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公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

服部緑地ウォーターランド　フィッシングパーク
2020年11月１日（日曜日）から2021年４月末頃まで
休業日：木曜日、年末年始
時間：午前８時から午後４時（ご入場は午後２時まで）

ウォーターランド

今年も服部緑地ウォーターランド　フィッシングパークが11月１日より営業開始！
釣り道具のレンタルもあるので、手ぶらで気軽にお楽しみいただけます。アマゴ、イワ
ナ、レインボートラウトなど、釣った魚はお持ち帰りOK！家族みんなで、お手軽フィッシ
ングを楽しもう♪

■株式会社ゴーセン
電話番号：06-7175-7673
https://hattori.fishingpark.jp/

■料金：２時間券（一般：1,800円・子供1,300円）
※１日券、午後券も販売しております。
主催：株式会社ゴーセン
共催：服部緑地指定管理グループ

Myサンタ＆松ぼっくりのミニツリーづくり
2020年12月６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 枝や木の実を使って、ミニサンタとクリスマスのミニツリーをつくります。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：500円
■定員：12名
■持ち物：持ち帰り用袋
■要事前申込み：電話または来所で受付。2020
年11月12日（木曜日）から受付開始
※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12月９日(水曜日)
2021年１月13日(水曜日)
2021年２月10日(水曜日)
午前10時30分から正午まで

都市緑化植物園
第１スタジオまたは芝生広場他園内

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

■参加費：500円
■定員：10名
■対象：16才以上の方
■ヨガのできる服装でお越しください。
■要事前申込み：電話または来所で受付。
12月分は2020年11月15日（日曜日）
１月分は2020年12月20日（日曜日）、
２月分は2021年１月16日（土曜日）から受付開始
※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12月17日（木曜日）
2021年１月21日(木曜日)
2021年２月18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

■参加費無料
■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：電話または来所で受付。各回
１か月前の同日（休園日の場合は翌日）から受付
開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

ミニ門松づくり
2020年12月19日(土曜日)
午前10時30分から正午まで
午後１時30分から午後３時00分まで

都市緑化植物園　第１スタジオ 松、竹、梅やナンテンなどをあしらい、お正月用のミニ門松をつくります。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：800円
■定員：各回10組
■持ち物：手袋、持ち帰り用袋
■要事前申込み：電話または来所で受付。2020
年12月３日（木曜日）から受付開始
※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12月21日(月曜日)
2021年１月25日(月曜日)
2021年２月22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
第１スタジオまたは芝生広場他園内

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

■参加費：500円
■定員：10名
■対象：16才以上の方
■ヨガのできる服装でお越しください。
■要事前申込み：電話または来所で受付。
12月分は2020年11月15日（日曜日）
１月分は2020年12月20日（日曜日）、
２月分は2021年１月16日（土曜日）から受付開始
※別途入園料220円が必要

服部緑地ミズノ少年サッカー大会(1・2年生） 2021年１月９日（土曜日） 陸上競技場
天然芝のフィールドで子供達にのびのびとサッカーを楽しんでもらいます。
１・２年生 各12チーム募集

■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■参加費：6600円
■募集：各12チーム

きみだけの虫に大変身！？
～なかまと一緒に冒険しよう～

2021年１月17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
芝生広場他園内または第１スタジオ

近畿大学文芸学部文化デザイン学科の皆さんがプロデュースするキッズ向けイベント。
エリック・カールの絵本「だんまりこおろぎ」の読み聞かせの他、植物園の美しい自然の
中で、子どもたちがオリジナルの虫になりきり、大学生と共に仲間探しの旅に出ます。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：無料
■定員：15組
■対象：３才～小学３年生までのお子様
■要事前申込み：電話または来所で受付。
受付開始：12月16日(水曜日)
※別途入園料220円が必要

