
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＆Civic Jazz
2020年10月25日（日曜日）
午前11時から午後３時まで
雨天中止

都市緑化植物園
シェフの提供するこだわりグルメと本格的なジャズビックバンドの迫力満点の演奏をお楽しみください。
出演：アクアジャズオーケストラ

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■料金：無料（ブースにより有料）
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

オレンジポマンダーづくり
2020年11月１日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

都市緑化植物園　第１ス
タジオ

幸運を呼ぶ香りのお守り、オレンジポマンダーを作りましょう。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■定員：15名
■要事前申込み：10月３日より受付開始
■材料費：500円
■持ち物：エプロン、タオル、マスク、持ち帰り用袋
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室
2020年11月６日(金曜日)
午前10時30分から午前11時30分まで

都市緑化植物園　第１ス
タジオ

温室のトロピカルな緑を眺めながら、ゆったりとフラで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：10名
■対象：お子様連れの方は生後12カ月まで
■要事前申込み：10月７日より受付開始
■参加費無料
■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
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

しょくぶつえんのフラワーピクニック
2020年11月８日（日曜日）
午前11時から午後３時まで
雨天時、一部プログラムのみ開催

都市緑化植物園
フラワーアレンジメントやワークショップなど、お花をテーマとしたイベントです。
音楽やスイーツも楽しみながら、秋の植物園で優雅なひと時をお過ごしください。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■料金：無料（ブースにより有料）
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー

2020年11月11日(水曜日)
午前10時30分から正午まで
2020年11月30日(月曜日)
午後２時から午後３時30分まで

都市緑化植物園
芝生広場他園内または第
１スタジオ

ゆったりと深～く呼吸する・・・・・それだけで心とからだは変わります。
自分で自分自身を癒し、整える「ヨーガ・セラピー」を一緒にはじめてみませんか？

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■定員：10名
■対象：16才以上の方
■要事前申込み：10月21日受付開始
■参加費：500円
■ヨガのできる服装でお越しください。
※別途入園料220円が必要

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

2020年11月19日(木曜日)
はいはいクラス：午前10時30分から午
前11時10分まで
よちよちクラス：午前11時30分から午前
12時10分まで

都市緑化植物園　第１ス
タジオ

カスタネットやハンドベルなどを使って季節の歌を歌ったり、合奏して、親子で楽しく遊びます。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■定員：各クラス９組
■対象：はいはいクラスは生後６～11カ月の親子、よち
よちクラスは１才～18カ月の親子
■要事前申込み：各回１か月前の同日（休園日の場合
は翌日）から受付開始
■参加費無料
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

しょくぶつえんのガーデンヨガ＆ピラティス
2020年11月21日(土曜日)
午前10時30分から正午まで
雨天及び芝生の状態により中止

都市緑化植物園　芝生広
場他園内

大きな樹々に囲まれた芝生広場で、ヨガ＆ピラティス体験。家族やカップル、お子様連れでもOK！
気軽に参加できます。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■前日夜～朝の雨天中止
■定員：当日先着30名
■対象：どなたでも、お子様連れもOK
■事前申込不要、当日10時～10時20分受付
■参加費無料
■ヨガのできる服装でお越しください。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

クリスマスリースづくり
2020年11月29日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

都市緑化植物園　第１ス
タジオ

色々な木の実や飾りを使ってリースを作ります。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■定員：15名
■要事前申込み：10月29日より受付開始
■材料費：1,000円
■持ち物：手袋、ハサミ、持ち帰り用袋
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

みのおこうえん昆虫クラブ－秋の昆虫観察2－
2020年10月18日（日曜日）
午前10時から正午まで

箕面公園内

みのおこうえん昆虫クラブは、テーマを絞った専門性のある観察会を通じて昆虫学の基礎を学ぶ講座で
す。
・昆虫学の基礎を学ぶ（昆虫の分類、形態）　　・昆虫の生態を学ぶ（調査・観察の方法）
10月は昆虫館から修行古場（しげのこば）までの道沿いで秋の昆虫を観察します。
※対象：小学生以上　　※雨天時中止

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：小学生以上
　　　　※小学生は保護者同伴要
■定員：10名
■要事前申込み：９月中旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり(保護者も）
■雨天中止
★新型コロナウイルスにともなう状況をみて募集および
開催有無検討

