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公園名 事業名 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＆早春のハーモニー
2019年3月10日（日）
午前11時から午後3時まで

都市緑化植物園

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。
出演：クヌギタケヒロ（アイリッシュ・フィドル）、福江げんた（ギター）
ステージ：1回目 午前11時から、2回目　午後1時から（予定）

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料
※別途入園料210円が必要・但し中学生以下
は無料
※シェフの屋台は売り切れ次第終了

バーベックマルシェ
2019年3月16日（土）から
午前10時から午後4時まで

バーベックマルシェ
春は新生活をスタートする季節。仲間や友人と野外でビールやワインと一緒にバーベキューで親睦を深めましょう！食器類
や炭など全て揃うから、手ぶらでOK。帰りも楽ちんです。季節限定メニューもご用意しています。

■服部緑地バーベックマルシェ
電話番号：06-6865-6066
受付時間：午前10時から午後4時（定休日
は除く)
定休日：火曜日（祝日の場合は翌平日）

■電話にて受付、一部予約はホームページ
にて受付（先着順）
■2019年度のご予約は2019年2月１日から申
込開始
※電話予約の際、回線が混み合ってつながり
にくいことがあります。 誠に申し訳ございませ
んが、時間をあけてお掛け直しください。ご理
解のほどよろしくお願いいたします。

椿の見頃 3月下旬 都市緑化植物園 都市緑化植物園の「椿山」では、約1150本、500品種の椿を見ることができます。ぜひお気に入りの椿を見つけてください。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料
※別途入園料210円が必要・但し中学生以下
は無料

桜の見頃
シダレザクラ：3月中旬から3月下旬
ソメイヨシノなど：3月下旬から4月上旬

都市緑化植物園
園内にはソメイヨシノ、ヤマザクラなど、約1700本の桜が植栽されています。円形花壇北側エリアや、新宮池周辺の桜な
ど、各所のお花見スポットをのんびり巡るのがおすすめです。また、都市緑化植物園では大きなシダレザクラが満開に。

■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料
※植物園は別途入園料210円が必要・但し中
学生以下は無料

チューリップの見頃 4月中旬 都市緑化植物園
円形花壇を赤や黄色のチューリップが彩ります。また、都市緑化植物園では小川の周辺の花壇や実習広場に、カラフルな
チューリップが咲きます。

■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料
※植物園は別途入園料210円が必要・但し中
学生以下は無料

ツツジの見頃 4月中旬から5月上旬 陸上競技場南側の斜面一面にヒラドツツジが満開になり、大迫力の華やかさです。
■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■料金：無料

しょくぶつえんのママフェスタ
2019年5月12日（日）
午前11時から午後3時まで

都市緑化植物園
毎日忙しいママに、感謝の気持ちをお花に託しての「フラワーアレンジメント教室」や「美ママ＆ファミリー写真撮影会」、ス
イーツデコアートやジュエリーシール作りを楽しめる「ママの手作りクラフト体験」、「グルメコーナー」他楽しいイベントが盛り
だくさんです。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

「フラワーアレンジメント教室」のみ事前申込
必要
2019年4月13日（土）より植物園で受付開始
（窓口もしくは電話）
※グルメコーナーは売り切れ次第終了

しょくぶつえんでシェフの屋台＆ハワイアンフェア
2019年5月26日（日）
午前11時から午後3時まで
※シェフの屋台は売り切れ次第終了

都市緑化植物園
ハワイアンムードたっぷりのステージと国際色豊かなグルメが楽しめる、植物園人気のイベントです。
ハワイアンの演奏とフラダンスのステージ　1回目　午前11時から、2回目　午後1時から（予定）

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※シェフの屋台は売り切れ次第終了

バラの見頃 5月上旬から5月下旬 円形花壇 円形花壇を彩る約1000本のバラは5月からが見頃です。
■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

第10回　GREEN×LOHAS FESTA
2019年6月9日（日）
午前10時から午後4時まで

西中央広場 環境に関心のある関西の学生たちが企画・運営するイベント。「ロハス」をテーマにしたお店が多数出展します。
■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

主催：GREEN×LOHAS FESTA実行委員会
「ガクロハ」
共催：服部緑地指定管理グループ

春の植木市 2019年3月24日（日）から5月12日（日） レストハウス東側付近 花木・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。
■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：無料

ユメハネフェス２０１９
2019年4月29日（月祝）※雨天決行・荒天中止
開場午前12時30分、開演午後1時、終演予定午
後6時

野外音楽堂

毎年恒例「ユメハネフェス」が今年も開催！！今年のユメハネフェスは【音楽】というジャンルで学生とプロのアーティストが
コラボレーションを行います。
「夢を持つ事の大切さ」・「夢を追う事の素晴らしさ」を子供達に伝えたい、そんな熱い想いが詰まったこのイベントへ是非お
越しください！
当日は学生限定の「和太鼓ワークショップ」も行います。（事前申込制）

ユメハネ実行委員会事務局
電話番号：06-6702-7766

入場料　一般：2,000円（前売り・当日共）
全ての学生：無料
詳細URL：
https://kogakusyu.wixsite.com/yumehane
主催：ユメハネ実行委員会
後援：大阪府、大阪府教育委員会、豊中市、
豊中市教育委員会
関西元気文化圏参加事業

第19回　豊中和太鼓まつり
2019年5月26日（日）
午後2時から午後5時まで

野外音楽堂 和太鼓チームの演奏と、「和太鼓体験コーナー」や「みんなで踊ろう」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

入場料：無料
主催：豊中和太鼓サークル連絡会

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－」

2019年3月16日（土）
午前10時から午後4時まで

箕面駅前－箕面公園－芦原公園
ウォーキングコースに隠された謎をときながら早春の箕面を歩こう！
すべての謎が解けたらゴールで豪華景品があたる抽選会に参加しよう。いざチャレンジ！

箕面市保健スポーツ室　072-727-9563
当日受付（ラリー台紙配布は箕面駅前広場に
て午前10時から午後12時まで）　＊少雨決行

楽しむ、春の低山ハイク－ヤマザクラをたずねてお花
見ハイキング－

2019年3月31日（日）
午前10時から午後4時まで
（集合：午前9時45分　阪急箕面駅前）

才ヶ原林道－こもれびの森など約8kmか
ら9km

公園周辺山麓のヤマザクラを訪ねながら、若葉、春の息吹あふれる森を
箕面の自然や名所・旧跡のことならおまかせ！の箕面観光ボランティアガイドの案内でめぐります

箕面公園管理事務所　072-721-3014

■定員：30名
■要事前申込み：2月18日より受付開始
■対象：高校生以上
■参加費：200円／ひとり
＊少雨決行

箕面公園昆虫館　春の企画展「色あつめ」
2019年1月16日（水）から5月13日（月）まで
午前10時から午後5時まで
（最終入館受付午後4時30分）

昆虫館内企画展示コーナー
チョウを中心に＜宝石の色＞などのテーマごとに昆虫を集めました。
色の名前や意味と合わせて様々な昆虫をお楽しみください。

箕面公園管理事務所072－721－3014
昆虫館　072－721－7967

■料金：高校生以上　270円／中学生以下
無料
　障がい者手帖の提示で本人と介助者1名
無料

箕面公園昆虫館　生体企画展「八重山の昆虫たち」
2019年1月16日（水）から5月13日（月）まで
午前10時から午後5時まで
（最終入館受付午後4時30分）

昆虫館内キッズルームよこのコーナー

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
今回もその一端ですが、おもしろく魅力的な虫たちをご紹介しています

