集いの原っぱ　豊中市服部緑地１－
１

秋空のもと、グラウンドゴルフ関西大会を開催。 楽しいゲストと一緒にプレーしましょう！！
グラウンドゴルフの他にもノルディックウォークやウォーキング教室なども同時開催。

服部緑地指定管理グループ、ミズノ株式
会社
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩15分,参加
費：2,000円、定員：各時間帯300名、受付：管
理事務所他　定員になり次第受付終了

コスモスの見頃 平成30年10月上旬から11月上旬
服部緑地　円形花壇　豊中市服部緑地１
－１

円形花壇を柔らかな色彩のコスモスが彩ります。記念撮影にもおすすめのスポットです。
服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分
※日にちはあくまで予測です。気候条件等に
より見頃が前後する可能性がございます。

紅葉の見頃 平成30年11月上旬から12月中旬 服部緑地　豊中市服部緑地１－１
園内では日本庭園のカエデ類、第3駐車場北側のケヤキ並木などが紅葉します。
中でも燃えるように赤く色づく西中央広場のタイワンフウは必見。
また、都市緑化植物園ではカエデ、メタセコイア等の紅葉をゆったりと楽しめます。

服部緑地指定管理グループ
 06-6862-4945

北大阪急行「緑地公園」駅　徒歩10分、服部
緑地都市緑化植物園：午前10時から午後5
時まで（入園は午後4時まで）
※日にちはあくまで予測です。気候条件等に
より見頃が前後する可能性がございます。

服部緑地



みのおこうえん自然観察会9月「ちょっとマニアック
羊歯（シダ）の秘密にせまる！」

平成30年9月9日（日）　荒天中止
午前10時から午後0時30分まで

箕面公園昆虫館まえ（集合）
羊歯（シダ）？ワラビとゼンマイでしょ。羊歯の観察って地味だなぁ・・。
そんなことはありません！　羊歯は種類もたくさん、知れば知るほど奥ぶかい羊歯の世界をのぞいてみませんか

メ箕面公園管理事務所 072－721－3014
参加費：100円
定員：20人　（要事前申込　先着順）
（小学生以下は保護者同伴要）

みのおこうえん自然観察会10月　「秋の虫と、渡りを
するいきものかんさつ」

平成30年10月14日（日）　荒天中止
午前10時から午後0時30分まで

箕面公園昆虫館まえ（集合） 秋は渡りの季節。今年もアサギマダラにあえるかな？ メ箕面公園管理事務所 072－721－3014
参加費：100円
定員:20人　（要事前申込　先着順）
（小学生以下は保護者同伴要）

楽しむ、まちのちかくの低山ハイク「初秋の山へカフェ
トレッキング」

平成30年9月30日（日）　荒天中止
午前10時から午後4時まで

阪急箕面駅前（集合）
こもれびの森、ビジターセンター

プラスアルファで山あるきをもっと楽しみませんか！トレッキングのあいまにのんびりカフェタイム。
コース：箕面駅前→こもれびの森→箕面ビジターセンター→箕面大滝→昆虫館前（解散）約8km

メ箕面公園管理事務所 072－721－3014
参加費：200円
定員：15人　（要事前申込　先着順）
対象：高校生以上

みのお山とみどりのフェスティバル
平成30年11月3日（金・祝日）
午前10時30分～午後3時30分（予定）

瀧安寺前広場、梅屋敷休憩所、滝道ふれ
あい広場、箕面駅前ステージ

箕面市が嫌山ろくで山と緑に関する保全、美化、緑化推進活動を行うＮＰＯ団体を中心に活動ＰＲ、自然工作やワーク
ショップなどの体験フェア

ＮＰＯ法人みのお山麓保全委員会
072－724－3615

入場無料、体験コーナーはブースにより有
料・無料あり

まちやまウォーキング
毎月第1日曜日に実施
午前9時30分から午後3時までクイズカード配布
（答え合わせは午後4時まで）

箕面公園内　（クイズカードは公園事務所
前で配布）

　箕面公園にある滝道は、美しい自然のなかで適度な距離を歩ける最適なウォーキングコース。
　「まちやまウォーキング」は滝道沿いにおかれた３ヵ所のクイズに挑戦しつつ楽しみながら歩ける１dayウォーキングイベ
ント。どなたでもお気軽にご参加ください！

メ箕面公園管理事務所 072－721－3014

参加無料
コース約往復5.6km（2017年11月から2018年
10月末までは約往復3.6ｋｍ）
協力：箕面市保健スポーツ室

箕面公園昆虫館　企画展「さいきょうのカマキリ」
期間：平成30年9月5日（水）から平成31年1月14
日（月・祝日）

箕面公園昆虫館内企画展示コーナー
最新の知見による分類、系統や形態をくわしく解説。　カマキリづくしの企画展
（標本展示、一部生体展示もあり）
※伊丹市昆虫館との2館合同企画展

