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服部緑地ウォーターランド　フィッシングパーク

４月24日（土曜日）で営業終了
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
営業時間：８時から16時まで（ご入場は14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

ツバキ見頃
2020年12月から2021年４月頃まで
休園日：火曜日（祝日の場合は翌日）

都市緑化植物園
都市緑化植物園では12月から４月にかけ、約500品種1150本の椿が見頃を迎えます。
椿をテーマとした講習会や展示会も開催しますので、さまざまな形で椿の魅力をお楽し
みください。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■入園料：大人220円、中学生以下無料

しょくぶつえんのヨーガ・セラピー

○水曜日の部
2021年３月３日(水曜日)
2021年４月14日(水曜日)
2021年５月12日(水曜日)
10時30分から正午まで

○月曜日の部
2021年３月15日(月曜日)
2021年４月26日(月曜日)　中止
2021年５月24日(月曜日)
14時から15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

■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。
４月分は３月22日から受付開始
５月分は４月19日から受付開始
※別途入園料220円が必要

リラックスフラ
2021年３月12日(金曜日)
2021年４月９日(金曜日)
10時30分から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、動
きやすい服装、飲み物など
■要事前申込：電話または来所で受付。
４月分は３月17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

椿の魅力と育て方
2021年３月13日(土曜日)
13時30分から15時30分まで

都市緑化植物園 椿にまつわるお話と、育て方や繁殖方法を学びます。
■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：20名
■要事前申込：電話または来所で受付。
2021年２月13日から受付中
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

Good BBQ服部緑地バーベックマルシェ

４月25日（日曜日）から５月11日（火曜日）まで中止
2021年３月13日（土曜日）より営業開始
10時から16時まで
定休日：火曜日（祝日の場合は翌平日）

Good BBQ服部緑地バーベックマル
シェ（バーベキュー広場）

Good BBQ服部緑地バーベックマルシェでは、緑に囲まれた中でバーベキューをお楽し
みいただけます。
食材・炭・炭の着火から施設利用料(仮設席)なども全て込みの「手ぶらセット」も大好評
販売中！

■Good BBQ服部緑地バー
ベックマルシェ
電話番号：06-6865-6066
受付時間：10時から16時（定
休日は除く)

■電話にて受付、一部予約はホームページにて
受付（先着順）
※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ので、時間をあけておかけ直
しください。
https://www.good-bbq-hb.com/

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

2021年３月18日(木曜日)
2021年４月15日(木曜日)
2021年５月20日(木曜日)
はいはいクラス：10時30分から11時10分まで
よちよちクラス：11時30分から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から11カ月の親
子、よちよちクラスは１才から18カ月の親子
■要事前申込み：電話または来所で受付。
４月分は３月15日から受付開始
５月分は４月21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

しょくぶつえんのガーデンヨガ＆ピラティス

2021年３月20日(土曜日・祝)
2021年４月17日(土曜日)
2021年５月15日(土曜日)
10時30分から正午まで

都市緑化植物園
しょくぶつえんでガーデンヨガ＆ピラティスを楽しみましょう。
どなたでもご参加いただけます！

■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：30名
■対象：どなたでも
■ヨガのできる服装でお越しください。
■当日受付（受付時間は10時から10時20分ま
で）
※雨天及び芝生の状態により中止、中止の場合
は服部緑地ホームページにてお知らせします。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

木の実で花束づくり
2021年３月21日(日曜日)
13時30分から15時30分まで

都市緑化植物園 木の実を１つ１つワイヤーがけして、花束を作りましょう。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：800円
■定員：５名
■要事前申込：電話または来所で受付。
   ２月27日から受付
※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３月21日（日曜日）、３月27日（土曜日）
時間未定

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
■定員：12チーム（予定）
■対象：小学５年生
■申込方法：電話でお問い合わせください

春の植木市
４月25日（日曜日）以降中止
2021年３月28日（日曜日） から５月10日（月曜日）まで

レストハウス東側付近 花木・苗木・庭園樹盆栽などの展示販売、チップの無料配布を行います。
■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

※雨天時など、休業する場合があります。

ハーブのシューズキーパーをつくりましょう
2021年５月２日（日曜日）　中止
11時から11時30分まで、
13時30分から14時まで

都市緑化植物園第１スタジオ 虫よけ効果のあるハーブを使ったシューズキーパーをつくります。
■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：各回15名
■要事前申込：電話または来所で受付。
　 ４月７日から受付開始