箕面公園管理事務所　072－721－3014
昆虫館　072－721－7967

■料金：高校生以上　270円／中学生以下
無料
　障がい者手帖の提示で本人と介助者1名
無料

第24回　箕面の森の音楽会
2019年5月25日（土）
午後12時30分から午後3時30分まで

瀧安寺前広場（箕面公園内）
風に揺れる派の音、小鳥のさえずり、水のせせらぎ、森の野外コンサートです
さわやかな新緑のもと、流れる音色に身を任せ楽しんでいきませんか 箕面公園管理事務所　072-721-3014 観覧無料　　雨天中止

大阪府営公園　春のイベント　2019

箕面公園

服部緑地

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


寝屋川公園
「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～

2019年5月13日（月）
午前10時から正午まで

管理事務所から中央広場周辺 爽やかな新緑がお出迎えしている寝屋川公園で、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

■参加費：無料
■事前申込：2019年4月13日（土）午前9時か
ら事務所来所か電話にて受付開始
■受付時間：午前9時から午後5時まで
■どなたでも参加できます。
■先着30名

つばき展
2019年4月8日（月）から4月30日（火）
午前9時30分から午後4時30分まで

花しょうぶ園
シリーズ「日本の伝統園芸植物展」として椿の展示を行います。
肥後六花の一つである「肥後椿」等、様々な色や形の椿をお楽しみください。
花しょうぶ園の一部を開園し、約３０鉢を展示する予定です。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

桜草展 2019年3月16日（土）から3月24日（日）まで 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

GoodBBQ山田池公園

2019年3月1日（金）から11月30日（土）
定休日：毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
【1部】午前10時から午後1時まで
【2部】午後2時から午後5時

川原広場
　山田池公園川原広場に気軽にバーベキューが楽しめる『ＧｏｏｄＢＢＱ（有料バーベキュー施設）』が、2018年9月に新規
オープンしました。火おこしから後片付けまで全てスタッフが行い、手ぶらでバーベキューが楽しめる施設です。ドリンク、デ
ザートも取り揃えております。

ＧｏｏｄＢＢＱ山田池公園
TEL:050-5213-8695

■セット料金：（利用の際は人数分の食材・ド
リンクの注文が必須です。以下、1人前料金に
なります。）　　　　　　　　　（テント、テーブル、
コンロ他、利用料含む）　　　　　　　　　・シンプ
ルBBQセット：2,500円（牛カルビ・豚肩ロース
他）
・GoodBBQセット：2,800円（牛カルビ・豚肩
ロース・イチボ（希少部位）他）
・国産黒毛和牛BBQセット：3,300円（和牛カル
ビ（A3）和牛ロース（A4）他）
・キッズメニュー：1,000円（ハンバーグ・ポーク
ウィンナー他）　　　　　等
■ネット（https://www.good-bbq-yp.com/）ま
たは電話予約（050-5213-8695）
受付時間：午前10時から午後4時まで（定休
日を除く）

「実りの農作業体験」～家族で楽しむ新玉ねぎの収穫
体験会～

2019年5月12日（日）
午前10時から正午まで

実りの里　棚田

３歳から小学生以下の子どもと一緒に家族で楽しむイベントです。
「実りの里」で育てた新玉ねぎの収穫を体験します。
※作物の生育状況により日程が前後する可能性がございます。その際はご連絡いたしますので、あらかじめご了承くださ
い。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■パークセンター窓口・電話にて受付
■受付開始は未定（公園ホームページ及び
園内掲示板にてお知らせします。）
■先着順　20組（ただし、小学生以下の子ど
もを含むご家族）
■参加費：１00円（※一人につき）

花しょうぶ園開園

2019年5月25日(土)から6月25日(火)
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）

花しょうぶ園
約１４０品種、約１０，０００株のハナショウブを公開します。
見頃の時期にはライトアップも行います。
ぜひ、お越しください。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

「GREEN　FESTA」～ハンデがあってもなくても、一緒
に体験しよう！～

2019年3月10日（日）
午前10時から午後3時まで

公園管理事務所

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。みなさまお誘い
あわせのうえ、ぜひご参加ください。
種目：グリーンヨガ・車椅子テニス・ミニフットゴルフ・車椅子ハンドボール・義足体験・デフサッカー・ミズノ流忍者学校・スト
ラックアウト　等

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

参加費：無料
※一部料金が必要な競技があります。

「ポケットマルシェ」～ワールドワイドな蚤の市～ 2019年3月16日（土）・17日（日） 公園管理事務所 雑貨やハンドメイド、お花、木工、アンティークアクセサリーなどのお店はもちろん、ランチやスイーツのお店も出店します。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

「フィカタック」のチャレンジミッション　園内の植物を探
そう！！

2019年3月24日（日）
午前10時から11時まで

公園管理事務所 植物学者の「フィカタック」が出す植物に関するミッションをクリアし、正式隊員を目指します。毎月1回開催しています。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■当日受付
■先着順（予定人数20人）
■参加費：100円

まちかどプランツ

2019年5月6日（月）午前10時から緑のカーテン作
り
　　　　　5月6日（月）午後1時から花摘み
　　　　　5月12日（日）午後2時から花摘み
　　　　　5月19日（日）午前10時から綿の種まき
※雨天中止

公園管理事務所 深北緑地までの道のりを、お花で彩ろう。ご協力いただけ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

■当日受付

だるまさんがころんだ
2019年5月5日（日）
午後2時から　　少雨決行

公園管理事務所　A地区
A地区でだるまさんがころんだを開催します。
ぜひ、お越しください。

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

路上お絵かきフェスタ
2019年5月4日（土）
午前10時から正午まで
午後1時から午後3時まで　　雨天中止

公園管理事務所
園路にチョークでこいのぼりを描いてみましょう！
ぜひ、ご参加ください

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

こいのぼりの折り紙
2019年5月3日（金）から5日（日）
午前10時から午後3時

公園管理事務所 折り紙でこいのぼりを作り、季節の行事を体験してみましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