大阪府営公園　冬のイベント　2020

服部緑地

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


服部緑地ミズノ少年サッカー大会（3・4年生） 2021年１月23日（土曜日）・24日（日曜日） 陸上競技場
天然芝のフィールドで子供達にのびのびとサッカーを楽しんでもらいます。
３・４年生 各12チーム募集（予定）

■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■参加費：未定
■募集：各12チーム

子育てママのためのフラワーセラピー
2021年１月27日（水曜日）
午前10時30分から正午まで

都市緑化植物園第１スタジオ 自分で選んだお花を自由にアレンジして、ゆとりあるひと時をに過ごしましょう。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：1,000円
■定員：18名
■要事前申込み：電話または来所で受付。2020
年12月24日（木曜日）から受付開始
※別途入園料220円が必要

早春の寄せ植えづくり
2021年２月７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 パンジーやローダンセマムなどを使って、春色のかわいい寄せ植えを作りましょう。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：1,000円
■定員：16名
■持ち物：エプロン、手袋、持ち帰り用袋
■要事前申込み：電話または来所で受付。2021
年１月10日（日曜日）から受付開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

リラックスフラ
2021年２月12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

■参加費無料
■定員：10名
■対象：お子様連れの方は生後12カ月まで
■持ち物：ルームシューズまたは厚手の靴下、飲
み物など
※動きやすい服装でお越しください。
■要事前申込み：電話または来所で受付。各回
１か月前の同日（休園日の場合は翌日）から受付
開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

子どものためのバレンタイン花育教室
2021年２月14日（日曜日）
午前10時30分から正午まで

都市緑化植物園第１スタジオ
器の飾りつけから、お花のアレンジまで、自分で作ったフラワーアレンジメントを大好き
な人にプレゼントしましょう！

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：800円
■定員：18名
■要事前申込み：電話または来所で受付。2021
年１月14日（木曜日）から受付開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地ミズノ少年サッカー大会（5年生） 2021年２月28日（日曜日） 陸上競技場
天然芝のフィールドで子供達にのびのびとサッカーを楽しんでもらいます。
５年生 12チーム募集（予定）

■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■参加費：未定
■募集：12チーム

箕面公園昆虫館企画展「日本の蝶展」

2020年10月28日（水曜日）～2021年３月29日（月曜
日）
午前10時から午後５時まで（入館受付は午後４時30
分まで）
休館日：火曜、年末年始（12月29日～１月３日）
※11月は全日開館
※メンテナンスのため休館：2021年１月25日（月曜日）
～１月29日（金曜日）／２月１日（月曜日）～２月５日
（金曜日）

箕面公園昆虫館内企画展示コーナ
近年取り巻く環境が大きく変化しつつある「日本のチョウ」をテーマとした企画展
（標本展示）

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■入館料：高校生以上280円／中学生以下無料
　＊障害者手帳の提示で本人および介助者１名
無料
　※お子様には必ず保護者同伴で入館願います

自然工作ワークショップ　森の材料でクリスマス
飾りをつくろう

2020年12月19日（土曜日）
－事前申込み制－　①11：00～12：15　②12：30～13：
45　③14：00～15：15

梅屋敷休憩所

かんばつ材、木の実、松ぼっくり、蔦（つた）や葉っぱをつかって
オーナメントやリースをつくってみませんか。　自分だけのオリジナル飾りでクリスマスを
楽しもう！
－事前申込み制－　①11：00～12：15　②12：30～13：45　③14：00～15：15

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■内容：自然の材料をつかったクリスマス飾り
（リースやオーナメント）の工作教室
■参加費：200円／ひとり１種類
■事前申込み制　（11月下旬より受付開始）
■定員：各回８名
★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

みのおこうえん自然観察会12月－落葉の下のい
きもの観察－

2020年12月20日（日曜日）
午前10時から正午まで

箕面公園内
ひたすら落葉をめくって、これから冬を越す虫たちをさがしてみるよ。
どんな虫がいるかな？

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児～小学生とその保護者
■定員：20名
■要事前申込み：12月中旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり　（保護者も）
■歩きやすい服装と靴で参加要
■雨天中止
★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