箕面公園昆虫館　072－721－7967

企画展：無料　（入館料は必要）
入館料：高校生以上270円　中学生以下無料
（小学3年生以下は保護者同伴要）
障がい者手帳をお持ちの方およびその介護
者1名、無料

「バッタの運動会」～バッタをつかまえて飛ばそう！
～

平成30年9月22日（土）
午前10時から正午まで

寝屋川公園　管理事務所前集合・芝生広
場

バッタの種類や不思議について、勉強をしましょう！
実際に芝生広場でバッタをつかまえて、代表選手のバッタを選んで飛距離を競いましょう！

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：８月２２日（水）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

つるし柿つくり体験　『つるし柿を作ろう！！』
平成30年10月27日（土）
午前10時から正午まで

寝屋川公園　管理事務所会議室
　寝屋川公園の収穫の秋！にぴったりのイベントです。柿の木から渋柿の実を摘んで、きれいに渋柿の皮をむきます。柿
のヘタの部分を干しやすいように、紐に取り付けて楽しく仲良く作業していただいて、干し柿つくりを体験していただきます。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：親子で20名（先着順）
申込：９月２7日（木）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

第10回　寝屋川公園フェスティバル
平成30年11月3日（土・祝）
午前10時から午後2時まで

寝屋川公園　陸上競技場(メイン会場）・
管理事務所

　毎年恒例の寝屋川公園の秋の一大イベントです。ボランティア団体によるどんぐりの自由工作や木工のおもちゃ遊びな
ど、今年も家族で楽しめるイベントがいっぱいです。自転車の交通ルールを実践的に学ぶことができる「自転車シミュレー
タ」や球技スポーツの「パンポン」の体験もできます。皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。有料イベントも実施し
ますが、詳細等については、管理事務所までお問合せ願います。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
(飲食ブース等、一部有料コーナーもありま
す。）
申込：不要
（一部有料コーナー：１０月３日（水）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）

家族で楽しむ枝豆の収穫体験会
平成30年9月30日（日）
午前10時から正午

山田池公園　実りの里(棚田)
３歳頃から小学生以下のお子さまと一緒に家族で枝豆収穫を体験しましょう！
収穫していただいた枝豆は持ち帰っていただけます。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：１名　１００円
定員：20家族（先着順）
申込：パークセンター窓口又は電話で受付
（受付開始日は未定）

第１２回　山田池公園フェスティバル
平成30年10月20日（土）
午前10時から午後3時まで

山田池公園　芝生広場

　毎年恒例の山田池公園の秋の一大イベントです。ボランティア団体によるドングリや木の実、竹を使った工作教室、ビン
ゴ大会・クイズ・スタンプラリー・ステージイベントなど盛りだくさんな内容です。自転車の交通ルールを実践的に学ぶことが
できる「自転車シミュレータ」の体験もできます。キッチンカーによる飲食販売や、ふれあい動物園などもあります。皆様お
誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

料金：無料（一部有料）
(飲食ブース等、一部有料コーナーもありま
す。）

家族で楽しむサツマイモの収穫体験会
平成30年10月21日（日）
午前10時から正午

山田池公園　実りの里棚田
３歳頃から小学生以下のお子さまと一緒に家族でサツマイモ収穫を体験しましょう！
収穫していただいたサツマイモは持ち帰っていただけます。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：１名　１００円
定員：20家族（先着順）
申込：パークセンター窓口又は電話で受付
（受付開始日は未定）

古典菊展
平成30年11月１日（木）から11月30日（金）
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（一部開園）
花しょうぶ園の一部を開園して、古典菊展を開催します！
肥後菊・江戸菊・嵯峨菊・伊勢菊・丁子菊の展示を行います。
さまざまな色や形の菊を是非ご覧ください。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

料金：無料

家族で楽しむ落花生の収穫体験会
平成30年11月18日（日）
午前10時から正午まで

管理事務所裏　苗圃
３歳くらいから小学生以下のお子さまと一緒に家族で落花生の収穫を体験しましょう！
収穫していただいた落花生は持ち帰っていただけます。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：１名　１００円
定員：20家族（先着順）
申込：パークセンター窓口又は電話で受付
（受付開始日は未定）

ザ・夕涼み
平成30年9月22日（土）
午後4時30分から映画終了まで
雨天延期9月24日（月・祝）

深北緑地　球技広場

　深北緑地の夏の風物詩！今年も夏の終わりに球技広場の芝生で、野外映画祭を開催します。
映画上映（お子様向けアニメ：ロラックスおじさんの秘密の種）のほか、お楽しみコーナー（ゲームや紙芝居など）やフード
コート（キッチンカーが来て、たこ焼きやコロッケなどの販売）もありますので、家族や友達と地域で楽しい思い出をつくりま
しょう！

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料　（協賛金：一人200円から）
定員：1500名（当日先着順）