大阪府営公園　春のイベント　2021

服部緑地



しょくぶつえんのママフェスタ
2021年５月９日（日曜日） 中止
11時から15時まで

都市緑化植物園
母の日プレゼント・フラワーアレンジメント教室、ママ＆ファミリー　スマイルフォト撮影
会、ママの手作りクラフト体験、グルメコーナーなど、ママと家族が楽しめるプログラム
が盛りだくさん。

■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

しょくぶつえんでシェフの屋台＆ハワイアンフェア
2021年５月30日（日曜日）
11時から15時まで

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グルメが楽しめる、植物園の人気イベント。
■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

箕面公園昆虫館オンライン講座「じゅえき太郎さ
んと一緒に昆虫の絵を描こう！」（有料・限定ライ
ブ）

2021年３月14日（日曜日）
13時から14時30分まで

オンライン（Youtube）

Twitter・インスタグラム等で話題・人気沸騰中！
「ゆるふわ昆虫図鑑」シリーズの作者・じゅえき太郎さんをお招きして
昆虫スケッチの書き方を学べるオンラインイベントを開催（Youtubeでの限定配信）。
じゅえき太郎先生のライブを見ながら、昆虫を一緒に描こう！
＊申込者限定：ライブ配信によるスケッチ講座
＊参加者には事前に「スケッチキット」を送付（キット内容：昆虫標本（フタホシコオロ
ギ）、用紙、鉛筆、消しゴム）
＊チャットによる質問コーナー　いくつかピックアップして、じゅえき太郎さんや中峰館長
がおこたえします

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：700円（スケッチキット１セット）
■定員：150人（スケッチキット150セット限定）
■要事前申込：受付中
■申込方法：専用メールフォームからのみ

昆虫ＤＩＹとくべつ編－学芸員トーク：いもむし・け
むし入門編－

2021年３月20日（土曜日・祝）
11時から12時まで

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。
今回は、次回企画展「魅惑のいもむし・けむし展」プレイベントとして、チョウや蛾のイモ
ムシ・ケムシの魅力を学芸員がおはなしする入門編。　ゲスト：伊丹市昆虫館学芸員 前
畑真実氏
※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～小学生以上とその保護者
■定員：15名
■要事前申込（抽選）：受付中
■参加費：100円／ひとり

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－」

2021年３月20日（土曜日・祝）
10時から16時まで
少雨決行

芦原公園－箕面公園内－箕面駅

箕面駅前～滝道沿いのの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！
コース：芦原公園（スタート）－みのお本通商店街－ゆずるの足湯－箕面公園内（瀧安
寺前広場・修業古場休憩所）－箕面駅前（ゴール）
主催：箕面市健康福祉部保健スポーツ室
すべての謎が解けたらゴール会場（芦原公園）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！
＊ラリー参加者対象の抽選会（場所：芦原公園）は12時から
※滝道の工事に伴う通行止めにより、コース検討中とのこと

■箕面市保健スポーツ室
電話番号：072-727-9563
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加無料
■要事前申込
■申込受付： 定員に達したため申込み終了して
います（２月23日現在）
■定員：600人

箕面公園昆虫館・伊丹市昆虫館2館合同展
「魅惑のいもむし・けむし展」

４月25日（日曜日）から５月11日（火曜日）まで休館
2021年３月31日（水曜日）から７月19日（月曜日）まで
10時から17時まで（入館受付は16時30分まで）
休館日：火曜日

箕面公園昆虫館
蝶や蛾のイモムシ・ケムシにせまる企画展
（標本・パネル展示）

■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
※お子様は必ず保護者同伴で入館願います

楽しむ、近くの低山ハイク「箕面でお花見ハイキ
ング」

2021年４月４日（日曜日）
10時から15時まで

箕面公園周辺山麓

ヤマザクラやエドヒガン、ミツバツツジなど山々に自生する樹木や野草の花をたずねな
がら山歩き
コース：　公園周辺で検討中　約８km（予定）
集合：阪急箕面駅前

■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：３月上旬より受付開始
■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により中止
の場合あり

楽しむ、近くの低山ハイク「チャレンジ！新緑の
箕面、おやこトレッキング」

2021年５月５日（水曜日・祝）　中止
10時30分から14時まで

箕面公園および周辺山麓

子どもと一緒に山登りはじめてみたい！けれど、体力が心配・・
どこに行けば？気をつけることは？
まずは街のすぐそば箕面の森で探検しながらチャレンジしてみよう！
コース：箕面駅前－箕面公園まわりののハイキング道などで約６km。
当日集合場所　：阪急箕面駅前　10時20分

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：20名（親子合わせて）
■要事前申込：４月上旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり
■昼食、飲料、おやつ等持参／山歩きに適した
服装と靴で参加要
■雨天中止