楽しむ、冬の低山ハイク－歩きおさめ、箕面の山
－

2020年12月27日（日曜日）
午前10時から午後３時まで

公園周辺山麓
今年の歩きおさめに箕面の山をめぐります
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：11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

みのおこうえん自然観察会１月
「冬の野鳥と冬の果実をさがそう」

2021年１月17日（日曜日）
午前10時から正午まで

箕面公園内
冬の森。ひっそりとしたたかに生きぬく鳥たちと、鳥たちに人気の果実をさがしてみよ
う！

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：どなたでも
■定員：20名
■要事前申込み：12月中旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり　（保護者も）
■歩きやすい服装と靴で参加要
■雨天中止
★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

服部緑地

箕面公園

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


楽しむ、冬の低山ハイク－新春、眺めを楽しむ山
歩き－

2021年１月31日（日曜日）
午前10時から午後３時まで

箕面公園および周辺山麓
冬の山、凛として澄んだ空気の中を歩きます
コース未定（９/22現在）
当日集合場所　：阪急箕面駅前　午前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：12月中旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり
■雨天中止（※降雪時決行）
★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

みのおこうえん自然観察会２月
「冬越しする生きもの観察」

2021年２月14日（日曜日）
午前10時から正午まで

箕面公園内
冬には活発に活動していないけれど、寒さを耐えて春をまっている虫もいます。
秋に巻いた「こも巻き」のなかではどんな虫たちがひそんでうるのか観察してみましょう

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：どなたでも
■定員：20名
■要事前申込み：１月中旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり　（保護者も）
■歩きやすい服装と靴で参加要
■雨天中止
★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

楽しむ、冬の低山ハイク－春のきざしをさがして
山歩き－

2021年２月28日（日曜日）
午前10時から午後３時まで

箕面公園および周辺山麓
春のきざしを探しながら箕面の山をめぐります
コース未定
当日集合場所：阪急箕面駅前　午前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：１月下旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり
■雨天中止（※降雪時決行）
★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

キラキラ★イルミネーション
2020年12月１日(火曜日)から2021年１月14日(木曜日)
まで
点灯時間：午後５時から午後９時まで

寝屋川公園　時計塔
時計塔をイルミネーションでかざります。
冬の園内から見上げる夜空にキラキラと幻想的に輝く景色をお楽しみください。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

参加費：無料

「木の実がいっぱい！」～木の実をひろって工作
をしよう～

2020年12月５日（土曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所
会議室

いろんな色や形をしたたくさんの木の実を採取して工作をします。
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

■参加費：無料
■定員：10名
■申込：2020年11月５日（木曜日）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
の間に先着順で受付

2020年度　大阪産業大学
第３回テラリウム作りワークショップ

2020年12月12日（土曜日）
午前11時から正午まで

寝屋川公園管理事務所
会議室

大阪産業大学の学生と一緒にテラリウムに関するミニレクチャーを受けてテラリウムを
作ります。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■定員：10名
■申込：2020年11月12日（木曜日）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
の間に先着順で受付

『手作り凧揚げ』～凧をつくろう、揚げよう～
2020年12月26日（土曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所
会議室（凧製作）・南地区広場（凧揚
げ）

親子で自分だけのオリジナル凧をつくります。
出来た凧は、芝生広場で大空高く揚げましょう！
お友達もお誘いあわせのうえ、ご参加ください。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■定員：親子で10名
■申込：2020年11月26日（木曜日）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
の間に先着順で受付

「野鳥観察」
～よく見ると野鳥もいっぱい～

2021年１月16日（土曜日）
午前10時から正午まで

管理事務所会議室から園内
野鳥がやってくるシーズン到来！！
お散歩しながらバードウォッチングを楽しみましょう。

■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：2020年12月16日（水曜日）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