多肉のモスボール作り
平成30年9月17日（月・祝）
午前10時から正午まで

深北緑地　管理事務所
カラー水苔をくるくる巻いて、多肉植物の髪の毛をちょこんと頭に生やしたマスコットを作りましょう！ 深北緑地管理事務所

電話番号：072-877-7471
料金：500円
定員：15名(当日先着順）

深北への花道 Vol.2
平成30年9月30日（日）
午前10時から正午まで

深北緑地　管理事務所
深北緑地までの道のりを花鉢を置いて彩りましょう。
ご自宅にお花を置いて下さる方を大募集します！

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料
定員：15名(当日先着順）

ふかきた音楽祭2018
平成30年10月7日（日）
午前10時から午後4時

深北緑地　A地区深野池周辺

　「ふかきた来たら、元気出てきた！」をテーマに、地域で活躍するミュージシャンや作家、食に関わる人と公園を訪れる人
が、一緒に楽しむコミュニティの場として、様々な人に楽しんでいただける内容です。音楽を聴いて、寝ころんだり、アート
に触れる一日をお過ごしください！
音楽ステージ（関西を中心に活躍するさまざまなアーティストの出演）のほか。アートスペース（その場で絵を描くライブペ
イントやモノづくりを披露するアートパフォーマンス等）や、フードコート（地元の人気店、味自慢のお店が焼き菓子、軽食、
お野菜等の販売）もあります。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料
(飲食ブース等、一部有料コーナーもありま
す。）

寝屋川公園

箕面公園

山田池公園

深北緑地

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


久宝寺こうえんマルシェ
平成30年9月23日（日）、10月28日（日）、11月25
日（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！

「ハロウィンイベント」久宝寺緑地に魔女がやってく
る！

平成30年10月28日（日）午後13時30分から午後3
時30分まで

集合場所：久宝寺緑地　北地区　芝生広
場

魔女と一緒に緑地を探検！
久宝寺緑地の自然の中を魔女と一緒に探索します。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
申込：当日芝生広場までお越しください。仮装
されての参加、大歓迎です。

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30年12月1日（土）午後 久宝寺緑地　中地区　花の道
街がクリスマス色に染まる12月、久宝寺緑地でクリスマスの雰囲気一杯の夜を過ごしてみませんか？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おります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

当日花の道までお越しください。
※詳細時間未定

「みどり塾」～秋の寄せ植え～
平成30年9月16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
専門分野で活躍する講師たちによる植物や自然についての講演。
秋の植物や秋色の花を使った寄せ植えで小さな秋をみつけましょう。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：1000円
定員：15名様（先着順）
久宝寺緑地管理事務所までお問合せくださ
い。

「みどり塾」 ～ワイヤクラフトでエアプランツを飾りま
しょう～

平成30年10月21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
専門分野で活躍する講師たちによる植物や自然についての講演。
ワイヤクラフトでエアプランツを飾ります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：1000円
定員：15名様（先着順）
久宝寺緑地管理事務所までお問合せくださ
い。

「みどり塾」 ～ナチュラルリース作り～
平成30年11月18日（日）午前10時から午前11時
半まで

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たちによる植物や自然についての講演。
自然の素材を使って素敵なリースを作ります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：1000円
定員：15名様（先着順）
久宝寺緑地管理事務所までお問合せくださ
い。

レッツ久宝探検隊　昆虫観察会～不思議な昆虫の世
界へようこそ～

平成30年9月23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 公園内の昆虫を採集し、特徴や鳴き声などを観察します。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
久宝寺緑地管理事務所までお問合せくださ
い

レッツ久宝探検隊「秋の観察会」～ドングリを食べて
みよう～

平成30年10月28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 いろいろなドングリを観察し、食べられるドングリを使って、クッキーなどを作り、味わいましょう。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
久宝寺緑地管理事務所までお問合せくださ
い

レッツ久宝探検隊「ノコギリの使い方実習及びクラフ
ト」～ノコギリを使って丸太切に挑戦～

平成30年11月25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
丸太をノコギリで切ってみましょう。切った材料でコースターの制作等クラフトも実施します。
間伐や枝打ちの必要性も説明します。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
久宝寺緑地管理事務所までお問合せくださ
い

ノルディックウォークで久宝寺寺内町散歩
平成30年11月8日（木）午前10時から正午過ぎま
で

集合場所：久宝寺緑地　中地区　スポー
ツハウス

文化週間、ノルディックウォーキングで久宝寺寺内町の古い町並みを歩いて歴史文化に触れてみませんか？
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

ノルディックウォーク講習会　木曜日コース
平成30年9月13日（木）、9月27日（木）、10月11日
（木）、10月25日（木）、11月8日（木）、11月22日
（木）午前10時から正午まで