昆虫ＤＩＹ－チョウの標本作り－
2020年10月25日（日曜日）
午前11時から正午まで

昆虫館研修室

昆虫ＤＩＹとは子どもたちが「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｙｏｕｒｓｅｌｆ」＝「みずから興味をもち発見する」気づきを目
指す講座です。
10月はチョウの標本を作製してみましょう。後日仕上がり後に受取に来られることが参加の条件です。（室
内にて開催）。
※対象：未就学児～小学生

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児～小学生以上
　　　　※保護者同伴要
■定員：15名
■要事前申込み：９月下旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり(保護者も）
★新型コロナウイルスにともなう状況をみて募集および
開催有無検討

まちやまコンサート秋
2020年11月７日（土曜日）
午後３時から午後７時まで

昆虫館前広場
紅葉色づきはじめた箕面の森で、心なごむ音楽を（野外音楽ライブ）
出演：　５組予定

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■観覧無料
★★新型コロナウイルスにともなう状況により中止の場
合あり

昆虫ＤＩＹ－コオロギ相撲－
2020年11月22日（日曜日）
午前11時から正午まで

昆虫館研修室

昆虫ＤＩＹとは子どもたちが「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｙｏｕｒｓｅｌｆ」＝「みずから興味をもち発見する」気づきを目
指す講座です。
11月、コオロギ相撲って知ってる？　優勝者には賞状を進呈。（室内にて開催）。
※対象：未就学児～小学生

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児～小学生以上
　　　　※保護者同伴要
■定員：15名
■要事前申込み：10月下旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり(保護者も）
★新型コロナウイルスにともなう状況をみて募集および
開催有無検討

低山ハイク－なごり紅葉、晩秋の山あるき－
2020年11月29日（日曜日）
午前10時から午後３時まで

公園周辺山麓
なごりの紅葉、虫の少ない晩秋の低山ハイキングを楽しみましょう！
コース：未定
当日集合場所　：阪急箕面駅前　９時50分

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：大人（高校生以上）
■定員：10名
■要事前申込み：10月中旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり
■雨天中止
★新型コロナウイルスにともなう状況をみて募集および
開催有無検討

寝屋川公園
「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部・その3」
～グラデーションの葉っぱ、その不思議～

2020年11月16日（月曜日）
午前10時から正午まで

公園管理事務所から周辺
樹木

緑・黄色・朱色の葉っぱで色づいた樹木の紅葉と黄葉のしくみ等の説明を聞きながら、ゆっくり園内をお散
歩します。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費:無料
■定 員: 15人
■申 込：10月16日より管理事務所に直接来所か電話
にて午前９時から午後５時の間に先着順にて受付

実りの農作業体験　家族で楽しむサツマイモの収穫体
験会

2020年10月25日（日曜日）
午前10時から正午まで

実りの里
小学生以下のお子さまと一緒に家族で楽しむイベントです。実りの里で育てたサツマイモの収穫を体験し
ます。

■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）

大阪府営公園　秋のイベント一覧

服部緑地

箕面公園

山田池公園



古典菊展
２０２０年11月１日（日曜日）から11月30
日（月曜日）
午前９時30分から午後４時30分まで

花しょうぶ園
花しょうぶ園の一部を開園して、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、形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

■申込不要
■参加費：無料

実りの農作業体験　家族で楽しむ落花生の収穫体験会
２０２０年11月８日（日曜日）
午前10時から正午まで

実りの里
小学生以下のお子さまと一緒に家族で楽しむイベントです。実りの里で育てた落花生の収穫を体験しま
す。

■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）

まちかどプランツ

2020年10月10日（土曜日）、
10月24日（土曜日）、11月８日（日曜
日）、11月21日（土曜日）
午前10時から午前11時まで

10月10日（土曜日）
円型花壇
10月24日(土曜日）
レンコン畑前
11月８日（土曜日）、11月
21日（土曜日）　管理事務
所

公園やお家、まちをみどりでいっぱいにしましょう。緑化活動にぜひご参加ください。
10月10日:コスモスの摘み取りを行います。
10月24日:レンゲの種まきを行います。
11月８日：リースの材料になるクズ蔓を集めます。
11月21日：花鉢をつくって園路を飾ります。