「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部・その４」
～春を待つ公園の樹木たち～

2021年２月８日（月曜日）午前10時から正午 管理事務所会議室から園内
春を待つ虫たちや樹木の様子を見つけながら、早春の寝屋川公園で一緒にお散歩しま
せんか？

■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：2021年１月８日（金曜日）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

クリスマスリース作り
2020年12月５日（土曜日）
午前10時から正午まで

パークセンター
松ぼっくりやフウの実などの自然素材を使ったクリスマスリース作りの講習会を開催し
ます。自分らしいリースを素敵に作ってお家に飾りませんか。

■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人
■参加費：800円

早春の俳句大募集 2021年２月８日（月曜日）から２月22日（月曜日）まで 花木園（梅林）
梅にまつわる俳句を募集し、応募作品は梅林内特設掲示板に展示します。全応募作品
の中から優秀作品を選び表彰します。

■山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■申込方法：花木園（梅林）の特設応募箱に入れ
てください。
■おひとり１句
■料金：無料

箕面公園

寝屋川公園

山田池公園

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


ミニ門松つくり
2020年12月20日(日曜日）
午前10時から午前11時まで

管理事務所 ミニ門松を作って、新しい年を迎えましょう
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■申込：2020年12月１日(火曜日）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

深北の日（ボランティアデー）

2020年12月６日（日曜日）
2021年１月10日(日曜日)
2021年２月７日（日曜日）
午前９時30分から午前10時30分

公園管理事務所

ドッグランの清掃や外環沿い、水辺広場のゴミ拾いなどを行います。
12月６日は落ち葉かきと焼芋をします。
１月10日は外環状線沿いのゴミ拾いをします。
２月７日はパンパスグラスの剪定を行います。

■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
以下12月６日（日曜日）のみ
■参加費：100円
■申込：2020年11月６日(金曜日）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50名

フィカタック　植物探索ミッションに挑戦

2020年12月13日(日曜日）
2021年１月17日（日曜日）
2021年２月21日（日曜日）
午前10時から午前11時

テニスコート前

12月13日(日曜日)：木の実を探しましょう。
１月17日(日曜日)：木に触れて、樹肌の感触の違いを確かめましょう
２月21日(日曜日)：冬芽を探しましょう

■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

豆まき
2021年２月３日(水曜日）
開催時間未定

管理事務所 節分に豆まきをしましょう
■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

きらきらナイト
2020年12月５日（土曜日）
午後３時から午後７時まで

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？温かい食べ物とジャズコンサートで一足早いクリスマスを楽しんでくださ
い。
午後３時から　　屋台での販売開始、ボランティア表彰式
午後５時30分から　イルミネーション点灯カウントダウン
午後５時30分から　ジャズコンサート

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：入場無料（物品販売は有料）
■事前申込不要

久宝寺こうえんマルシェ

2020年12月５日（土曜日）
午後３時から午後７時まで

2021年１月24日（日曜日）、２月28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

■料金：入場無料（物品販売は有料）
■事前申込不要

ポールウォーキング講習会

2020年12月13日（土曜日）
2021年１月９日（土曜日）
2021年2月13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

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

レッツ久宝探検隊
■クリスマスリースをつくろう
■春の野草をみつけよう
■冬芽の不思議

2020年12月20日（日曜日）　クリスマスリースをつくろ
う
2021年１月24日（日曜日）　春の野草を見つけよう
2021年２月28日（日曜日）　冬芽の不思議
いずれも午前10時から正午頃まで

中地区　花の道
公園内の自然に親しみ、樹木、野草、昆虫について、またそれらの季節の移り変わりに
よる変化を学びます。自然の観察や採集したものを使った工作など様々なアクティビ
ティープログラムを月替わりで実施します。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：無料
■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
■久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて受付
■申込期間：開催日の１か月前から当日まで。

みどり塾
■みどり塾
■お花いっぱいビオラのハンギング
■押し花アート

2020年12月20日（日曜日）　ミニ門松づくり
2021年１月17日（日曜日）　ビオラのハンギング
2021年２月21日（日曜日）　押し花アート
いずれも午前10時から午前11時30分まで