集合場所：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
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」
平成30年9月8日（土）、9月22日（土）、10月13日
（土）、10月27日（土）、11月10日（土）、11月24日
（土）午前10時30分から午前11時30分まで

久宝寺緑地　北地区　風の広場

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。

11月の花の見所　コスモス 平成30年10月下旬から11月 久宝寺緑地　北地区　花の広場 8月末に種まきをしたコスモスが、10月下旬から11月に可愛いピンク色の花を咲かせます。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

見頃は天候によって変わります。

枚岡公園ウォークラリー
平成30年9月23日（日）・24日（月・祝）午前9時30
分から午後4時30分

枚岡公園内
園内数ヶ所のポイントに設置したキーワードを並べ替えると、ある言葉になります。正解した方、先着１０名様に特製グッズ
を進呈します。

枚岡公園管理事務所　072-981-2516 ・参加費 ： 無料

どんぐり遊び 平成30年10月20日（土）午前9時30分から正午 枚岡公園内・森の工作室 園内を散策しながらどんぐりを探し、森の工作室でどんぐりを使った工作をします。 枚岡公園管理事務所　072-981-2516

・申　 込 ： 10月1日（月）午前10時から電話
にて
・定　 員 ： 15名（定員になり次第受付終了）
・参加費 ： 大人：300円　小学生：100円

秋の自然観察会
平成30年11月11日（日）午前9時30分から午後3
時30分

枚岡公園内 園内を散策しながら生駒山の秋を探そう。 枚岡公園管理事務所　072-981-2516

・申　 込 ： 11月1日（木）午前10時から電話
にて
・定　 員 ： 25名（定員になり次第受付終了）
・参加費 ： 大人：300円　小学生：100円

切り株サンタ作り 平成30年11月24日（土）午前9時30分から正午 森の工作室 間伐材を使って切り株にサンタを描き、ドングリ等を使った工作をします。 枚岡公園管理事務所　072-981-2516

・申　 込 ： 11月15日（木）午前10時から電話
にて
・定　 員 ： 15名（定員になり次第受付終了）
・参加費 ： 100円

自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」で秋の
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。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）これからの季節、冬に向け
て紅葉や落葉の季節になります。キャンプ場内には少しですが、モミジもあり、キャンプをしながら紅葉も楽しめます。少し
肌寒くなり、食欲も増すこの季節、秋のキャンプを楽しんでみて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。

川は生き物パラダイス♪石川で魚とりをしよう！！
平成30年9月15日（土）　午前9時30分から午前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：8月20日～9月14日

秋の延命寺で紅葉散策
平成30年11月上旬から12月上旬　午前9時から
午後5時まで

長野公園・奥河内もみじ公園 延命寺で秋の紅葉の見頃が始まります。運動がてらに園内の散策を兼ねて紅葉狩りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
長野公園管理事務所
Tel：0721-62-2772

※園内に駐車場はございませんので公共交
通機関をご利用の上お越しください。

久宝寺緑地

枚岡公園

長野公園

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


9月の花の見所　ゲンノショウコ 平成30年9月中旬から10月初旬 河内の里・山辺の道 河内の里にてゲンノショウコ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
FAX：0721-24-0240

河内の里の開門時間は、午前9時30分から
午後4時30分までです。

秋のパークフェスタ
平成30年10月14日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

一の谷芝生広場 毎年恒例の公園フェスタ。様々なブースが出展します。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

申し込み不要

稲刈り体験
平成30年10月6日（土曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

河内の里・田んぼ 河内の里の畑の稲刈りを行います。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

料金：400円
定員：先着10名
対象：小学高学年（4年生）以上
内容：田んぼの稲刈り体験
錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付
9月6日から申込開始（要事前申込）

10月の花の見所　シオン 平成30年9月下旬から10月下旬 河内の里 秋が深まり出した河内の里で、シオンが見頃を迎えます。花盛りには、たくさんのシオンの群生がご覧いただけます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

河内の里の開門時間は、午前9時30分から
午後4時30分までです。

河内の里の秋まつり
平成30年11月3日（土曜日）
午前10時30分から午後2時30分

河内の里 河内の里で子供の遊び広場や、琴・尺八の演奏会を開催します。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

申し込み不要

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9月9日（日）午前9時30分から午前11時
平成30年9月30日（日）午前9時30分から11時

石川河川公園 星の広場（玉手橋上流）も
しくは管理事務所（前日連絡します）

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）
※河川の状況により、観察会の会場につい
ては前日に電話連絡いたします。

ザ・バッタ 平成30年9月9日（日）午後1時から午後3時 石川河川公園 管理事務所 駒ヶ谷地区 ゲームや工作を通じてバッタを知ろう！バッタと遊ぼう！バッタについて学ぼう！
（公益社団法人）大阪自然環境保全協会
内「9月9日ザ・バッタ」係
06-6242-8720