有料BBQエリア
2019年3月中旬ごろ
【1部】午前9時から正午
【2部】午後1時から午後4時まで

芝生広場

　深北緑地 有料BBQエリアは器材付きで手ぶらで楽しむことができる予約制のバーベキューエリアです。バーベキューに
必要な器材はもちろん、木炭の火おこしやごみ処理なども含まれているので器材を持っていない方や初心者の方でも安心
です。食材やドリンクのご注文も可能です。
※食材は1,500円（税抜）からご用意しています。（4人前から対応可能）

TEL:06-7890-7474（午前10時から午後6時
まで）

■区画利用料：中学生以上 … 1,500円（税
抜）
 　　　　　　　　　小学生 … 1,000円（税抜）
　　　　　　　　　　3歳以上 … 500円（税抜）
※ご予約は中学生以上5名様から承ります。
※お1人様1部あたりの料金です。
※ 定数は20区画（1区画6名まで）になりま
す。
※区画利用料にはコンロ・テーブル・チェア・
タープテント・木炭・トング・火バサミ・ごみ処理
費が含まれています。
■電話予約（先着順）（TEL:06-7890-7474）
　午前10時から午後6時
※予約は中学生以上5名様より承ります。
※予約期間：利用日1ヶ月前の午前10時から
前日の正午まで

山田池公園

深北緑地

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


久宝寺こうえんマルシェ
2019年3月24日（日）、4月28日（日）、5月26日
（日）
午前10時から午後4時まで

久宝寺緑地　北地区　風の広場付近

地元の農業を応援したい！毎月第4日曜日は久宝寺こうえんマルシェを開催。久宝寺緑地の近郊をはじめ、各地の農産物
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。
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

ノルディックウォーク講習会　木曜日コース
2019年3月14日（木）、3月28日（木）
午前10時から正午まで
※4月から曜日、時間が変更になります。

久宝寺緑地  スポーツハウス

ノルディックウォークで姿勢改善＆歩行能力ＵＰ！
一生涯自分の足で歩くために転倒しにくい体づくりに取り組みましょう！
２本のポールを使った効果的な歩き方を教わります。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、園内を歩き、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

■当日スポーツハウス窓口にて申込み
■先着順（20名様まで）
■料金：500円

ノルディックウォーク講習会
2019年4月6日（土）、4月13日（土）、4月20日
（土）、4月27日（土）、5月4日（土）、5月11日（土）、
5月18日（土）、5月25日（土）
毎週土曜日午後4時から午後5時まで

久宝寺緑地　スポーツハウス

姿勢改善特化型リハビリウォーキング！
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、園内を歩き、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

■当日スポーツハウス窓口にて申込み
■先着順（20名様まで）
■料金：500円

みどり塾

■多肉植物の寄せ植え
2019年3月17日（日）
午前10時から午前11時30分まで
■野菜とハーブのハンギングバスケット
2019年4月21日（日）
午前10時から午前11時30分まで
■水草のテラリウム
2019年5月19日（日）
午前10時から午前11時30分まで

久宝寺緑地ボランティアルーム

■多肉植物の寄せ植え
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です。
今回は、大変好評をいただいている多肉植物の寄せ植えを行います。どんなお花との組み合わせになるか！お楽しみに！
■野菜とハーブのハンギングバスケット
新鮮な組み合わせのハンギング。育てて、飾って、食べる楽しみがあります。
■水草のテラリウム
種から育てる水草です。水中の緑が涼しげで癒されます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて
受付
■多肉植物の寄せ植え
　申込期間：申込受付中
　定員：先着順（20名様まで）
　料金：材料費1,000円
■野菜とハーブのハンギングバスケット
　申込期間：3月1日から申込開始
　定員：先着順（15名様まで）
　料金：材料費1,800円
■水草のテラリウム
　申込期間：3月1日から申込開始
　定員：先着順（15名様まで）
　料金：材料費1,000円

レッツ久宝探検隊

■キノコを育てる
2019年3月24日（日）
午前10時から正午まで
■春の自然をのぞいてみよう
2019年4月28日（日）
午前10時から正午まで
■樹木とあそぼう
2019年5月26日（日）
午前10時から正午まで

久宝寺緑地　中地区花の道

■キノコを育てる
シイタケ等をどうやって育てているか実際に体験してみませんか？
原木に穴をあけ、キノコの菌を植え付けます。仮伏せまで行います。
■春の自然をのぞいてみよう
公園内の草花や木々、虫などを観察しませんか？
春は草花が咲き、木々が芽吹きます。自然の不思議を発見し、色々な命があることを学びましょう。
■樹木と遊ぼう
公園には色々な種類の樹木があることを学び、樹木の違いや特徴を理解し、身近な自然に親しみましょう。そしてドングリ
のなる木を見たり、葉っぱに字を書いたり、葉や樹皮や花、樹木全体を楽しく観察しましょう。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて
受付
■キノコを育てる
　申込期間：申込受付中
　当日参加も歓迎
■春の自然をのぞいてみよう
　申込期間：3月1日から
　当日参加も歓迎
■樹木と遊ぼう
　申込期間：3月1日から
　当日参加も歓迎
■持ち物：ルーペや虫眼鏡。動きやすい服装
でお越しください。

Happy　Earth　Day　Osaka　２０１９～One Step for
Action～

2019年3月23日（土）
午前11時から午後5時
　(アースシネマ 午後6時から午後8時)
2019年3月24日（日）
午前10時から午後4時

久宝寺緑地　東地区

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。
ハッピーアースデイ大阪2019開催テーマ
「あなたの住んでる地球は幸せですか？」
 一人ひとりに、自分が住んでる地球が本当に幸せなのか、アースデイを通して、自分なりの考え方を見つけてほしい。
普段、他人事として、考えていることをアースデイを通して、自分にも関係のある事だと知って、考えて、行動してほしい。
物事の背景まで視野を広げてもらいたい。
そんなアースデイにしたいという想いが込められています。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■入場料金無料

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
2019年3月9日（土）、4月13日（土）、
　　　　　　5月11日（土）
午前10時30分から午前11時30分まで

■うんどう習慣日
2019年3月23日（土）、4月27日（土）、
　　　　　　5月25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す。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：無料（当日健康広場までお越し下さ
い）

有料バーベキューエリア
2019年4月1日（月）から10月31日（月）まで
【1部】午前10時から午後1時まで
【2部】午後15時から午後6時まで

ファミリー広場内 有料バーベキューエリア
久宝寺緑地有料バーベキューエリアは、コンロなど器材を持っていない方でも手軽にバーベキューが楽しめます。是非お越
しください！

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■ご予約受付先
電話番号：06-7890-7474
午前10時から午後6時
■料金：大人（中学生以上）1,000円
　　　　小学生500円　3歳から小学生未満
300円
※税別の金額です。

シャクヤク園開園
2019年4月27日（土）から5月19日（日）まで
午前9時30分から午後6時まで

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月中旬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。開園中には夜間特別オープン、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