中地区　ボランティアルーム

植物の専門家の先生に、植物を使ったクラフトや寄せ植えのテクニックを教わります。
植物の特徴や育て方、施肥や水やりの勘所まで、作品を長く楽しむためのコツも教わり
ます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金（材料費）
ミニ門松づくり　1,500円
ビオラのハンギング　1,500円
押し花アート　1,000円
■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
■久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて受付

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１2月12日（土曜日）
2021年１月９日（土曜日）
2021年2月13日（土曜日）
■うんどう習慣日
2020年１2月26日（土曜日）
2021年１月23日（土曜日）
2021年2月27日（土曜日）

いずれも午前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

深北緑地

久宝寺緑地

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


正月飾りつくり
2020年12月13日（日曜日）
午前９時30分から正午ごろまで

枚岡公園内　「森の工作室」にて 稲わらを使ったおしゃれな手作り正月飾りで新年を迎えましょう。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■料金：800円（材料・保険代込）
■持ち物：軍手・ハサミ・汚れてもよい服装・エプ
ロン・作品を持ち帰る袋・マスクなど感染予防対
策
■定員：10名（先着順）
■事前申込：2020年12月１日（火曜日）午前10時
から電話にて受付開始

冬の野鳥観察会
2021年２月28日（日曜日）
午前９時30分から正午頃まで

枚岡公園内 園内で冬の野鳥を身近に観察しよう
■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・雨具・防寒対策グッズ・マスク
等感染予防対策・あれば双眼鏡・野鳥図鑑
■定員：15名（先着順）
■事前申込：2021年２月１日（月曜日）午前10時
から電話にて受付開始

長野公園 延命寺周辺で初冬のバードウォッチング
2020年12月６日(日曜日)
午前９時から午後３時まで

奥河内もみじ公園（延命寺地区）
河内長野野鳥の会による野鳥の解説を聞きながら、延命寺地区周辺で初冬のバード
ウォッチングを開催します。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■参加費：無料
■集合：三日市町駅改札前
■対象：小学生以上（小学生は保護者同伴で）

季節の寄せ植えづくり
2020年12月６日（日曜日）
午前10時30分から正午まで
午後１時30分から午後３時00分まで

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
■2020年11月６日（金曜日）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

季節のクラフト
2020年12月13日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

公園管理事務所
公園で採れた松ぼっくりを使いビーズ等で飾りつけをしてオリジナルのミニツリーを作り
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
■2020年11月13日（金曜日）から申込受付開始
■定員：先着５名
■料金：100円
■対象：小学生４年以上（保護者同伴）

小さな門松づくり
2020年12月20日（日曜日）
午前10時30分から正午まで
午後１時30分から午後３時00分まで

公園管理事務所
毎年ご好評いただいている玄関用の小さな門松を錦織公園で採取した竹を使い作って
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、窓口及び電話にて受付
■2020年11月20日（金曜日）から申込受付開始
■定員：先着各５名
■料金：700円
■対象：中学生以上

12月の花の見どころ　サザンカ 2020年11月下旬から2021年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

森の実習隊
2021年１月９日（土曜日）、２月13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

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

冬の野鳥観察会
2021年１月９日（土曜日）
午前10時から正午まで

パークセンター 錦織公園の冬の野鳥をお楽しみください。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：無料
■定員：先着各10名
■対象：18歳以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■2020年12月９日（水曜日）から申込受付開始

グローイングアップ・ワイルドの指導者養成
2021年１月24日（日曜日）
午前９時30分から午後４時45分まで

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

■料金：9,000円
■定員：先着５名
■対象：18歳以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■2020年11月30日（月曜日）から申込受付開始

シイタケの菌打ち
2021年２月13日（土曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

公園管理事務所 ホダ木へのシイタケ菌打ち体験。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：500円
■定員：先着５名
■対象：小学高学年(４年生）以上（保護者同伴）
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■2021年１月13日（水曜日）から申込受付開始