料金：一人300円（大人・子ども、同一料金で
す、保険料込み）
定員：30名（メール先着順）
対象：3才～小学生（保護者同伴）
申込み： 参加者全員の（１）名前（2）フリガナ
（3）年齢（4）代表者の住所（5）電話番号（6）
パソコンからのメールを受け取れるメールア
ドレス　　　　　　を記入し、表題を「9/9ザ・
バッタ申込み」として、
メールで　kumamushi＠nature.or.jp　宛にお
申し込みください。
１週間以内に折り返し参加の可否の連絡を
いたします。

公園の池の水を抜いてそこにいる生きものを捕まえ
てみよう観察会

平成30年10月14日（日）午前9時30分から午前11
時

石川河川公園 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）

ツリークライミング体験会　石川の大木に登ろう
平成30年11月10日(土)①午前11時 ②午後1時 ③
午後2時30分(各回1時間程度）

石川河川公園 千早つどいの広場（さくら
堤臨時駐車場）

ツリークライミングジャパン公認クラブの木登り探検隊による本格ツリークライミング体験会！
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

料金：500円（保険代など）
定員：各回5名（先着順）
対象：小学生（保護者同伴）
申込開始：平成30年10月10日（水）9時から

すみのえ☆ぐるぱ2018 平成30年9月15日（土）　正午から午後8時 住之江公園児童広場
住之江の魅力を発信するイベントです。地元グルメ屋台の出店、実力派ア－ティストのライブ、お楽しみ縁日.コ－ナ－も充
実。ご家族、お友達連れで是非お越しください。

住之江公園管理事務所　06-6685-9521 入場無料　　物販有料

ツリ－クライミング
平成30年9月15日（土）　①11時　②午後1時　③
午後2時30分の3回に分けて実施

住之江公園樹林帯（第二森の広場） 道具を使用して住之江公園の高木（クスノキ）に登ります。樹上から見る景色は抜群、気分爽快です。 住之江公園管理事務所　06-6685-9521
参加費：200円（保険代）　定員15名（先着順）
対象は小学生のみ

バッタハンティング＆観察会 平成30年9月22日（土）　午前10時から正午 住之江公園バッタトレイルなど
自然に近い形で管理されているバッタトレイルで虫取りと観察会を行います。バッタ以外にもカマキリや蝶など様々な昆虫
や生き物が見られますよ。

住之江公園管理事務所　06-6685-9521 参加無料　　　定員30名位

すみすみマルシェ in 住吉公園
平成30年9月22日(土）、10月27日(土)、11月24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。
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が並びます。

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入場無料
12月以降も、毎月第4土曜日に開 催予定

キャンドルナイト in 住吉公園
平成30年9月24日(月・祝)
午後6時から午後9時まで

住吉公園　花と水の広場

希望の灯をともそう！　水辺のライブ
被災地福島から届いた菜の花の種からキャンドルが始まりました。
中秋の名月のもと、柔らかいキャンドルの光の中で、
あなたの「たいせつなもの」に想いをはせてみませんか？

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入場無料

楽しい自然工作
平成30年10月21日(日)
午後1時から午後4時まで

住吉公園　児童遊戯場の南側
講師の方に教わりながら、どんぐりなどを使って
フクロウや鹿を作ってみよう！

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

参加費：無料
事前申し込み不要

ボタニカルアート体験講座・葉っぱを描こう
平成30年10月23日(火)
午後1時30分から午後3時30分まで

住吉公園　管理事務所内会議室 葉っぱ１枚をよく見て描きます。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

参加費：３００円
先着予約順（大人１０名）
準備物は、こちらで準備します

わんわんごみひろい＆愛犬しつけ教室 in 住吉公園
平成30年10月28日(日)
午後1時から午後3時まで

住吉公園　児童遊戯場の南側
こころ爽快！愛犬と一緒にごみひろいに参加しませんか？
心が通うコツがわかるしつけ教室も同時開催

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

参加費：無料
先着予約順（定員30頭）

木の実のリースをつくろう
平成30年11月27日(火)
午後1時30分から午後3時30分まで

住吉公園　管理事務所内会議室 公園の木の実を使ってリースを作ります。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

参加費：３００円
先着予約順（大人８名）
準備物は、こちらで準備します

花の見ごろ 平成30年9月から11月 住吉公園内

０９月　〔花と水の広場〕サルスベリ、ヤブラン　〔汐掛道〕アンゲロニア、ベゴニア　〔香りの小庭〕フヨウ、リコリス、ヒガンバ
ナ
１０月　〔花と水の広場〕ベゴニア、アゲラタム　〔汐掛道〕キンモクセイ、ギンモクセイ　〔香りの小庭〕シュウメイギク、フジバ
カマ
１１月　〔花と水の広場〕パンジー　〔汐掛道〕ユリオプスデージー、ノースポール　〔香りの小庭〕ラベンダー、セージ