みのおこうえん自然観察会－新緑の森の生きも
の観察－

2021年５月９日（日曜日）　中止
10時から12時まで

箕面公園内
小鳥のさえずりを聞きながら、新緑の公園を観察。　コバルトブルーにかがやくオオルリ
は見えるかな？
（野外観察会）

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：どなたでも
＊小学生以下保護者同伴要
■定員：20名
■要事前申込み：４月上旬より受付開始
■参加費：100円／ひとり
■歩きやすい服装と靴で参加要
■雨天中止

歴史ウォーク
2021年３月14日（日曜日）
９時30分から12時30分まで

管理事務所前集合園内の寝屋古墳
から周辺の史跡や資料館

寝屋川公園を起点に周辺の歴史探訪を行います。ウォーキングを通じた健康づくりと地
域の文化や歴史を学んでみませんか？

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■定員：小学生以上　20人（小学生は保護者同
伴）
■申込：２月14日より管理事務所に直接来所か
電話にて９時から17時の間に先着順にて受付

～ネヤドラ　　わくわく～
FREE 　ド　LIVE
アコースティックライブ＠寝屋川公園

2021年４月４日（日曜日）
10時から16時まで

やすらぎ広場
桜とベンチのあるやすらぎ広場で、音楽好きな高校や大学の学生さん達がいろんな
ジャンルの曲を引き語りで演奏します。　お花見と音楽を寝屋川公園やすらぎ広場で堪
能してください。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料

「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部その１」
～野や樹木に咲く花たち～

2021年５月17日（月曜日）
午前10時から正午まで

公園管理事務所から
中央広場周辺

樹木名、科目、花、実、虫などが書かれた資料を手に初夏の寝屋川公園を一緒にお散
歩しませんか。皆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

■参加費：無料
■定員：30名
■申込：４月17日より管理事務所に直接来所か
電話にて９時から17時の間に先着順にて受付

つばき展
2021年３月中旬から下旬
９時30分から16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、観賞用として品種改良されてきた椿の王様「肥後つば
き」などを展示します。

■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

寝屋川公園

山田池公園

箕面公園

服部緑地

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


桜草展
2021年４月上旬から下旬
９時30分から16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、日本桜草約100品種を展示します。
■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　家族で楽しむ新玉ねぎの収
穫体験会

2021年５月16日（日曜日）
10時から正午まで

実りの里
小学生以下のお子様を対象とした一緒に家族と一緒に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。

■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）

花しょうぶ園開園
2021年５月25日(火曜日)から６月25日(金曜日)まで
９時30分から19時まで
※ライトアップは中止します

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。
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

■参加費：無料

深北緑地parkrun
５月１日（土曜日）及び５月８日（土曜日）は中止
毎週土曜日　８時から

芝生広場
５ｋｍの距離をウォーキングやランニングします。
事前にパークランジャパンのホームページで登録し、バーコードを当日持参ください。
運動能力にかかわらず、どなたでも気軽にご参加できます。

■大東市公民連携まちづくり
事業株式会社
電話番号：072-800-5360

■参加費：無料
■事前登録

深北の日（ボランティアデー）
2021年３月７日(日曜日)、４月４日(日曜日）、５月２日
（日曜日）　中止
９時30分から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、水辺広場のゴミ拾いなどを行います。
３月７日(日曜日)：ドッグランの清掃を行います。
４月４日（日曜日）：外環沿いのゴミ拾いを行います
５月２日（日曜日）：波の広場周辺の清掃を行います

■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

フィカタック　植物探索ミッションに挑戦

2021年３月21日(日曜日）
2021年４月18日（日曜日）
2021年５月16日（日曜日）
10時から11時まで

３月：管理事務所前
４月：テニスコート前
５月：公園管理事務所前

３月21日（日曜日)：公園でタンポポを探して観察しましょう
４月18日（日曜日）：テニスコート周辺の春花植物探索
５月16日（日曜日）：A地区でタンポポの探索

■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

食材・器材付きで楽々！！　有料BBQ

４月25日（日曜日）から５月11日（火曜日）まで中止
2021年３月20日(土曜日・祝）から11月30日(火曜日)
２部制　①９時から正午まで
　　　 　 ②13時から16時まで