プロジェクト・ワイルド
2021年２月28日（日曜日）
午前９時30分から午後４時45分まで

公園管理事務所 幼児教育指導者の養成。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：9,500円
■定員：先着５名
■対象：18歳以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■2020年12月28日（月曜日）から申込受付開始

枚岡公園

錦織公園

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


２月の花の見所　梅 2021年２月中旬から３月初旬まで 梅の里 梅の里で、梅が見頃を迎えます。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

クリスマスリースづくり
2020年12月12日（土曜日）
午後１時から午後４時まで

駒ヶ谷地区 公園のツルや木の実をつかって自然素材のリースを作ってみましょう
■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■石川河川公園管理事務所で窓口・電話にて受
付
■申込開始 11月上旬予定
■先着20名(定員に達し次第締め切ります)
■対象：どなたでもご参加いただけます。(幼児～
小学生は大人がご同伴ください。)
■料金：100円（車でお越しの場合、別途に駐車
場料金640円が必要です。）
■服装：暖かい服装、歩きやすい靴(屋外で、樹
木や木の実の自然観察も行います。)
■持ち物：エプロン、軍手、持ち帰り用袋、あれば
剪定ばさみ、ラジオペンチ

石川正月遊び体験
2021年１月４日(月曜日)から１月15日(金曜日)
午前９時30分から午後３時30分まで
（午後４時貸出終了。窓口までご返却ください。）

公園管理事務所
管理事務所窓口にて凧揚げ無料貸し出しを行います。ぜひ家族で遊びに来てください。
(数に限りがあります。詳しくは事務所受付まで)

■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■2021年１月４日（月曜日）より管理事務所にて
順次受付
■対象：どなたでもご参加いただけます。
■料金：無料（車でお越しの場合、土日祝日は別
途に駐車場料金640円が必要です。）

ペットしつけ教室体験会

2020年１月９日（土曜日）（雨天延期、予備日は16日
（土曜日））
①午前９時30分から午前10時30分まで
②午前11時から正午まで
③午後１時から午後２時まで
④午後２時30分から午後３時30分まで

公園管理事務所、駒ヶ谷園内
ワンちゃんのしつけ教室の体験会を行います。ワンちゃんと飼い主さんが、トレーナーさ
ん指導の下で基本の動作やコミュニケーションの取り方、しつけのポイントなどを体験
できるプログラムです。

■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■料　金：300円/組
■定　員：各回３組まで（１頭につき飼い主１人で
１組）
■対　象：犬種は問いません。ワクチン接種済み
の犬。仔犬は６カ月以上から
■12月10日より受付開始予定

石川の希少種を守る！自然ボランティア
「石川自然クラブ」

2021年１月14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）

Lantern Night 2020～空飛ぶクリスマスツリー～ 2020年12月19日（土曜日）、20日（日曜日） 球技広場
LEDスカイランタンのリリ-ス。キッチンカ－、ハンドメイドマ－ケット、出張占い師、ジャズ
バンド生演奏、クリスマスレタ―、プロジェクションマッピング。会場全体が家族のように
一体感があり、暖かい気持ちになれるイベント。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：大人4,500円　　子供2,500円
■チケット前売り　　定員3,000名×2日

2020イルミネ－ション
2020年12月19日（土曜日）から2021年１月10日（日曜
日）午後５時から午後10時まで

花と緑のスクエア
毎年恒例の職員手作りイルミネーションが今年も「花と緑のスクエア.」に出現します。今
年はどんな表情を見せてくれるのか楽しみですね。初日の19日には点灯セレモ二－と
地元ミュ－ジシャンによるミニコンサ－トが開かれます。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料
■申込不要