■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

深北の日（ボランティアデー）
2020年10月11日（日曜日）、11月１日
（日曜日）
午前９時30分から午前10時30分まで

公園管理事務所
ドッグランの清掃や外環沿い、水辺広場などのゴミ拾いなどを行います。
10月11日：外環状線沿いのゴミ拾いをします。
11月１日：クズ蔓の除去をします。

■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

フィカタック　植物探索ミッションに挑戦
2020年10月18日（日曜日）、11月15日
（日曜日）
午前10時から午前11時まで

テニスコート前
10月：公園でどんぐりを探しましょう。
11月：テニスコート周辺の植物探索をします。いろんな色の葉っぱを見つけましょう

■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　先着15名

どんぐり祭り
2020年11月３日(火曜日・祝）
午前10時から午後４時まで(正午から午
後１時休憩）

管理事務所 どんぐりや木の実を使って世界に一つだけの作品を作ります
■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

Xmasリース作り
2020年11月29日(日曜日）
午前10時から午前11時まで

管理事務所 クズのつるを使ってクリスマスリースを作ります。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■申込：11月５日より管理事務所に直接来所か電話に
て午前10時から午後５時の間に先着順にて受付　先着
15名

ドッグスクール
2020年10月11日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

北地区　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

■申込期間：10月１日から申込開始
■料金：無料
■定員：先着10名様まで　要予約　（お一人様犬は一匹
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、いつもの散歩
の用意 (ビニール袋等)、おやつ(ご褒美用）
■参加資格： 生後６か月以上であること、予防注射（狂
犬病・ワクチン）接種済みであること
※雨天の場合は中止とさせていただきます

ハロウィンイベント～久宝寺緑地に魔女がやってくる！
～

2020年10月17日（土曜日）
午前10時30分から正午（凧作り）
午後１時30分から午後３時30分まで（凧
揚げ）

凧づくり：中地区ボラン
ティアルーム
凧揚げ：北地区　芝生広
場

～新型コロナウィルス終息を願う全国一斉凧揚げイベント～
「大空高くみんなの願いを！2020」に参加します。午前は和凧（願凧/ガンダコ）つくりワークショップ。午後
は魔女と一緒に凧揚げをしましょう。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

凧づくりワークショップ
■事前予約要　定員10名様
■料金：1,000円
■悪天候時中止の場合があります

ポールウォーキング講習会
2020年11月７日（土曜日）
毎月第２土曜日午後３時30分から午後４時
30分まで

中地区　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。すでにポールウォーキング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

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
2020年11月７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
2020年11月21日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

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）

みどり塾
■春まで楽しめる秋の寄植え
2020年11月15日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

中地区　ボランティアルーム 季節の草花を使ってちょっとおしゃれで長期間楽しめる寄せ植えを作りましょう。
■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
■定員：12名様（先着順・要事前予約）
■申込期間：開催日の１か月前から
■料金（材料費）1,500円

久宝寺こうえんマルシェ
2020年11月22日（日曜日）
午前10時から午後４時まで

北地区　風の広場付近

地元の農業を応援したい！久宝寺こうえんマルシェは毎月開催します。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

マルシェのコンセプトに賛同していただける出店者さまも
募集しています。

レッツ久宝探検隊
■丸太切り体験
2020年11月22日（日曜日）
午前10時から正午ごろまで

中地区　花の道
ノコギリを使い、丸太切りを体験します。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

■久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて受付
■料金：無料
■申込期間：開催日の１か月前から当日まで
■長袖長ズボン、帽子着用、動きやすい服装でお越しく
ださい。

どんぐり遊び

2020年10月18日（日曜日）
午前９時30分から正午ごろまで
※雨天中止：気象庁天気予報で大阪府
の開催前日17時予報が翌日午前６時
から正午の降水確率60％以上の場合

園内散策・森の工作室に
て工作

園内を散策してどんぐりや木の実・小枝などを工作に使用する材料を探し、見つけた材料で工作を行いま
す。

■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■料金：大人：200円・小人：100円
■持ち物：飲み物・雨具・持ち帰り用袋・マスク等感染予
防対策
■定員：15名（先着順）
■事前申込：10月１日午前10時から電話にて受付開始