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

石川河川公園

住吉公園

錦織公園

住之江公園

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/ishikawa_top
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top
http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/nishikori/main.html
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top


Color Me Rad OSAKA -Summer Edition-
平成30年9月15日（土）午前10時から午後2時30
分まで

浜寺公園
このイベントは2～3kmのコース内、コース上に設置されたカラーステーションで、色とりどりの「カラーパウダー」を浴びな
がら走る、
まさに「RAD」な自分になれる「ランニング」×「エンターテインメント」イベントです。

http://colormerad.info/
受付先及び詳細情報⇒
http://colormerad.info/

2018おおさか交通安全ファミリーフェスティバル
平成30年9月23日（日）10時30分から午後3時（予
定）

浜寺公園　中央エントランス
参加・体験型の交通安全学習イベントです。イベントに参加して、交通ルールを楽しく学んで、交通事故をなくしましょう。自
転車シミュレーター体験、子供免許証づくりなど交通安全関連ブースも出展します。

大阪府都市整備部交通道路室道路環境
課安全対策グループ　06-6941-0351

松林散歩
平成30年10月13日（土）10時から正午　（小雨決
行、雨天中止）

浜寺公園管理事務所前集合　園内散策
松林を散策しながら、マツやその他植物について楽しく学びます。日頃当たり前のように見ている公園植物の見方が変わ
るかも！？

浜寺公園管理事務所　072-261-0936（9：
30～17：00まで）

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

浜寺公園オータムフェスタ2018
平成30年11月4日（日）10時から午後3時　（小雨
決行、雨天中止）

浜寺公園南エントランス（交通遊園周辺）
交通遊園ならでは！高石警察署から大人気の白バイ＆ミニパトカーがやってくる！（予定）
「スポーツの秋」、「食欲の秋」、「芸術の秋」、「工作の秋」など、秋を楽しむことができる特設ブースがいっぱい！

浜寺公園管理事務所　072-261-0936（9：
30～17：00まで）

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

大泉緑地どろんこアップダウンRun＆Relay Marathon 平成30年10月8日(月・祝) 大泉緑地サイクルどろんこ広場及び周辺
BMX競技用専用コースでランニング大会を行います。リレーマラソン及び個人5ｋｍ10km、親子ペア―1km、パン食い競走
を行います。

ランスタ神戸
電話番号：078-272-2510

ツリークライミングin大泉 平成30年10月27日(土) 大泉緑地内樹林地
大泉緑地で大きく育った樹木に登ってみよう。専門のインストラクターの教えのもと、ロープ等の道具を用いて安全に木に
登ります。木の上から眺める景色は、いつもとは違って新鮮でおもしろいですよ。

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

9月の花の見所　ヒガンバナ 見ごろ：9月中旬から9月下旬まで
大泉緑地　中央花壇東西園路沿い、パー
ゴラ西側樹林地、かきつばた園

ヒガンバナ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

10月の花の見所　キンモクセイ・ギンモクセイ 見ごろ：10月上旬から11月上旬まで
大泉緑地　紅葉橋、はすみ橋北東側、冒
険ランド南側

キンモクセイが見ごろをむかえます。冒険ランド南側には珍しいギンモクセイもあります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

野草のガッコウ-果実編-
平成30年10月14日（日）
午前9時30分から午後0時30分まで

蜻蛉池公園
管理事務所集合

蜻蛉池公園を散策しいろいろな野草を観察しよう。今回は秋の「果実編」です。
講師の先生と一緒に園内を散策し、秋の野草や果実について学んだあとは、お楽しみ試食会を用意しています。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

蜻蛉池公園管理事務所にて来所・電話で受
付
9月1日から受付開始
参加費：100円（保険代）　定員：先着20名

とんぼのガッコウ
平成30年9月16日（日）
午前9時30分から正午頃まで

蜻蛉池公園
管理事務所
花木園、藤棚池

めざせ、とんぼ博士！
講師の先生にとんぼについていろいろ教わった後は、園内の池でとんぼの幼虫「ヤゴ」を観察しよう。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

蜻蛉池公園管理事務所にて来所・電話で受
付
8月20日ごろから受付開始予定
参加費：無料　定員：先着30名

秋のローズフェア　2018
平成30年10月27日（土）から10月28日（日）まで
午前10時から午後3時30分まで

蜻蛉池公園
水と緑の音楽広場周辺

蜻蛉池公園バラ園において「秋のローズフェア　2018」を開催します。秋の開花に合わせて音楽コンサートやバラの講習
会（無料）、花苗や飲食物の販売を予定しています。ぜひこの機会に蜻蛉池公園へお越しください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

申込不要（バラの講習会は当日受付、人数
制限あり）

ツリークライミング
平成30年10月27日（土）又は10月28日（日）（※未
定）

未定
蜻蛉池公園でツリークライミングが体験できます。
インストラクターの指導の下、専用のロープや道具を用いて安全に高い木に登ってみませんか。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