■料金：無料（一部有料プログラム有）

シャクヤクフラワーアレンジメント教室
2019年5月6日（月・祝）
午前9時30分から午前11時30分まで

中地区　ボランティアルーム シャクヤクを贅沢に使ったフラワーアレンジメントをつくりませんか？
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■久宝寺緑地管理事務所で窓口、電話にて
受付
■料金：1,500円（材料費込）
■定員：各回15名様まで（事前申し込み要）

シャクヤク写真・絵画展作品募集 2019年4月27日（土）から6月9日（日） 管理事務所
4月から5月にかけて咲き誇った「久宝寺緑地のシャクヤク」の写真・絵画展に出展いただく作品を募集いたします。
この機会にあなたのシャクヤクベストショット、絵画を出展してみませんか？

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■写真：Ａ4にプリントアウトした写真を管理事
務所までお持ちください。
■絵画：絵画は10号サイズまでとなります。絵
画は額縁に入れて、額紐をつけて管理事務
所までお持ちください。
先着30作品まで（原則一人1作品）

第10回久宝寺緑地手作りこいのぼり祭り　こいのぼり
募集

2019年3月1日（金）から4月17日（水） 中地区　公園管理事務所 近隣の幼稚園、保育園、子ども会でこいのぼりを作ってくださるグループを募集します。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■久宝寺緑地管理事務所窓口にて受付
■募集期間：2019年3月1日（金）から4月17日
（水）まで
■定員：先着25団体様まで

第10回久宝寺緑地手作りこいのぼり祭り
2019年4月22日（月）から5月6日（月・祝）
午前9時から午後4時30分まで

中地区　花の道 近隣の幼稚園、保育園、こども会の皆様の手作りこいのぼりが、久宝寺緑地の空を彩ります。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top#


こどもの日イベント
2019年5月5日（日）
午後1時30分から午後3時まで

中地区　花の道
さわやかな5月の青空を背景に、こいのぼりが泳いでいます。
そんな初夏の風景の中で、ピエロによる楽しいバルーンアートやマジック、紙芝居や歌などが繰り広げられます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：無料

みどりの日イベント～河内木綿を育ててみませんか？
～

2019年5月4日（土）
午前10時から正午まで

中地区　子ども広場前
木綿の種をまいて、育てるイベントです。
公園内で育てる分と、持ち帰って育てる分、両方の種まきをしましょう。
是非この機会に、河内木綿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：無料
※先着30名様まで（当日子ども広場までお越
しください。）

ドッグスクール
2019年4月20日（土）
午前10時から午前11時30分まで
※雨天中止

北地区　ファミリー広場横　芝生広場
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。
リードの使い方、犬の叱り方、褒め方。ちょっとしたコツを学ぶことで、飼い犬の扱い方が上手になります。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■久宝寺緑地管理事務所で窓口、電話にて
受付
■参加資格：生後6ヵ月以上であること
予防注射（狂犬病・ワクチン）接種済みである
事
■料金：無料　先着10名（お1人様につき犬は
一匹に限らせていただきます）
■持ち物：普段使用しているリード、首輪

植木市 2019年3月20日（水）から5月6日（月・祝）まで 中地区　花の道
花の道でご好評をいただいている植木市を開催いたします。
お探しのものを見つけに是非お越し下さい！

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

春の草花遊び
2019年4月20日（土）
午前9時30分から正午まで

園内全域 春の草花を使って、草笛や花飾りなどの草花遊びと、枚岡公園の桜広場や梅林のタンポポを観察します。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■料金：大人：300円・小人：100円
■持ち物：飲み物・筆記用具
■定員25名
■事前申込：2019年4月1日（月）午前10時か
ら電話にて受付開始
■どなたでも参加できます
■先着順（25名）

枚岡公園ウォークラリー
2019年4月28日（日）から4月29日（月・祝）
2019年5月3日（金・祝）　から　5月5日（日・祝）
午前9時30分から午後4時30分まで

園内全域
管理事務所をスタートし、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、
特製グッズをプレゼントします。

■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■当日、公園管理事務所で参加用紙を配布
いたします。
■各日先着順（20名）

春の自然観察会
2019年5月26日（日）
午前9時30分から午後3時30分まで

園内全域 枚岡公園を中心とした新緑の山を巡り、樹木や草花などを観察しながら、身近な自然を散策します
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■料金：大人：300円・小人：100円
■持ち物：飲み物・お弁当・雨具
■定員25名
■事前申込：2019年5月1日（水）午前10時か
ら電話にて受付開始
■どなたでも参加できます
■先着順（25名）

自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」で初春の
キャンプを楽しもう！！

年末年始を除く周年
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。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）
まだまだ寒い日も続きますが、これから少しづつ春が近づくにつれて、草花が芽吹きはじめ動物たちも動き始めます。そん
な季節の変化を感じながら春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
電話番号：0721-62-2772
メール：nagano@toshi-kouen.jp

■料金：1日1サイト3,500円（1泊の場合は1サ
イト7,000円になります）

長野公園で春の生き物探し！！
2019年4月28日（日）
午前9時30分から午前11時30分

奥河内さくら公園（長野地区） ■長野公園に生息する春の動植物を観察します。
■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772
メール：nagano@toshi-kouen.jp

■定員：15名（小学生以上）
■長野公園まで電話で受付

はばたけ！僕たち・私たちの鯉のぼり 2019年5月１日(水)から5月31日(金) 奥河内さくら公園（長野地区） 長野公園（奥河内さくら公園・長野地区）の緑の広場に、市内外のお子様達が描いてくれた鯉のぼりをたくさん飾ります。
■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772
メール：nagano@toshi-kouen.jp

初夏の延命寺周辺でバードウォッチング 2019年5月11日（土）
午前9時から午後3時

南海高野線「三日市町駅」から奥河内も
みじ公園（延命寺地区）から南海高野線
「千早口駅」

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
メール：nagano@toshi-kouen.jp

森の実習隊
2019年4月13日（土）・5月18日（土）
午前10時から正午まで

公園管理事務所
錦織公園のボランティア錦織フォレスターと、園内の樹林管理作業を行います。
主に間伐作業を体験していただきます。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて
随時受付
■定員：先着5名
■対象：18歳以上
■料金：無料

春の自然観察会

2019年4月16日（火）・4月21日（日）
①午後1時から午後2時30分まで
②午後3時から午後4時20分まで
各日2回開催。2回とも内容は同じ。

河内の里（里の家）
河内の里の花々をご案内します。
春の草花を観察しながら、里内を巡ります。
歩きやすい服装と靴でお越しください。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて
受付
■3月16日から申込受付開始
■定員：先着10名
■料金：無料

琴・尺八の演奏会
2019年4月28日（日）
午前10時30分から午後3時まで

河内の里（里の家）
河内の里で琴・尺八の演奏会を開催します。
昔ながらの田園風景とともに、春のおとずれを素敵な演奏とともにお楽しみください。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■予約不要
■料金：無料