秋の生駒自然観察会

2020年11月22日（日曜日）
午前９時30分から午後３時30分ごろまで
※雨天中止：気象庁天気予報で大阪府の
開催前日17時予報が翌日午前６時から正
午の降水確率60％以上の場合

園内全域を散策 園内を散策して秋の自然を体感しましょう
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■料金：大人：200円・小人：100円
■持ち物：飲み物・昼食・雨具・マスクなど感染予防対策
■定員：20名（先着順）
■事前申込：11月１日午前10時から電話にて受付開始

長野公園
自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」でキャンプ
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。（※新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、現在は１サイト12名様までのご利用に制限させていただいております。）
自然豊かな環境の中、季節の変化を感じながら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）

10月の花の見所　シオン 2020年９月下旬から10月下旬 河内の里（里の家） 河内の里で、シオンが見頃を迎えます。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

河内の里の河内綿をつむぐ
2020年10月11日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

河内の里 河内の里で綿つむぎ体験をします。
■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
■９月11日から申込受付開始
■定員：先着５名
■料金：200円
■対象：小学生以上（保護者同伴）

山田池公園

深北緑地

久宝寺緑地

錦織公園

枚岡公園



森の実習隊
2020年10月17日（土曜日）
午前10時から午後３時まで

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。
■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
■料金：無料
■対象：18歳以上

11月の花の見所　ツワブキ 2020年10月下旬から11月下旬 河内の里（里の家） 河内の里で、ツワブキが見頃を迎えます。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

河内の里の秋まつり（フォトラリー・グッズ販売）
2020年11月３日（火曜日・祝）
午前10時30分から正午まで
午後１時30分から午後３時30分まで

河内の里
パークセンター前

フォトラリーと公園グッズ販売を開催します。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■10月３日から申込受付開始
■定員：先着10名
■料金：無料
■対象：小学高学年(４年生）以上（保護者同伴）

河内の里の秋まつり（クイズラリー）
2020年11月３日（火曜日・祝）
午後１時30分から午後２時30分まで

河内の里 畑（河内の里）で畑のクイズラリーを開催します。（ワタのお土産付き）
■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
■10月３日から申込受付開始
■定員：先着10名
■料金：無料
■対象：小学高学年(４年生）以上（保護者同伴）

自転車安全教室
2020年11月３日（火曜日・祝）
午後１時30分から午後３時30分まで

パークセンター内 公園利用者に対して自転車安全運転の啓発活動。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■定員：なし
■料金：無料
■対象：どなたでも

季節の寄せ植えづくり
2020年11月15日（日曜日）
①午前10時30分から正午まで
②午後１時30分から午後３時まで

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
FAX：0721-24-0240

■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■10月15日から申込受付開始
■定員：先着各５名
■料金：1,000円
■対象：中学生以上

グローイングアップ・ワイルド
2020年11月29日（日曜日）
午前９時30分から午後４時30まで

公園管理事務所 教育指導者の養成。
■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
■10月29日から申込受付開始
■定員：先着５名
■料金：9,000円
■対象：18歳以上

12月の花の見どころ　サザンカ 2020年11月下旬から１月下旬 園内各所 園内各所で、サザンカが見ごろを迎えます。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

石川の希少種を守る！自然ボランティア
「石川自然クラブ」

2020年10月８日（木曜日）、11月12日
（木曜日）
午後１時から午後４時まで

石川河川公園
（駒ヶ谷地区、自然ゾー
ン）

あまり知られていませんが、石川の河川敷には多くの絶滅危惧種が生息しています。
日本で一番小さなカヤネズミや、可憐な花のミゾコウジュは準絶滅危惧種、オオタカ・オオヨシキリ・セッカ
など石川で見られる多くの野鳥も、大阪府レッドデータブックの指定種になっています。そんな生きものたち
の生息地を守るため、石川河川公園では、生きものの観察記録、河川敷の草地保全や外来種除去などさ
まざまな取り組みを行っています。
ぜひ、石川の希少種を守る仲間になってください。

■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■参加費：無料
■集合：公園事務所前（駒ヶ谷地区）

Family Nature Program　ため池の水抜き観察会
2020年10月10日（土曜日）
午前９時30分から午前11時まで

石川河川公園管理事務
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」メダカ、ドジョウ、モツゴ、ザリガニ等々