芝生広場　東側
食材・器材付きのバーベキューが楽しめます。２部制で指定の時間に行けば、スグに
BBQスタートでき、食材の持ち込みもOK、ゴミ回収付

■深北緑地有料BBQエリア
電話番号：06-7890-7474
■受付時間：10時から18時ま
で

■利用料金　有
■事前予約　（前日の正午までに予約が必要）

リサイクルフェア
2021年３月20日(土曜日・祝)
10時から16時まで

テニスコート前広場
眠っているものを掘り起こせ！！
家庭内の不用品が勢ぞろいします、掘り出し物を見つけましょう！

■日本ガレッジセール協会
電話番号：06-6362-6322

■申込不要

ポケットマルシェ
2021年４月10日(土曜日）、４月11日(日曜日）
10時から16時まで

水辺広場
雑貨やフラワー、木工品、アクセサリーなど、様々なジャンルのお店が出店します。
「ポケットマルシェ」ならではの雰囲気をお楽しみください。

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■申込不要

まちかどプランツ
2021年４月11日(日曜日)、４月29日（木曜日・祝）中止
５月５日（水曜日・祝）、５月23日（日曜日）　中止
10時から11時まで

４月11日(日曜日)円形花壇
４月29日(木曜日・祝)ピロティー
５月５日（水曜日・祝）管理事務所
５月23日（日曜日）レンコン畑

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。
４月11日(日曜日)：チューリップ球根取りとナノハナ刈を行います
４月29日(木曜日・祝)：段々花壇つくりとひまわり種まきを行います
５月５日（水曜日・祝）ゴーヤで緑のカーテンをつくります
５月23日（日曜日）綿の種まきを行います

■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

お絵描きフェスタ 2021年５月１日(土曜日）中止10時から15時まで 公園管理事務所 チョークで園路にアートしよう！
■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

だるまさんが転んだ 2021年５月３日(月曜日・祝）中止　14時から 芝生広場 新聞紙で折ったカブトをかぶって、だるまさんが転んだにチャレンジ！
■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

４月25日（日曜日）から５月11日（火曜日）まで中止
2021年３月１日（月曜日）から2021年11月30日（火曜
日）まで
２部制
１部：10時から13時まで
２部：15時から18時まで

北地区　ファミリー広場内

久宝寺緑地 有料BBQエリアは器材付きで手ぶらでも楽しめる、予約制のバーベキュー
エリアです！
予約制なので、場所取りは不要。コンロやテーブルもセットアップしてありますので、到
着したらすぐに始められます。
後片付けも不要です。BBQエリアは大型遊具のあるもくもく広場に隣接していますの
で、お子様も大喜び間違いなし。ぜひご利用ください。

■バーべ急便総合受付
電話番号：06-7890-7474
受付時間10時から18時まで
※ 総合受付の為「久宝寺緑
地有料BBQエリア」とお伝えく
ださい

■利用料（要予約）
中学生以上　1,000円
小学生　500円
３歳以上小学生未満　300円
■食材セット　（要予約）
お手頃セット(1,500円),久宝寺緑地セット(2,000
円),黒毛和牛セット（2,500円）

ポールウォーキング講習会
2021年３月13日（土曜日）
毎月第２土曜日
15時30分から16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

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
2021年３月13日（土曜日）
10時30分から11時30分まで
■うんどう習慣日
2021年３月27日（土曜日）
10時30分から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
2021年３月21日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　ボランティアルーム
■ワイヤーワーク
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。
ワイヤーワークで植物を飾るちょっとおしゃれなクラフトを製作します。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金（材料費）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

レッツ久宝探検隊
2021年３月28日（日曜日）
10時から正午頃まで

中地区　花の道
■キノコを育てる
シイタケ等をどの様に育てるのか、菌の植え付けから仮伏せの工程を実際に体験しま
す。また、キノコが森の中で果たす役割を学びます。

■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

久宝寺こうえんマルシェ
2021年３月28日（日曜日）
10時から16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。

久宝寺緑地

山田池公園

深北緑地



久宝寺緑地　シャクヤク園開園
2021年４月29日（木曜日・祝）から
2021年５月16日（日曜日）まで
開園時間　９時30分から18時まで

中地区　シャクヤク園
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、ナイトライブなど
いろんなイベントを開催予定です。　夜間特別オープン、各種イベントは中止します

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■入場料：無料
■申込不要

みどりの日イベント
2021年５月４日(火曜日・祝）　中止
10時から正午まで

北地区　花の広場 植物を種から育ててみませんか？　ヒマワリや河内木綿の種まき体験。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■入場料：無料
■申込不要
■材料（種）がなくなり次第終了します。

子どもの日イベント 2021年５月５日(水曜日・祝）　中止 中地区　花の道
花の道の青い空を子供たちの手づくりこいのぼりが悠々と泳いでいます。
そんな中で繰り広げられるピエロによるバルーンアートやマジック。他にも紙芝居や歌
などお楽しみがいっぱい。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：無料
■申込不要