3月の花の見所　ミツマタ 2019年3月中旬から 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、里の家にて見ごろをむかえています。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

久宝寺緑地

錦織公園

長野公園

■新河内長野八景にも選ばれる長野公園（奥河内さくら公園・長野地区）の夜桜。例年の夜桜ライトアップに加え、新たに
竹灯篭や和傘によるライトアップや、プロジェクトマッピングを開催！　ノスタルジックで幻想的な風景をお楽しみください。
■1dayイベント「奥河内.meフェスティバル」では、長野公園内ではツリーイング体験や、子どもが楽しめるアート企画、春の
自然観察会などを開催します。
長野公園5地区を回る自転車ライドラリー企画も開催します。
河内長野駅前ロータリー、長野商店街では、マーケット・屋台村・子ども職業体験・子ども縁日・地域商業PR・音楽ライブ・
ワークショップ・動画上映・住職トークショーなどを開催します。
奥河内の春をめいっぱい楽しめる一日です！

奥河内さくら公園（長野地区）

■長野公園さくらと光の回廊(夜桜ライトアップ)
　【開催期間】
　　　2019年3月23日(土)から4月7日(日)
　　　午後7時から午後9時（雨天決行）

■奥河内黄金廓～桜の頃～
　【開催日】
　　　2019年3月30日(土)、31日(日)、
　　　　　　　　  4月6日(土)、7日(日)
　　　１．午後7時　２．午後7時30分　３．午後8時
　　　４．午後8時30分（雨天中止）

■奥河内.meフェスティバル
　【開催期間】
　　　2019年3月31日(日)
　　　午前10時から午後4時
　　　　（一部の飲食は午後7時まで）
　　　（雨天決行・荒天中止）

枚岡公園

■料金：無料（物販・飲食は有料）奥河内.me

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

■奥河内.me運営事務局
メール：info@okukawachi.me

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


4月の花の見所　ツツジ 2019年4月中旬から5月上旬 河内の里 河内の里、つつじの丘にてツツジが見ごろをむかえています。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

初夏の野鳥観察会
2019年5月11日（土）
午前10時から正午まで

パークセンター 初夏の野鳥観察会を行います。望遠鏡をのぞきながら初夏に見られる野鳥観察と、野鳥の解説をします。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて
受付
■4月11日から申込受付開始
■定員：先着10名
■料金：無料

春のパークフェスタ
2019年5月12日（日）
午前11時から午後3時まで

一の谷芝生広場 毎年恒例の春のパークフェスタ。様々なブースを出展します。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：無料

森の実習隊
2019年5月18日（土）
午前10時から正午まで

公園管理事務所
錦織公園のボランティア錦織フォレスターと、園内の樹林管理作業を行います。
主に間伐作業を体験していただきます。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて
随時受付
■定員：先着5名
■対象：18歳以上
■料金：無料

Family Nature Program　石川で魚とり観察会(中流編)

2019年4月21日（日）、4月27日（土）、
5月4日 (土)※、5月12日（日）
午前9時30分から午前11時まで
※5月4日のみ午後1時30分から午後3時まで

下記2か所のうちどちらか　(前日連絡）
・星の広場
・公園管理事務所前

魚のとり方のコツを踏まえて、実際に捕まえてみましょう。
お子様と一緒に、生きものとふれあう喜びや思い出作りに！
「とれるかもしれない生きもの」エビ・オイカワ・フナ・カマツカ・ドジョウ、ウナギ等々

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■公園管理事務所で窓口・電話にて受付
■申込受付中
■先着順（子ども15名まで）
　どれか1日から申込いただけます。
■料金：各回 子ども500円/人、大人200円/
人

Family Nature Program　ため池観察会
2019年4月28日（日）
午前9時30分から午前11時まで

公園管理事務所前
魚のとり方のコツを踏まえて、実際に捕まえてみましょう。
お子様と一緒に、生きものとふれあう喜びや思い出作りに！

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■公園管理事務所で窓口・電話にて受付
■申込受付中
■先着順（子ども15名まで）
■料金：各回 子ども500円/人、大人200円/
人

電動アシスト付きレンタサイクル
2019年4月1日（月）
午前9時より

石川河川公園
電動アシスト付きレンタサイクルに乗って、河川敷で快適なサイクリングはいかがですか？
石川河川公園でこの春から電動のレンタサイクル貸出しがスタート！
ヘルメット（成人用・幼児用）、自転車用チャイルドシートもご用意しております。

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■公園管理事務所、窓口にて受付
■受付用紙に必要事項を記入、本人確認が
出来る書類(運転免許証等)を提示していただ
き、料金をお支払い頂いて、貸出しとなりま
す。
■料金：①1時間以内300円
　　　　　②2時間以内500円
　　　　　③2時間から1日1,000円　で貸出し
（※①・②プランの利用で延滞された場合は
延滞料金が発生しますのでご注意ください）

1日回り放題キャンペーン 2019年4月1日（月）より 石川河川公園

4月より石川河川公園パークゴルフ場でお得な1日回り放題キャンペーンが始まります。
通常、1ラウンド：平日520円/土日祝日620円がキャンペーン適用で
平日　　　1,200円（１Ｒ目520円 ２Ｒ目520円 ３Ｒ目160円）
土日祝日1,400円（１Ｒ目620円 ２Ｒ目620円 ３Ｒ目160円）
どちらも４Ｒ目以上は無料！
この機会に是非、石川河川公園パークゴルフ場をホームグラウンドにいかがでしょうか？

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■石川河川公園パークゴルフ場、受付にて
■受付時に「1日回り放題キャンペーンで！」
とお申し出ください
■平日：1,200円（１Ｒ目520円 ２Ｒ目520円
　　　　　　　　　　　　３Ｒ目160円）
■土日祝：1,400円（１Ｒ目620円 ２Ｒ目620円
　　　　　　　　　　　　３Ｒ目160円）
どちらも４Ｒ目以上は無料
※貸しクラブご利用の際は、1本210円が別途
かかります。

防災フェア×イザ！カエルキャラバン！in住之江公園
「使わなくなったオモチャをもって集まれ！」

2019年3月10日（日）
午後1時から午後4時

児童広場周辺
防災公園（大阪市指定広域避難場所・一時避難場所）である住之江公園と住吉公園が住之江区、消防署、警察署と協働
で行う、防災について楽しく学べるイベントです。おもちゃの物々交換（かえっこ）と、楽しくアレンジした防災プログラムを組
み合わせ体験型イベントです。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

星空☆シアタ－2019
2019年5月24日（金）
午後7時から午後9時まで

住之江公園野球場
住之江公園野球場のスコアボ－ドをスクリ－ンにして親子で楽しめる映画を上映します。星空の下、芝生に寝転がって.映
画を見ませんか。.