■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■料金：各回 子ども500円、大人200円
■定員：子ども15名（先着順）大人の定員は無し
■受付開始：実施月の２ヶ月前の１日より
■申込：公園管理事務所窓口又は電話にて受付

住之江公園 2020わんにゃんマルシェ＠住之江公園
2020年11月15日（日曜日）
午前10時から午後３時まで
小雨決行

球技広場
犬猫に特化したマルシェ（手作り市）を開催。普通ブ－ス40～50店、福祉ブ－ス５～６店、キッチンカ－５
店、特設ドッグランやゲ－ム、相談コ－ナ－など盛りだくさんです。どうぞ、うちの子とご来場ください。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■入場料：300円
■申込不要、但し入場制限有り

楽しい自然工作
2020年10月18日(日曜日）
午後１時から午後４時まで

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
■申込不要
当日の天候により中止する場合があります

葉っぱでアート
2020年10月24日(土曜日）
午前10時から午後３時まで

公園管理事務所前 色々な葉っぱを組み合わせたり、切り抜いたりして絵を描こう
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■申込不要
当日の天候により中止する場合があります

わんわんおさんぽ塾 in 住吉公園
2020年11月中旬　（詳細日程未定）
午後１時から午後３時まで
※雨天中止

運動場
快適なおさんぽ術を学んだあと、みんなで公園のごみひろい。
最後にゲーム大会で遊びましょう。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料（参加賞あり）
■定員：30頭（先着予約順）
お約束事：愛犬のうんち袋、おしっこを流す水は飼い主
様がご用意ください

すみすみマルシェ

2020年11月28日（土曜日）
午前10時から午後４時まで
※毎月第４土曜日開催（12月のみ第３
土曜日）

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

■料金：入場無料
■申込不要

樹木板クイズラリー

2020年11月28日（土曜日）
午前10時から午後３時まで
※毎月第４土曜日開催（12月のみ第３
土曜日）

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。参加賞としてささやかなプレゼントも用意し
ています。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■申込：公園管理事務所窓口にて受付

ふれあいの庭ライトアップ＆コンサート

〇ライトアップ
2020年10月23日（金曜日）から10月25
日（日曜日）
午後５時から午後７時30分まで
〇コンサート
2020年10月25日（日曜日）
午後４時30分から午後５時30分まで

大泉緑地　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

■参加費：無料
■申込：事前申込み不要

森ヨガ
2020年10月17日（土曜日）
午後４時から午後５時まで

大泉緑地　中央花壇 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

■料金：500円
■定員：20名（高校生以上）
■持ち物：運動しやすい服装、飲み物、着替え、あれば
ヨガマット（貸出有り）。
■申込：９月17日午前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。

錦織公園

石川河川公園

住吉公園

大泉緑地



ネイチャークラフト講習会
2020年11月８日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

花と緑の相談所　講習会
室

自然素材を使った工作
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：無料
■定員：20名（小学３年生以下は保護者同伴、マスク着
用、発熱症状のある方はご遠慮ください）
■持ち物：持ち帰り袋
■申込：10月８日午前10時より花と緑の相談所窓口若
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。

ひつじの毛で干支のウシづくり
2020年11月15日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

花と緑の相談所　講習会
室

大泉緑地ひつじ広場の三頭の羊たちの毛を使って、可愛いウシを作りましょう
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：500円
■定員：20名
■持ち物：お風呂用など大きめのスポンジ、ハサミ、持
ち帰り袋
■申込：10月15日午前10時より花と緑の相談所窓口若
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。

おしゃれなインテリアハーバリウム（植物標本）
2020年11月22日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

花と緑の相談所　講習会
室

プリザーブドフラワーなどを使った素敵な植物インテリア作り。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：1,300円
■定員：18名
■持ち物：25cm以上のピンセット、15cm×24cm程度の
持ち帰り袋、ポケットティッシュ
■申込：10月22日午前10時より花と緑の相談所窓口若
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。

クリスマスリース
2020年11月29日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

花と緑の相談所　講習会
室

大泉緑地の自然素材を使ってリースを作りましょう
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：700円
■定員：20名
■持ち物：剪定ハサミ、ペンチ、持ち帰り袋
■申込：10月29日午前10時より花と緑の相談所窓口若
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。