森林保全活動
2021年３月７日（日曜日）
10時から15時まで

枚岡公園内 一緒に山の保全活動を行いましょう。
■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・お弁当・作業の出来る服装・
履き慣れて滑りにくい靴・帽子・手袋(軍手）・タオ
ル・マスク等感染予防対策
■定員：15名（先着順）
■事前申込：３月１日10時から電話にて受付

草花遊び
2021年４月18日（日曜日）
9時30分から正午まで

枚岡公園内 春の草花遊びとタンポポ調査を行います。
■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・マスク等感染予防対策
■定員：15名（先着順）
■事前申込：４月１日10時から電話にて受付開
始

春のウォークラリー
2021年５月３日（月曜日・祝）、４日（火曜日・祝）、５日
（水曜日・祝）　中止
９時30分から15時30分まで

枚岡公園内 園内5か所にあるポイントをめぐり、キーワードを作成しよう。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■料金：無料
■どなたでも参加できます
■定員：20名（先着順）
■当日、管理事務所にて受付、参加用紙を配布
させていただきます。

春の生駒自然観察会

2021年５月23日（日曜日）
９時30分から15時30分まで
※雨天中止：開催前日17時の気象庁天気予報で、大
阪府の翌朝6時から正午の降水確率が60％以上の場
合

枚岡公園内 新緑の山をめぐり歩こう！
■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・お弁当・雨具・マスク等感染予
防対策
■定員：15名（先着順）
■事前申込：５月１日10時から電話にて受付開
始

長野公園さくらと光の回廊
2021年３月27日(土曜日)から４月11日（日曜日）まで
18時から21時まで

奥河内さくら公園（長野地区）

約500本の桜が咲き誇る長野公園（奥河内さくら公園・長野地区）では、
夜桜ライトアップに合わせ、竹トンネルや和傘オブジェ、竹灯籠による特別ライトアップ
や、光のお絵描き体験もできます。
光が彩る幻想的な風景をお楽しみください。

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

■参加費：無料
■申込不要

はばたけ！僕たち・私たちの鯉のぼり 2021年５月１日（土曜日）から５月31日（月曜日）まで 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、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

■参加費：無料
■申込不要

季節の寄せ植えづくり
2021年３月14日（日曜日）
10時30分から正午まで
１3時30分から15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

■料金：1,000円
■定員：先着各５名
■対象：中学生以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
   ２月14日から申込受付

森の実習隊

2021年３月13日（土曜日）
2021年４月10日（土曜日）
2021年５月15日（土曜日）
10時から15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

春の自然観察会１
2021年４月20日（火曜日）
13時30分から15時30分まで

河内の里
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

■料金：無料
■定員：先着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
   ３月20日から申込受付開始

春の自然観察会２
2021年４月24日（土曜日）
１3時30分から15時30分まで

河内の里
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

■料金：無料
■定員：先着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
   ３月20日から申込受付開始

プロジェクト・ワイルド
2021年４月25日（日曜日）　中止
９時30分から16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
    ２月25日から申込受付

４月の花の見所　ツツジ 2021年４月中旬から５月上旬まで 河内の里,つつじの丘 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

久宝寺緑地

枚岡公園

長野公園

錦織公園



初夏の野鳥観察会
2021年５月８日（土曜日）　中止
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

■料金：無料
■定員：先着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
　 ４月８日（木曜日から申込受付開始

河内の里のお茶話と茶摘み体験
2021年５月９日（日曜日）　中止
11時から正午まで

河内の里（里の家） お茶のお話と茶畑でお茶摘み体験をします。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：200円
■定員：先着５名
■対象：小学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
   ４月９日から申込受付開始

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３月11日（木曜日）
13時から16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　ため池の水を全部抜い
てみた

2021年４月24日（土曜日） （予定）
９時30分から11時まで

駒ヶ谷地区管理事務所前
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
■３月中旬より順次受付開始予定
■先着順（子ども15名まで）
■料金：各回 子ども500円、大人200円

Family Nature Program　飛鳥川での魚とり
2021年５月23日（日曜日） （予定）
９時30分から11時まで

駒ヶ谷小学校前駐車場
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・タウナギ、・フナ・オイカワ・ドジョウ等々

■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■料金：500円/人
■定員：５家族（１家族は５名まで）
■３月中旬より順次受付開始予定
■申込：公園管理事務所窓口又は電話にて受付

ミュージックガ－デン
2021年４月11日（日曜日）
11時から15時まで

花と緑のスクエア
四季の花々が咲き乱れるイングリッシュガ-デンで地元ミュ-ジシャンによるライブを楽し
みませんか。フリマも同時開催。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料　　但し、物販有料
■申込不要