要申込
参加費等詳細は未定

多肉植物寄せ植え講習会
平成30年9月14日(金)
午前10時30分から正午まで

総合休憩所3F 手間いらずで、可愛い多肉植物の寄せ植え講習会に参加しませんか？おしゃれな鉢植えが簡単にできますよ！
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：1,000円（材料費です）
定員：15名
申込方法：りんくう公園管理事務所で窓口・
電話にて受付。8月15日(水曜日)9時から受
付開始

多肉植物クリニック
平成30年10月18日(木)
午前10時30分から午後3時まで

総合休憩所3F
多肉植物でお悩みの方、鉢ごと持参してりんくう公園でリノベーションしましょう！！植え方・育て方・増やし方・デザインな
どなど、あなたの疑問に、10年キャリアのスタッフがお応えします。素敵によみがえらせてください。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：無料（飾り付けの小物・多肉の苗など
の有料販売はあります。希望者のみ。）
定員：なし（ただし、予約制）
対象：多肉植物の育て方でお困りの方
申込方法：りんくう公園管理事務所で窓口・
電話にて受付。9月19日(水)午前9時から受
付開始

りんくうリレーマラソン2018

平成30年10月28日(日)
【20キロの部】午前9時30分から（制限時間2時間）
【42.195キロの部】午後0時15分から（制限時間4
時間）

りんくう公園特設コース（シンボル緑地）
関西国際空港を対岸に望む、潮風の心地よいコースを舞台に、家族や仲間とチームで完走を目指すリレー形式のマラソ
ン大会です。毎年秋に、泉佐野市のりんくう公園特設コースで開催。ゆるやかな坂道と、公園のロケーションを活かした
コース。完走を目指して、楽しい1日をりんくう・関空地域でお過ごしください。

「りんくうリレーマラソン」大会事務局
電話番号：06-6633-9254（受付時間は平
日10時から18時まで）

料金：1人2,000円
定員：各種目とも200チーム
対象：
申込方法：①インターネットでのお申込みと、
②FAXでのお申込みの2種類があります。詳
しくは大会HP
（http://rinku.eventscramble.jp/）をご覧くださ
い。

第15回マーブルドリル（クリスマスオブジェ）
平成30年11月30日(金)・12月1日(土)・12月3日
(月)
午前10時から(制作時間は約2時間です)

総合休憩所3F
りんくう公園では、もっと公園や花のことを知って頂きたいと考え、『マーブルドリル』と名付けた講習会を、毎年クリスマス
前に開いています。今年も、公園の花木を利用したおしゃれなクリスマス飾りの講習会を開催します。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：1,000円
定員：11月30日(金曜日)10名・12月1日(土曜
日)20名・12月2日(月曜日)20名
対象：
申込方法：りんくう公園管理事務所で窓口・
電話にて受付。11月1日(木曜日)午前9時か
ら受付開始。一回の受付は4名様まででお願
いします。

海浜緑地ドッグフリーＤＡＹキャンプサイトオープン記
念
『ワンちゃんと一緒にＤＡＹキャンプ・ドッグラン・マリン
スポーツで楽しもう！』

平成30年9月1日（土）
※雨天順延　平成30年9月2日（日）
午前10時受付開始
午前10時30分から午後3時終了

二色の浜公園　海浜緑地
（西側ドッグフリーDAYキャンプエリア）

ワンちゃんと一緒に過ごせるＤＡＹキャンプサイトオープンを記念し、ＤＡＹキャンプ・ドッグランにマリンスポーツ体験も出来
ちゃうスペシャルイベントを開催します！
ご家族・お友達お誘いあわせのうえご参加下さい。
■ワンちゃんと一緒にＳＵＰ・カヌー体験
■ドッグラン
■1組に1個メガバーガーをプレゼント。ＢＢＱ・軽食持込も可能です。
■愛犬の缶バッチを手作りしましょう！
■クレープ・いか焼きのキッチンカーやワンちゃんのお洋服の雑貨屋さんが来るよ！
■小学生以下のお子様にはお菓子のつかみ取り
■ドッグプールにかき氷もご用意！暑さ対策もバッチリです！

二色の浜公園海浜緑地管理事務所
電話番号：072-431-9846
（9：00から17：00）

■参加料：大人1,500円子供1,000円
2歳未満及びペット（犬）無料
■8月4日より事前電話受付
　電話番号：072-431-9846
■定員：10組80名迄（定員になり次第受付終
了）
■ワンちゃん同伴必須
■狂犬病予防注射証及びワクチン接種済証
の提出必須
■ヒート中の参加は不可