蜻蛉池公園
ローズフェア　２０２０　秋

2020年11月７日（土曜日）、11月８日
（日曜日）
午前10時から午後４時まで

バラ園・音楽広場

蜻蛉池公園において、毎年恒例の秋のローズフェアイベントを開催します。
バラ園を中心に約200品種、2,300株のバラが咲き誇る中、マルシェの出店や水辺のステージでのコンサー
トなどが行われます。
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

■入場料：無料（一部ブースは有料）
■申込不要

サンマ祭
2020年11月15日（日曜日）
午前10時から午後４時まで

トンボハウス前
サンマ1000匹を来園者にふるまう
トンボﾏﾙｼｪ・こども縁日コーナー等

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■入場料：無料（一部ブースは有料）
■整理券配布

二色の浜公園 マリンスポーツ体験
2020年５月９日から10月31日までの土
日祝日
午前10時から午後４時まで

沢地区及び海浜緑地

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。
沢地区ではカヌー・SUP・BIGSUPが、海浜緑地では水上オートバイ体験と多彩！(※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)
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致します。

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！

※１　カヌー・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。

■沢地区
二色の浜公園管理事務所
電話番号：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
電話番号：072-437-0202
受付時間：午前９時から午後５時ま
で

■料金：公園ホームページにて詳細記載
■申込：各地区の事務所まで電話にて予約

りんくう公園 マーブルドリル
2020年11月27日（金曜日）、28日（土曜
日）、30日（月曜日）
午前10時30分から正午まで

総合休憩所３階 今年17回目。毎年恒例のクリスマス飾り講習会です
■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
■申込開始日は未定
■要事前予約（３日間で30名）

公園でエンジョイヨガ！
2020年10月18日（日曜日）
午前10時30分から正午まで

しおさい楽習館横の広場 公園の芝生の上で、初心者向けヨガで心と身体をリフレッシュ
■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■参加費：無料（駐車料金別途640円）
■定員：先着20名（小学生以上）
■申込：10月５日午前10時から電話・窓口にて受付開
始

さくらフェス（オンライン開催）
2020年11月22日（日曜日）
午前10時から午後３時まで

せんなん里海公園より生
配信他

せんなん里海公園の魅力、公園で活動されている各団体の日頃の内容や磯浜海中映像及び地域の事業
活動などをオンラインで配信

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■参加費：無料（オンライン視聴）

秋の自然観察会
2020年10月17日（土曜日）
午前を予定

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、楽しく自然を観察してみませんか。ぜひ、ご
参加ください。

■泉佐野丘陵緑地　パークセン
ター
電話番号：072-467-2491

■ホームページから所定のメール又は泉佐野丘陵緑地
パークセンターで窓口・電話にて受付
■料金：未定
■定員：未定

リラクゼーションヨガ
2020年11月３日（火曜日・祝）
午前10時から午前11時まで

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地では、府民のみなさまのやってみたい「コト」プログラムの企画を広く募集しています。
自然に囲まれた素晴らしい空間の中で一緒にヨガを楽しみませんか？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

■ホームページから所定のメール又は泉佐野丘陵緑地パー
クセンターで窓口・電話にて受付
■料金：無料
■定員：６名（中学生以上の女性）

サトイモの収穫体験
2020年11月７日（土曜日）
午前10時から正午まで

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、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

■ホームページから所定のメール又は泉佐野丘陵緑地パー
クセンターで窓口・電話にて受付
■料金：100円
■定員：30名（幼児以上）

柿すだれをつくろう
2020年11月７日（土曜日）
■午前の部：10時から
■午後の部：12時30分から

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、昔懐かしい吊るし柿を作りませんか。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又は泉佐野丘陵緑地パー
クセンターで窓口・電話にて受付
■料金：200円
■定員：午前・午後各10名（小学生以上）

吊るし柿体験
2020年11月７日（土曜日）
午前を予定

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、昔懐かしい吊るし柿を作りませんか。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又は泉佐野丘陵緑地パー
クセンターで窓口・電話にて受付
■料金：未定
■定員：未定

蜻蛉池公園

せんなん里海公園

泉佐野丘陵緑地

大泉緑地