住之江公園でキャンプ体験
2021年4月24日（土曜日）
10時から17時まで

球技広場
都会の真ん中でキャンプ体験できます。手ぶらで参加。飲食は地元名店からデリバリ
―。家族のコミュニケ－ションを深めましょう。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：3,000から10,000円
■家族単位での利用　10組から20組限定

すみすみ公園フェスタ　2021
2021年５月５日（水曜日・祝）　中止
10時から16時まで

花と緑のスクエア
姉妹公園の住吉公園と共同で実施。大型連休最終日を住之江公園で満喫しましょう。
ステ－ジでのコンサ－ト、パフォ－マンス、模擬店やフリマも出ますよ。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料　　但し、物販有料
■申込不要

すみすみマルシェ

2021年３月27日（土曜日）、４月24日（土曜日）、５月22
日（土曜日）
10時から16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

2021年３月27日（土曜日）、４月24日（土曜日）、５月22
日（土曜日）
10時から16時まで
※毎月第４土曜日開催

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

住吉公園　さくらカーニバル
2021年４月４日（日曜日）
10時から15時まで

花と水の広場、心字池周辺
ストリートライブを花と水の広場周辺、お琴の演奏は心字池周辺で開催します。
また、地域のみなさまによる「粉浜春まつり　よさこいパレード」も予定しています。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■入場無料
■今回は、呈茶を開催しません

すみすみ公園フェスタ　2021
2021年５月４日（火曜日・祝）、５日（水曜日・祝）　中止
10時から16時まで

花と水の広場周辺

住吉公園・住之江公園で行われる、
たくさんの縁日と野外ライブ、パフォーマンス、フリーマーケットなどお楽しみ満載のイベ
ントが今年も開催されます。
※住之江公園での開催日は５月５日のみ

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■料金：入場無料
■フリーマーケットは事前申込必要
　申込先は、公園管理事務所

ボトルフラワーをつくろう
2021年５月18日（火曜日）
13時30分から15時まで

体育館・多目的室 ドライフラワーにした公園の花を瓶に詰めて蓋を飾ります
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：300円
■定員：大人９名（先着順）
■申込：公園管理事務所
■その他：工作道具等は公園サイドで用意します

浜寺公園 浜寺公園桜まつり2021
令和３年３月27日（土曜日）から４月４日（日曜日）まで
（９日間）
10時から16時まで

浜寺公園内　中央エントランス
桜の開花シーズンに合わせて、開催されるイベント。飲食店やキッチンカーをはじめ、フ
リーマーケット、大道芸人パフォーマンス、地域の物産展・即売会などのブースも出展し
ます。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■料金：無料（但し、各ブース料金必要）
■申込不要

つばきの楽しみ方
2021年３月７日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 つばきについてのお話と、この時期にできる挿し木の方法を説明します。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：無料
■定員：18名
■持ち物：筆記用具
■申込：２月７日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。

住之江公園

住吉公園

大泉緑地

錦織公園

石川河川公園



観葉植物でカラーサンド
2021年３月14日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 カラフルなグリーンインテリアでお部屋の彩りを！
■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：持ち帰り用袋
■申し込み：２月14日(日曜日)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。

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

2021年３月21日（日曜日）
11時から14時まで

四季彩園 見て聴いて体験して楽しい！もらってうれしい！自然アートのイベントが盛りだくさん♪
■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■詳細未定

デジカメによる写真教室①
2021年４月４日（日曜日）
10時から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 春の花が咲き誇る大泉緑地の様子を伝える写真を撮ってみよう！
■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
■持ち物：デジタルカメラ（コンパクトカメラ可）
■申込：３月４日から花と緑の相談所にて申込受
付。

デジカメによる写真教室②
2021年４月11日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 教室①にて撮影した作品から撮影者が選定した5点を講評します。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：無料
■定員：写真教室①の参加者
■持ち物：作品を保存したUSBメモリー
■申込：３月11日から花と緑の相談所にて申込
受付。

多肉のハンギングタブロー
2021年４月25日（日曜日） 中止
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 ボードに多肉植物を差し込み絵のように飾り付けます。
■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：ペンチ、ニッパー、園芸用ハサミ、ピン
セット、手袋、持ち帰り用袋
■申込：３月25日から花と緑の相談所にて申込
受付。

春の植木市
４月25日（日曜日）以降は中止
2021年３月20日（土曜日・祝）から５月９日（日曜日）

大泉緑地第１駐車場北側園路 花・苗木・庭園樹の展示販売
■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

期間中の土日祝はチップたい肥の無料配布実施
予定

「ぬり絵」で楽しむ水彩画
2021年５月９日（日曜日）　中止
10時から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室
水彩絵の具を使って「ぬり絵」で、大泉緑地の風景を描いてみましょう。四季折々の線
画と色見本を用意しています。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：無料
■定員：20名（中学生以上対象）
■持ち物：水彩絵具、筆、水入れなど
■申込：４月９日（金曜日）から花と緑の相談所に
て申込受付。