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

料金無料　　　雨天中止

すみのえ♥ハ－トスタジアム2019
2019年5月25日(土)
午前10時から午後8時30分頃まで

住之江公園野球場
野球場内が.お祭り会場に！ステ－ジでは20組以上の音楽・ダンス・パフォ－マンスが繰り広げられます。会場内には70以
上の飲食・物販・活動紹介のブ－ス.が出展。手作り感満載のイベントです。フィナ－レには恒例の打ち上げ花火が夜空を
飾ります。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

雨天中止の場合も花火は打ち上げます。

すみすみ公園フェスタ2019in住之江公園 2019年5月5日（日）午前10時から午後4時まで 花と緑のスクエア
住之江公園において、「すみすみフェスタ」のイベントを実施します。
ゴールデンウィーク、爽やかな日の中で楽しい子供の日を過ごして頂き、音楽ステージやパフォーマンスをお楽しみくださ
い。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

参加費：無料
物販は有料

すみすみマルシェ
2019年3月23日（土）、4月27日（土）、5月25日
（土）
午前10時から午後4時まで

花と水の広場周辺 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皆さまをお待ちしています。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

樹木板クイズラリー 2019年3月23日（土）
午前10時から午後3時まで

園内全域 園内を巡り、クイズに答えながら、樹木の魅力を発見しましょう
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

参加費無料

住吉公園さくらカーニバル 2019年3月31日（日）
午前10時から午後3時まで

花と水の広場・心字池周辺 桜木の下、音楽を楽しんでもらい、野点のパフォーマンスなどでお楽しみください
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

入場無料

わんわんゴミひろい＆愛犬しつけ教室 2019年3月31日（日）
午後1時から午後3時まで

児童遊戯場南側 愛犬家のマナーを向上しましょう
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

参加費無料
定員30名先着順

すみすみ公園フェスタ2019
2019年5月5日（日）、5月6日（月）
午前10時から午後4時まで

花と水の広場周辺
-花とふれあいの公園の休日-’をキャッチフレーズに地域の園児たちの手作りこいのぼりの掲揚や、地域で活動しているボ
ランティア・ＮＰＯ団体によるパフォーマンス,体験型イベント,ワークショップ,展示販売などが行われます。
※5月5日は住之江公園との合同開催

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

「ローソン浜寺公園店」がオープンします！
2019年3月8日（金）
午前8時から

浜寺公園
大阪府では、府営公園の利用者の利便性を高め、公園の活性化を図ることを目的として、民間事業者による府営公園のに
ぎわい施設の設置に取り組んでいます。その一環として、2019年3月8日（金曜日）午前8時に「ローソン浜寺公園店」がオー
プンします。

大阪湾フォーラム2019堺「ここからはじまる100年先の
ええあんばいの海と川」（案）

2019年3月9日（土）
午前10時から午後5時

レストハウス　２階

「堺の海の課題を網羅・整理し、大阪湾の再生を目指すための活動を紹介」
○大阪湾フォーラム２０１９堺（案）
　・展示、ワークショップ開催予定
　・シンポジウム開催予定

浜寺公園管理事務所　072-261-0936

スプリングフェスタ
2019年4月21日（日）
午前10時から午後3時

中央エントランス周辺
浜寺公園で活躍されているボランティアのみな様による出展や地域で活動されている方々が参加されます。
浜寺公園春一番のイベントです。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

錦織公園

石川河川公園

住之江公園

住吉公園

浜寺公園

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


Rose de Mai 2019
2019年5月11日（土）から5月26日（日）
日没から午後9時まで

ばら庭園中央花壇、まちの景、里の景の
一部

バラが見頃となる時期に合わせ、より多くの皆様にキレイなばらを楽しんでいただくため、日没から21時までの間、ばら庭園
をライトアップし、夜間営業を行います。
　また、ばら庭園内において、たそがれコンサートを実施し、幻想的なライトアップの中、バラの香りにつつまれながらの音
楽会をお楽しみいただけます。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

第42回　浜寺ローズカーニバル 2019年5月19日（日）予備日26日（日） 中央エントランス周辺
地域主催の大規模イベントです。
実行委員会により実施されるステージプログラムや、素敵な景品が当たるかもしれないビンゴゲームなど内容は盛りだくさ
んです。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

羊の毛刈り
2019年3月10日（日）
午後1時30分から午後3時30分

ひつじ広場
大泉緑地の３匹の羊たちはそろそろ衣替えの季節になります♪
今年もひつじの毛刈りを行います！見学は無料です！
ぜひ見に来てくださいね！

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

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

2019年3月21日（水）
正午から午後3時

四季彩園
毎年大人気の「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」を開催します。見て聴いて体験して楽しい！もらっ
てうれしい！クラフト体験等など盛りだくさんな内容です♪みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

Good-BBQ　大泉緑地
2019年3月1日（金）から11月末日
午前10時から午後6時まで（3時間制）
※火曜日は定休日（祝日の場合は翌平日）

Good BBQ大泉緑地
解放感あふれるロケーションで気軽にBBQをお楽しみ頂けます。
手ぶらでご利用できて炭や食材の準備もすべておまかせ！

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316
■GoodBBQ大泉緑地センターハウス受付
電話番号：050-5212-8846

■予約(電話・ホームページ)：ご利用日の2か
月前の同日より受付
■料金：手ぶらセット　2,500円から等
(ご利用の際はご利用人数分の食材セットとド
リンクのご注文をお願いいたします。)
　全36卓（1卓8名掛け）

ふれあいの庭ライトアップ＆コンサート

〇ライトアップ
2019年4月19日（金）から4月21日（日）
午後6時から午後8時
〇コンサート
2019年4月21日（日）
午後5時から午後6時

ふれあいの庭
毎年大人気！ふれあいの庭ライトアップ＆コンサートを行います。
昼間とは一味違う幻想的な世界をぜひお楽しみください。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

ふれあいの庭ライトアップヨガ 2019年4月19日(金)
午後4時30分から午後6時

ふれあいの庭 ライトアップされたふれあいの庭でヨガをしてみませんか。
■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■料金1,000円
■定員：10名(高校生以上)
■持ち物：運動しやすい服装、水分、着替え、
ヨガマット貸出有(お持ちの方はご持参くださ
い)、ブランケットやバスタオル等
<着替えされる方は２階会議室をご利用くださ
い。
■申し込み：3月19日(火)午前10時より管理事
務所窓口若しくは電話受付いたします。キャ
ンセル待ちの場合は前日までにご連絡させて
いただいた方のみ参加可能です。

伊勢物語と能の世界展 2019年5月1日（水）から5月13日(月)
午前10時から午後5時

花と緑の相談所
大泉緑地のかきつばたとユリカモメを通して、古来より馴染み深い伊勢物語と能にまつわる世界を展示します。
5月6日(月)にはワークショップと能の実演も予定しています。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

新緑ヨガ
2019年5月18日（土）
午前10時から午前11時

大芝生広場 大泉緑地の美しい景観、自然の魅力を感じながらリラックスしてヨガをします。
■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■管理事務所窓口もしくは電話で受付しま
す。
■4月18日午前10時より申込開始
■先着：20名
■料金：500円