親子しめ縄づくり
2020年12月13日（日曜日）
午後１時30分から午後３時30分まで

体育館・多目的室（大） 縄から作る創作しめ縄、親子で作ったしめ縄で新年を迎えましょう
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：100円
■申込：公園管理事務所窓口にて受付
　　　　　　12月１日より先着順受付

すみすみマルシェ

2020年12月26日（土曜日）
2021年１月23日（土曜日）
2021年２月27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

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12月26日（土曜日）
2021年１月23日（土曜日）
2021年２月27日（土曜日）
午前10時から午後４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。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

バードウオッチング入門
2021年２月14日（日曜日）
午前９時30分から午前11時まで

園内全域 いろんな野鳥が冬をすごしていますよ。いっしょに探してみましょう。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■対象：小学生以上（小学生は保護者同伴をお
願い）、定員20名
■持ち物：双眼鏡、筆記用具、防寒具（双眼鏡は
２台まで貸出可）
■その他：天候により中止する場合があります

クラフトパーク
2020年12月13日（日曜日）
午前10時から午後２時まで

管理事務所 自然素材を使った工作や自然遊びの体験会。
■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■料金：無料
■申込不要

クリスマス飾り（イルミネーション） 2020年11月下旬～2020年12月下旬 交通遊園 子ども汽車及び駅のクリスマス飾り及びラピートのイルミネーション。
■浜寺公園交通遊園
電話番号：072-261-8696

■料金：無料
■申込不要

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


クリスマスフリーパスデイ
2020年12月20日（日曜日）
午前10時から午後５時まで

交通遊園 子ども汽車の利用料金を無料とします。
■浜寺公園交通遊園
電話番号：072-261-8696

■料金：無料
■申込不要

展示機関車（D51）乗車体験会
2020年12月20日（日曜日）
午前10時から午後５時まで

交通遊園 普段は中に入れない展示機関車（D51）の運転席に乗車できる体験会。
■浜寺公園交通遊園
電話番号：072-261-8696

■料金：無料
■申込不要

新年お年玉プレゼント
2021年1月4日（月曜日）
午後１時より先着順

交通遊園 抽選で景品があたるプレゼント企画。
■浜寺公園交通遊園
電話番号：072-261-8696

■料金：無料
■申込不要

親子で作る創作しめ縄講習会
2020年12月６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 干支の丑をあしらったオリジナルのしめ縄をつくります
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：100円
■定員：15家族（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：特になし
■申込：11月６日(金曜日)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。

壁飾りのお正月アレンジ
2020年12月13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 ドライフラワーや水引を使って壁に掛けられる素敵なお正月飾りを作ります
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：1,000円
■定員：18名
■持ち物：ハサミ、持ち帰り袋
■申込：11月13日(金曜日)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。

創作しめ縄講習会
2020年12月19日（土曜日）
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 干支の丑をあしらったオリジナルのしめ縄をつくります
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：100円
■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：特に必要なし（作品を持って帰るビ
ニール袋）
■申込：11月19日(木曜日)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。

ミニ門松作ろう！
2020年12月20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 ミニ門松を作って、楽しい新年を迎えましょう。
■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、持ち帰り袋
■申込：11月20日(金曜日)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。

野鳥観察会
2021年１月17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 大泉緑地にやって来る野鳥の解説と園内で冬鳥の観察を行います。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：無料
■定員：30名
■持ち物：あれば双眼鏡、筆記用具
■申込：12月17日(木曜日)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。

野鳥のブローチ作り
2021年１月24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 木彫りの野鳥ブローチを作ります。可愛い鳥をブローチに仕上げます。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：600円
■定員：20名
■持ち物：切り出しナイフ、彫刻刀、アクリル絵の
具、筆（小筆・面相筆）
■申込：12月24日(木曜日)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。

浜寺公園

大泉緑地

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


ボトルフラワーアレンジメント
2021年２月７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
ボトルの中にプリザーブドフラワーやドライフラワーを使って素適な植物インテリアを作
ります。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：1,000円
■定員：18名
■持ち物：クラフトバサミ、カッター、持ち帰りの袋
■申込：１月７日(木曜日)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。