第11回　二色の浜公園　ウォーキングDAY

平成30年11月18日（日）
午前9時30分集合
午前10時ウォーキングスタート
※小雨決行（荒天中止）順延なし

二色の浜公園
（正面入口テント前集合）

健康維持増進！生活習慣病対策！今年で11回目を迎える大人気イベントです！楽しくウォーキングした後は、あたたか
い豚汁をお配りします。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
■参加料：無料
■内容：歩くコースは、短いコースと長いコースの2つをご用意。その日の体調にあわせ選べます。いろいろな歩き方やスト
レッチを覚えて楽しくウォーキング。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442
（9：00から17：00）

■参加料：無料
■10月18日より事前電話受付（予定）
　電話番号：072-422-0442
　※当日現地受付も可
■定員200名（定員になり次第受付終了）

浜寺公園

りんくう公園

蜻蛉池公園

二色の浜公園

大泉緑地

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


第６回　せんなん里海さくらフェス
平成30年9月2日（日）
午前10時から午後5時まで

せんなん里海公園
潮騒ビバレー周辺、芝生の丘周辺、しお
さい楽習館周辺など

「奏でる」環境と文化のハーモニー、「育む」みんなで遊ぶきれいな海、をテーマに地域主体の「お祭り」を園内各所で展
開、音楽の調べにのった「環境」・「人」・「文化（食文化）」を発信します。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

ウミホタル　ウォッチング
平成30年9月8日（土）
午後6時30分から午後8時まで

せんなん里海公園 夜間、夕闇の海に幻想的に光るウミホタルの観察会を実施します。
せんなん里海公園管理事務所
電話番号:072-494-2626

料金：無料
定員：60名（小学生以下は保護者同伴）
申込：往復ハガキにて受付（8月22日（水曜
日）消印有効）、応募者多数の場合は抽選（9
月1日頃に結果を通知）

第１４回親子自然体験　星空deナイト～☆
平成30年9月24日（月・祝）
午後6時から午後8時まで

せんなん里海公園
しおさい楽習館周辺

夜の公園で星空の魅力を体験します。
せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：無料
定員：20名（幼児（3歳以上）から、小学生親
子同伴）
申込：電話・FAX・窓口にて受付、9月10日
（月曜日）より先着順

三施設物語
平成30年10月28日（日）
午前10時から午前11時30分まで

せんなん里海公園
マリンロッジ海風館
大阪府立青少年海洋センター

緑！食！海！を満喫できる一日プラン。せんなん里海公園でノルディックウォーキング、海風館であなご丼の昼食、海洋
センターでクルージングを体験します。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：1,600円
定員：30名（4歳以上、小学校低学年までの
参加は保護者同伴）
申込：電話・窓口にて受付、10月9日（火曜
日）より先着順

子供向け自然観察教室「クズを観察して遊ぼう」 平成30年　9月23日（土）午前10時から正午 泉佐野丘陵緑地内
泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、昔は色々なものに利用していたクズをじっくり観察しながら
遊んでみませんか？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：1組100円
定員：20名（5歳～小学生と保護者）
要申込（多数の場合抽選）

落花生の収穫体験 平成30年10月13日（土）午前10時から正午 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」。今回はこの棚田に
ある畑で４月のイベントで種まきをした落花生の収穫を、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に体験してみませんか。
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

料金：未定
定員：未定
要申込（多数の場合抽選）

さつまいも収穫体験 平成30年10月13日（土）午後1時から午後3時 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」。今回はこの棚田に
ある畑で５月のイベントで植え付けたサツマイモの収穫を、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に体験してみません
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

料金：未定
定員：未定
要申込（多数の場合抽選）

苗木の植樹体験 平成30年10月14日（日）午前10時から正午 泉佐野丘陵緑地内
泉佐野丘陵緑地では、様々な樹木があります。今回は、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に将来実が成る木を植え
てみませんか。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

料金：未定
定員：未定
要申込（多数の場合抽選）

秋の自然観察教室 平成30年10月20日（土）午後1時から午後3時 泉佐野丘陵緑地内 公園を散策して秋の自然を観察してみませんか。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

料金：未定
定員：未定
要申込（多数の場合抽選）

秋の郷遊びイベント 平成30年11月　3日（土）午前10時から午後3時 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　、昔ながらの郷（さと）遊びを満喫できる様々なイベントを開催します。ぜひ、
ご家族でお越し下さい。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：一部有料（各プログラムによる）
定員：各プログラムによる）

サトイモの収穫体験 平成30年11月　3日（土）午前10時から正午 泉佐野丘陵緑地内
泉佐野丘陵緑地では、様々な作物を育てています。公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、サトイモの収穫体験をして
みませんか。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

料金：未定
定員：未定
要申込（多数の場合抽選）

たまねぎ植付け体験 平成30年11月18日（日）午前10時から正午 泉佐野丘陵緑地内
泉佐野丘陵緑地では、様々な作物を育てています。公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、たまねぎの植え付けを体
験してみませんか。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

料金：未定
定員：未定
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！

せんなん里海公園

泉佐野丘陵緑地

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