農・水産・福祉　一体型野外イベント
「きらっと泉州☆育」

2019年3月24日（日）
午前10時から午後4時

野原の広場・水と緑の音楽広場

「きらっと泉州☆育」（せんしゅういく）は泉州の農家さん、泉州もんを使って加工している作業所や個人事業主さん、泉州大
好きな人に参加してもらい、海の幸、山の幸をアピールするイベントです。 また、泉州に住む発達障がい児のママ達に参加
してもらい、障がい児と共に自分達らしくきらっと光っている素敵ママを応援します。 農業、水産業、福祉が連携して泉州を
盛り上げ、蜻蛉池公園から発信することが目的のイベントです。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

※飲食物等は有料販売

とんぼの学校　タケノコ掘りを楽しもう
2019年4月14日（日）
午前の部：午前10時から正午頃まで
午後の部：午後1時30分から午後3時30分頃まで

公園管理事務所 蜻蛉池公園において、タケノコ掘りイベントを実施します。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
■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で窓口・電話にて
受付
■3月15日から申込開始
■先着順（午前・午後とも、20組）
■料金：300円（保険代を含む）

蜻蛉池公園　ローズフェア　２０１９　Spring 2019年5月18日（土）・19日（日） 水と緑の音楽広場周辺
蜻蛉池公園において、毎年恒例の春のローズフェアイベントを実施します。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加くださ
い。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

※飲食物等は有料販売

カブトを折って、記念写真をとろう！
2019年4月21日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

シンボル緑地　石舞台

折り紙でカブトを作って写真を撮りましょう！
公園のカメラで撮影、プリントアウトし、そのまま持って帰れます。
こどもの日に向けて、思い出作りにいかがですか？
当日参加も大歓迎！折り紙がなくなり次第終了です。

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■りんくう公園管理事務所で窓口・電話にて
受付
■2019年3月21日(木・祝)午前9時から申込開
始
■当日参加可
■定員：30名（小学生6年生までのお子様対
象、保護者同伴で参加してください）

とっておきの音楽祭 in Rinku Osaka 2019
2019年5月26日（日）
午前11時から午後6時まで(※予定)

シンボル緑地　海への道、石舞台
¨とっておきの音楽祭¨は、障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、音楽のチカラで心のバリアフリーを目指す音楽
祭です。2001年に仙台市で始まり、りんくうタウンでは2回目の開催です。合言葉は、「みんなちがってみんないい」です。

「とっておきの音楽祭inりんくう大阪 実行委
員会」事務局
【Email】info@totteoki-rinku-osaka.com
【Fax】072-461-4351
【公式HPお問い合わせフォーム】
https://nigiwai-p.jp/totteoki/35-2/

■会場はりんくう公園のほか、りんくうプレミア
ム・アウトレット、りんくうプレジャータウンシー
クル、りんくうパピリオなど
■詳細は公式HP（https://nigiwai-
p.jp/totteoki/）にてご確認下さい。

りんくう公園

浜寺公園

大泉緑地

蜻蛉池公園

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


二色の浜公園バーベキューサービス（レンタルBBQ・
DAYキャンプ・ドッグフリーDAYキャンプ）

＜沢地区＞
2019年4月27日（土）から10月27日（日）まで
午前11時から午後4時まで
【休業日】月・火及び公園休園日。祝日の場合は
翌日が休業。
＜海浜緑地＞
・DAYキャンプ
　2019年4月20日（土）から10月27日（日）までの
休日
　午前10時から午後4時30分まで
【休業日】大規模イベント時、公園休園日
・ドッグフリーDAYキャンプ
　2019年1月5日（土）から2020年3月29日（日）ま
での休日
　午前10時から午後４時30分まで
　※2019年4月1日（月）から10月31日（木）の間は
毎日営業
【休業日】大規模イベント、公園休園日

園内バーベキュー可能エリア

BBQ・DAYキャンプをもっと気軽に楽しんで頂けるよう、必要な器材を現地で用意。DAYキャンプサイトは場所取りも不要で
す。とってもお手軽にBBQが出来ます。また海浜緑地には新たにドッグフリーDAYキャンプサイトがオープン。ドックランと
DAYキャンプサイトが一体化した、愛犬家にはたまらないサイトです。二色の浜公園では皆さまのご希望にあわせ、海を眺
めながら色々なBBQを楽しんで頂けます！ご家族・お友達・会社の仲間などと是非ご利用ください。

＜予約について＞
デジキューお問合せセンター
電話番号：0570-09-0014　受付時間：午前
9時から午後5時まで
＜サービスについて＞
二色の浜公園管理事務所（海浜緑地）
電話番号：072-431-9846　受付時間：午前
9時から午後5時まで

下記URLよりネット予約
■沢地区■
・レンタルBBQ　DAYキャンプ
　予約URL：https://digiq.jp/sawa/
・器材レンタル/１人大人1,080円子供540円、
DAYキャンプ/1サイト10,800円
■海浜緑地■
・DAYキャンプ　ドッグフリーDAYキャンプ
　予約URL：https://digiq.jp/nishikid
・DAYキャンプ
　１サイト10,800円　８名まで
・ドッグフリーDAYキャンプ
　１サイト10,800円　８名まで

二色の浜公園マリンスポーツ体験 2019年5月１日(水)から10月27日(日)の土日祝
沢地区砂浜海岸　及び　海浜緑地専用海
岸

夏は海水浴場になる砂浜海岸の沢地区と、水上オートバイ施設がある海浜緑地の両方でマリンスポーツ体験をして頂けま
す。海浜緑地は水上オートバイが通らない安全なマリンスポーツ体験専用水域をご用意。両ゲレンデとも、日本レクリエー
ションカヌー協会公認のインストラクターが丁寧にレクチャーしますのでご安心下さい。
体験種目は　カヌー・SUP・BIGSUP・水上オートバイと多彩！(※1)(※2)
まずは、海水浴場になる砂浜海岸の≪沢地区≫か、水上オートバイ施設のある≪海浜緑地≫のどちらで楽しむかお決め
になりお電話下さい！(※3)
きっとインスタ映え間違いなしの写真が撮れますよ！
さぁ、海で思いっきりエンジョイしましょう！

≪沢地区≫
　二色の浜公園管理事務所
　電話：072-422-0442　受付時間：午前9
時から午後5時まで
≪海浜緑地≫
　二色の浜公園マリンスポーツ管理事務所
　電話：072-437-0202　受付時間：午前9
時から午後5時まで