りんくう公園 ミニ門松講習会
2020年12月20日（日曜日）
午前の部：午前10時30分から
午後の部：午後１時30分から

総合休憩所３階 毎年恒例の講習会で、男性の方も多数ご参加いただいています。
■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：12月１日（火曜日）午前10時より
■要事前予約（午前・午後合わせて40名）
１人１申込みとなります。※代表者の方による、
複数人分の一括予約申込はお受けできません。
■費用：800円（当日お支払いください）

せんなん里海公園 ホッとな手作り教室
2020年12月５日（土曜日）
午前10時から正午まで

潮騒ビバレー多目的ルーム
公園にある松ぼっくりなどの自然素材を使って自由に自分だけのオリジナルクリスマス
飾りを作っていただきます。

■せんなん里海公園管理事
務所
電話番号：072-494-2626

■参加費：200円（駐車料金無料）
■定員：先着15名（４歳以上）
■申込：11月13日（金曜日）午前10時から電話・
窓口にて受付開始申込は終了しました

二色の浜公園 二色の浜ガーデンXmasParty
2020年12月19日(土曜日)
午後４時から午後７時30分まで

レストハウス２階

台風被害にて発生した倒木を利用し作成したスウェーデントーチを点火。ウォーミング
な炎とスモア作りでいつもと違うクリスマスを楽しんで頂く。
また帆船マストモニュメントに　新型コロナウイルス医療従事者に感謝を込めて『青の
エール』イルミネーションを実施。
貝塚市吹奏楽団と二胡による生演奏を聴きながら、お食事をお楽しみ下さい。

■二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

■参加費：1組2,000円
■定員：８組32人
■対象：特に制限無し
■持ち物：屋外イベントの為、防寒着が必要。
　　　　　　飲食物の持込禁止。
■申込方法：電話予約　先着順
　　　　　　申込開始：11月22日(日曜日)お昼12時～

蜻蛉池公園 １月の花の見所　スイセン 2020年12月下旬頃から2021年１月下旬頃まで 水仙郷 水仙郷でニホンズイセンが見頃を迎えます。
■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

ミニ門松づくり
2020年12月19日（土曜日）
午前及び午後を予定

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」は、公園にある竹の利活用に取り
組んでいます。竹林管理で不要になった竹を再利用して、竹工作を学びます。今回は
竹工作としてお正月用のミニ門松を作ります。
お子さんでも 簡単に作れるので、ぜひ親子でものづくりの楽しさを実感してみません
か。

■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：500円
■定員：午前及び午後それぞれ10組

お餅つき体験
2021年1月９日（土曜日）
午前を予定

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、田植えから収穫まで行ったもち米でお餅つき収穫体験をします。

■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：30名

凧づくり・凧あげイベント
2021年１月16日（土曜日）
午後１時から午後３時を予定

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」は、公園にある竹の利活用に取り
組んでいます。竹林管理で不要になった竹を再利用して、竹工作を学びます。今回は
凧をつくって実際にあげてみます。ぜひ親子でものづくりの楽しさを実感してみません
か。

■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：300円
■定員：親子10組

自然観察会
2021年１月24日（日曜日）
午後１時から午後３時を予定

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」が公園内の昆虫や植物等をテーマ
にした観察会を行います。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：20名

ジャガイモ・サトイモの植え付けイベント
2021年２月20日（土曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地のレンジャー棚田では、色々な作物を育てています。今回は、ジャガイ
モの植え付けを行います。公園ボランティア「パーククラブ」がサポートするので、初心
者でも大丈夫です！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

シイタケの菌打ちイベント
2021年２月27日（土曜日）
午後を予定

泉佐野丘陵緑地

泉佐野丘陵緑地では、公園の魅力を使った様々なプログラムを実施しております。公
園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、シイタケの菌打ち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：未定
■定員：未定

泉佐野丘陵緑地

大泉緑地

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