春のハーブの寄せ植え
2021年５月16日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室
アロマカティス、ローズマリー、ミントなど香りを楽しむハーブを中心に寄せ植えをしま
す。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：500円
■定員：18名
■持ち物：軍手、持ち帰り用ビニール袋
■申込：４月16日（金曜日）から花と緑の相談所
にて申込受付。

ハンギングバスケットを手作りしよう！
2021年５月23日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 ハンギングバスケットを手作りし、花苗を植え付けます。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：1,500円
■定員：20名
■持ち物：園芸用ハサミ、ニッパー（針金が切れ
るもの）、持ち帰り用袋
■申込：４月23日から花と緑の相談所にて申込
受付。

タケノコ掘り
2021年４月11日（日曜日）
午前の部　10時から正午まで
午後の部　13時30分から15時30分まで

流れの広場、ふれあいの森
親子揃って楽しくタケノコ掘りを体験して頂き、そのタケノコを網焼きをして試食して頂き
ます。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671
但し、コロナ感染症拡大対策
として状況により中止になる事
があります。ＨＰ・ツイッターに
て掲載させて頂きます。

■参加費：１人300円
■定員：各組20組（先着順・小学生以上）
■申込：４月１日10時から管理事務所への電話
にて受付開始

野草のガッコウ
2021年４月18日（日曜日）
9時30分から11時30分まで

ふれあいの森 園内を散策し食せる野草を採取して野草について学んで頂きます。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671
但し、コロナ感染症拡大対策
として状況により中止になる事
があります。ＨＰ・ツイッターに
て掲載させて頂きます。

■参加費：無料
■定員：20名（先着順）
■申込：４月１日10時から管理事務所への電話
にて受付開始

蜻蛉池公園
ローズフェア　２０２1　Spring

2021年5月15日（土曜日）、5月16日（日曜日）　中止
10時から16時まで

バラ園
蜻蛉池公園において、毎年恒例の春のローズフェアを開催します。
約200品種、2,300株のバラが咲き誇るバラ園をお楽しみください。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご来園ください。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671
但し、コロナ感染症拡大対策
として状況により中止になる事
があります。ＨＰ・ツイッターに
て掲載させて頂きます。

■入場料：無料

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

４月25日（日曜日）から５月11日（火曜日）まで中止
＜海浜緑地＞
DAYキャンプ：2021年４月３日（土曜日）から10月31日
（日曜日）までの土曜日・日曜日、祝日
ドッグフリーDAYキャンプ：2021年４月から10月の全日
及び11月から翌３月迄の土曜日・日曜日・祝日
10時から16時30分まで
休業日：大規模イベント時、公園閉園時

＜沢地区＞
2021年４月10日（土曜日）から11月28日（日曜日）まで
11時から16時まで
休業日：毎週月・火曜日（祝日の場合は翌平日）、公園
閉園時

海浜緑地及び沢地区

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・設営も不要です。とってもお手軽にBBQが出来ます。
また海浜緑地には大人気ドッグフリーDAYキャンプサイトあり。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、色々なBBQを海を眺めながら楽しんで頂
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。

■お問合せ受付センター
電話番号：0570-09-0014
受付時間：9時から17時まで

■海浜緑地
・DAYキャンプ
　料金：１サイト11,000円　８名まで
・ドッグフリーDAYキャンプ
　料金：１サイト11,000円　８名まで
※インターネットにて予約受付
　URL：https://digiq.jp/nishikid
■沢地区
・DAYキャンプ
　料金：１サイト11,000円　８名まで
※インターネットにて予約受付
　URL：https://digiq.jp/sawa/

大泉緑地

蜻蛉池公園

二色の浜公園

http://www.nishikinohama.com/


マリンスポーツ体験

５月８日（土曜日）、５月９日（日曜日）は中止
2021年５月８日（土曜日）から10月31日（日曜日）までの
土曜日、日曜日、祝日
10時から16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：072-422-0442
受付時間：9時から17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：9時から17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

カブトを折って、記念写真をとろう！
2021年４月25日（日曜日）　中止
13時30分から15時まで

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

■料金：無料
■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）
■申込：りんくう公園管理事務所で窓口・電話に
て受付
※申込開始日未定
※当日参加可

とっておきの音楽祭 inりんくう大阪2021
2021年５月23日（日曜日）
10時30分から18時30分まで

シンボル緑地　海への道、石舞台、
夕日の見える丘

”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４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。