■事前予約制、先着順
≪沢地区≫
　二色の浜公園管理事務所　電話：072-422-
0442
　受付時間：午前9時から午後5時まで
≪海浜緑地≫
　二色の浜公園マリンスポーツ管理事務所
　電話：072-437-0202
　受付時間：午前9時から午後5時まで
■料金：①スクールコース　1,000円/1種目30
分(税込)
　　　　　②チャレンジコース　2,000円/１回60
分(税込)
　　　　　③ファミリーコース　4,000円/１回60分
(税込)
　　　　　④水上オートバイ体験乗船
　　　　　　　1,000円/１回１名10分(税込)
■種目：≪沢地区≫カヌー・SUP・BIGSUP
　　　　　≪海浜緑地≫カヌー・水上オートバイ
※1　カヌーは共通、SUP・BIGSUPは沢地区
のみ、水上オートバイ乗船体験は海浜緑地の
みとなります。
※2　水上オートバイ乗船体験は、インストラク
ターが運転しますので後部座席での乗船とな
ります。(1回1名)
※3　≪沢地区≫≪海浜緑地≫の各体験エリ
アは公園ホームページのエリア地図をご覧下
さい。

スケルトンカヤック
（春休みだよ！半額キャンペーン！！）

2019年3月21日（木）から4月7日（日）
午前9時30分から午後4時30分まで

さとうみ磯浜

スケルトンカヤックで海底探索！
透明なカヤックに乗って潮風を感じながら優雅にパドリングしてみませんか？
4月1日から11月30日までのシーズンに先がけて、「春休みだよ！半額キャンペーン！！」として、通常1隻2,000円のところ
1,000円で貸出しします！この機会にぜひ透明なカヤックを体験してみよう！感動が君を待っている！！

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■せんなん里海公園管理事務所で窓口・電
話にて受付
■1月21日から予約受付け開始（先着順）
■料金：１時間１隻1,000円

海藻おしば教室
2019年4月6日（土）
午後1時30分から午後3時30分まで

しおさい楽習館
ワカメやヒジキ、海藻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。素敵な作品づくりに参加してみませんか？

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■公園管理事務所で電話にて受付
■3月11日（月）午前⒑時から申込開始
■先着順（30名）

ビーチテニス教室
2019年4月14日（日）
午後1時から午後3時まで

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、ボールをバウンドすることなく、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
ＦＡＸ：072-494-2688

■公園管理事務所で電話FAXにて受付け
■3月15日（金）午前10時から申込開始
■先着順（30名）小学生以上、参加費無料
■持ち物：タオル、飲み物、運動のできる服装
（専用ラケット、ボール等はこちらで用意しま
す。）

裸足キッズ大集合！ 2019年5月5日（日）
午後1時から午後3時まで

潮騒ビバレーコート
砂とお友だちになろう！子どもの日特別イベント開催！砂の上でかけっこやサンダル飛ばしなど、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！（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
ＦＡＸ：072-494-2688

■申込み不要（当日12時30分潮騒ビバレー
特設コートに集合）
■裸足になっても良い方に限ります
■対象：幼児・小学生

ビーチバレー教室 2019年5月19日（日）
午後1時から午後3時まで

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！初めてのの方でも大丈夫！！ビーチバレーの“コツ”を教えても
らおう！みなさまのの参加をお待ちしております。

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626
ＦＡＸ：072-494-2688

■公園管理事務所で電話FAXにて受付
■4月8日（月）午前10時から申込開始
■先着順（20名）中学生以上、参加費無料
■持ち物：タオル、飲み物、運動できる服装

せんなん里海公園フォトコンテスト 募集期間：2019年4月1日（月）から10月31日（木）
まで

せんなん里海公園内

3つのふれあいデビュー！　①自然とのふれあい写真　②人や地域とのふれあい写真　③砂とのふれあい写真　の3つの
テーマで募集。風景写真の場合はデジタル加工をしていないこと。人物撮影の場合は被写体（子供の場合は保護者）の許
可を得ていること。入賞作品はデータを提供していただける作品に限ります。（著作権は撮影者に帰属しますが、作品の利
用を公園管理事務所に承認していただけること）※せんなん里海公園・阪南市・岬町で撮影された未発表の写真が対象で
す。

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■公園管理事務所まで持参・郵送・ホーム
ページより応募
■それぞれ１点
■優秀作品にはQUOカードと駐車場優待券
を贈呈

樹木の種まき体験 2019年3月23日（土）
午後1時から午後3時

泉佐野丘陵緑地
園内の森は竹が生え、整備されない間に荒れてしまっていました。パーククラブと一緒に森づくりに取り組んでみません
か？園内にある樹木の種を植えて、たくさんの生き物があふれる森をよみがえらせましょう！

■泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込み：3月13日（水）正午まで
■定員：10組（申し込み多数の場合は抽選）

さといも植え付け体験 2019年4月6日（土）　時間未定 泉佐野丘陵緑地
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、さといもの植え付けを体験
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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込多数の場合、抽選。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：未定
■定員：未定（申し込み多数の場合は抽選）

二色の浜公園

せんなん里海公園

泉佐野丘陵緑地

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


タケノコ掘りを楽しんで公園をつくろう！～竹林管理体
験～

2019年4月20日（土）
午前9時50分から午後1時まで
雨天の場合は21日（日）に順延

泉佐野丘陵緑地
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、タケノコ掘りを楽しみながら竹林管理を学びましょう。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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込多数の場合、抽選。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：300円
■定員：60名（申し込み多数の場合は抽選）

トマト＆スイカの苗の植え付け体験 2019年4月27日（土）　時間未定 泉佐野丘陵緑地
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、トマト＆スイカの苗の植え付
け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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込多数の場合、抽選。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：未定
■定員：未定（申し込み多数の場合は抽選）

茶摘み体験 2019年5月3日（木）　時間未定 泉佐野丘陵緑地内
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とお茶づくりを体験してみませんか。みんなでお茶をつ
くって新茶の味を楽しみます。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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込多数の場合、抽選。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：未定
■定員：未定（申し込み多数の場合は抽選）

ピザづくり体験 2019年5月4日（土）　時間未定 泉佐野丘陵緑地 公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、手作り窯でピザづくり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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込多数の場合、抽選。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：未定
■定員：未定（申し込み多数の場合は抽選）

さつまいも植え付け体験 2019年5月11日（土）　時間未定 泉佐野丘陵緑地
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、さつまいも植え付け体験を
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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込多数の場合、抽選。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：未定
■定員：未定（申し込み多数の場合は抽選）

タマネギの収穫体験 2019年5月18日（土）　時間未定 泉佐野丘陵緑地
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、たまねぎの収穫体験をして
みませんか。収穫したタマネギの試食もします。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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■申込多数の場合、抽選。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：未定
■定員：未定（申し込み多数の場合は抽選）

自然観察会 2019年5月26日（日）　時間未定 泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の様々な動植物を公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に公園を散策しながら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

■ホームページから所定のメールにて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・電
話にて受付。
■先着順。
■約1か月前ごろから受付開始予定
■料金：未定
■定員：未定（申し込み多数の場合は抽選）

　　　↑　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