ビーチテニス教室
2021年４月18日（日曜日）
13時から15時まで

潮騒ビバレーコート

ビーチテニスの体験教室。
ビーチテニスとは、ビーチバレーとテニスの特性を併せ持ち、年齢を問わずファミリーで
楽しんでいただけるスポーツです。砂浜でプレイするノーバウンドのテニスの体験教室
を開催します。

■せんなん里海公園管理事
務所
電話番号：072-494-2626

■要事前申込：４月５日10時より公園管理事務所
窓口・電話にて受付
■参加費：無料、駐車料金別途640円
■定員：先着20名　４歳以上(保護者同伴）
■持ち物：タオル・飲み物・運動のできる服装

海藻おしば教室
2021年４月15日（木曜日）
13時30分から15時30分まで

しおさい楽習館
いろいろな海藻を使って絵はがきを作ります。ワカメやヒジキ、海苔など私達の食卓に
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

■要事前申込：４月５日10時より公園管理事務所
窓口・電話にて受付
■参加費：無料、駐車料金別途640円
■定員：先着30名　４歳以上(保護者同伴）

裸足キッズ大集合！
2021年５月５日（水曜日）　中止
13時から15時まで

潮騒ビバレーコート
子どもの日特別イベントを開催します。砂の上でかけっこやサンダル飛ばし等、裸足に
なって砂とふれあって遊んでいただきます。1等賞になったらお菓子をプレゼント。

■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
■対象：幼児・小学生（裸足になってもよい方）
■申込不要

ビーチバレー教室
2021年５月16日（日曜日）
13時から15時まで

潮騒ビバレーコート
ビーチバレーの体験教室
ビーチバレーのチームＢＴＯＣさんにビーチバレーのコツを教えていただきます。

■せんなん里海公園管理事
務所
電話番号：072-494-2626

■参加費：無料
■定員：先着20名（先着順・中学生以上）
■申込：５月６日10時から電話・FAXにて受付開
始
■持ち物：タオル・飲み物・運動のできる服装

せんなん里海公園フォトコンテスト 2021年４月１日（木曜日）から10月31日（日曜日）まで せんなん里海公園
「せんなん里海公園でふれあいデビュー」のテーマでせんなん里海公園で撮影された
写真を募集します。
優秀作品にはＱＵＯカードと駐車場優待券をプレゼント。

■せんなん里海公園管理事
務所
電話番号：072-494-2626
ホームページ：
http://www.osaka-
park.or.jp/rinkai/sennan/ibent
..htm

■募集期間：４月１日から10月31日
■応募方法：持参・郵送・ホームページより応募
■応募規定：せんなん里海公園で撮影された未
発表の写真。風景撮影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（子ど
もの場合は保護者）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かぎり
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）
■募集枚数：お一人様２点まで

サトイモの植え付けイベント
2021年４月10日（土曜日）
10時から正午まで
※雨天翌日

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、サトイモ
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：無料
■定員：20名程度
（申込多数の場合は抽選）

タケノコ掘りを楽しんで公園をつくろう！
2021年４月17日（土曜日）
10時から正午まで
※雨天翌日

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：未定
（申込多数の場合は抽選）

りんくう公園

せんなん里海公園

泉佐野丘陵緑地

二色の浜公園



バランストンボを作ろう！
2021年４月24日（土曜日）
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
竹工作としてバランストンボを作ります。
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：未定
■定員：未定

八十八夜の茶摘み体験
2021年５月４日（火曜日・祝）　中止
10時から正午まで
※小雨決行

泉佐野丘陵緑地
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（申し込み多数の場合は抽選）

サツマイモの植付け体験
2021年５月15日（土曜日）
10時から正午まで
※雨天翌日

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名程度（申込多数の場合は抽選）

タマネギの収穫体験
2021年５月22日（土曜日）
10時から正午まで
※小雨決行

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。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

自然勉強会
2021年５月23日（日曜日）
10時から正午まで
※小雨決行

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の様々な動植物について公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に公
園を散策しながら勉強してみませんか。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：無料
■定員：20名程度（小学5年生以上）
※先着順で受付

自然観察会
2021年５月23日（日曜日）
13時から15時
※小雨決行

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名程度
（申込多数の場合は抽選）

ホタルの観賞会
2021年５月29日（土曜日）
20時から21時30分まで
※雨天翌日

泉佐野丘陵緑地
パーククラブでは、公園に生息するヒメホタルの生息調査に取り組んでいます。今年も
ホタルの観賞会を開催いたします。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：未定
※20時から21時30分の時間帯に自由に鑑賞して
いただきます。

泉佐野丘陵緑地


