春爛漫

大阪花紀行2018花だより（北大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

北大阪
早春の花
服部緑地 都市緑化植物園
（豊中市寺内1-13-1）

ツバキ各種は、都市緑化植物園内の椿園にて、
約500品種、約1100本の椿を見ることができ 入園料：210円（中学生
ます。見頃は種類によって様々で12月上旬か 以下は無料）
ら4月上旬です。

北大阪急行「緑地公
園」駅 徒歩10分

http://hattori.osa
kapark.or.jp/guide/f
acility/botanical/

1月中旬から4月下 都市緑化植物園内、四季の庭の南側のクリスマ
入園料：210円（中学生
スローズは、1月中旬から4月下旬に見頃を迎
以下は無料）
旬
えます。

北大阪急行「緑地公
園」駅 徒歩10分

http://hattori.osa
kapark.or.jp/guide/f
acility/botanical/

2月上旬から3月上 服部緑地園内レストハウス前の梅林の梅の花
は、2月上旬から3月上旬に見頃を迎えます。
旬

北大阪急行「緑地公
園」駅 徒歩10分

http://hattori.osa
kapark.or.jp/guide/f
acility/botanical/

12月上旬から4月
上旬

豊中市

ツバキ

豊中市

服部緑地 都市緑化植物園
クリスマスローズ （豊中市寺内1-13-1）

豊中市

梅

服部緑地
（豊中市服部緑地1-1）

つばき祭

見ごろ：2月中旬か
万博記念公園
ら3月下旬
自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
太郎冠者や桃割など、約90品種250株のつば
http://www.expo
料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
（吹田市千里万博公園1-1） 2月17日（土曜
きがお楽しみいただけます。
70-park.jp/
生70円
分
◆自然文化園 つばきの森 日）から3月18日
（日曜日）

梅まつり

見ごろ：2月中旬か
万博記念公園
ら3月下旬
（吹田市千里万博公園1-1）
2月17日（土曜
◆自然文化園 梅林、日本庭
日）から3月18日
園 梅林
（日曜日）

水月公園の梅

水月公園
（池田市鉢塚3-6-1）

吹田市

吹田市

自然文化園と日本庭園あわせ約150品種680
自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
http://www.expo
本の梅の花が春の訪れを告げます。自然文化園
料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
の梅林のあずまやからは、松竹梅のめでたい梅
70-park.jp/
生70円
分
林もお楽しみいただけます。

池と人工滝の修景を活かした公園。中段の池に
池田市

2月下旬から3月中 は、友好都市である中国・蘇州市から贈られた
斉芳亭が水面に映えます。早春の寒梅は紅白、
旬
枝垂れ等合わせて約250本、見事に咲きそろい

阪急電鉄宝塚線「池
田」駅から阪急バス
「鉢塚」下車3分

http://www.ikeda
shikanko.jp/recomm
end-spot14.html

北大阪急行「緑地公
園」駅 徒歩15分

http://hattori.osa
kapark.or.jp/guide/f
acility/botanical/

ます。

3月中旬からの花
豊中市

桜（お花見に行こ 服部緑地
（豊中市服部緑地1-1）
う）

園内各所にて、ソメイヨシノ、オオシマザク

3月下旬から4月上 ラ、ヤマザクラ等が3月下旬から4月上旬に見 入園料：210円（中学生
ごろを迎えます！民家集落博物館周辺や子ども 以下は無料）
旬
の楽園等がオススメスポットです！
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北大阪
豊中市

池田市

シダレザクラ

服部緑地 都市緑化植物園
（豊中市寺内1-13-1）

3月下旬から4月上 都市緑化植物園のシダレザクラは、四季の庭に
入園料：210円（中学生
あり、3月下旬から4月上旬に見頃となりま
以下は無料）
旬
す。

池田五月山さくら
池田城跡公園
まつり

見ごろ：3月下旬か
ら4月上旬
イベント：4月7日
（土曜日）・8日
（日曜日）

江坂公園の桜

3月下旬から4月上 都会のオアシスです。近隣に公共施設が充実
し、屋上緑化、雨水利用などがあり利便性と環
旬

吹田市江坂町1丁目19番

【夜間照明】
開催期間：3月24日（土曜日）から4月8日
（日曜日）日没から22時
場所：五月山公園一帯
※ さくらの開花状況により期間を変更する場
合もあります。

境保全に配慮した都市型公園です。

吹田市

吹田市

吹田市

吹田市

片山公園の桜

千里北公園の桜

千里南公園の桜

中の島公園の桜

吹田市出口町31番

吹田市藤白台5丁目1番

吹田市津雲台1丁目3番

吹田市中の島町6番

3月下旬から4月上
旬

http://hattori.osa
kapark.or.jp/guide/f
acility/botanical/

阪急電鉄宝塚線「池
田」駅から徒歩15分

http://www.city.ik
eda.osaka.jp/

五月山公園の入り口から山頂まで多数の桜が植
わっています。夜間のライトアップは、桜の美
しさがより一層際立ちます。

緑豊かで水が流れる音を感じることができる、

吹田市

北大阪急行「緑地公
園」駅 徒歩10分

子どもたちには「タコこうえん」でおなじみ
で、ピンクのタコ型すべりだいが大人気。ほか
にも地下水を利用したせせらぎやジャブジャブ
池、桜や平和のバラ園など、みどころもいっぱ
いです。多くの公共施設が集まる、健康と文化
の拠点です。

http://www.city.suit

大阪市営地下鉄「江坂 a.osaka.jp/home/so
shiki/div駅」徒歩3分
doboku/kouenmido
ri/etc/parknavi.html

http://www.city.suit

阪急「吹田」駅または a.osaka.jp/home/so
「豊津」駅から徒歩7 shiki/divdoboku/kouenmido
分
ri/etc/parknavi.html

http://www.city.suit

吹田市内にある公園の中では万博公園の次に大
3月下旬から4月上 きい公園です。広々とした原っぱがあって、風
旬
と空を感じられる公園です。

阪急「北千里」駅から a.osaka.jp/home/so
shiki/div徒歩8分
doboku/kouenmido

幼稚園の遠足や園外保育などで吹田市外からも
利用され、石碑の拓本採集が出来る公園とし
て、全国から愛好家が集まる公園です。釣り
（有料）ができる牛ヶ首池や遊具広場、のびの
び遊べる円形広場や春の梅や桜、どんぐり拾い
など魅力がいっぱいです。

阪急「南千里」駅から a.osaka.jp/home/so
shiki/div徒歩5分
doboku/kouenmido

3月下旬から4月上
旬

3月下旬から4月上
旬

ナイター設備のあるグラウンドやテニスコート
があり、園内でのジョギングなどスポーツが盛
んな公園です。また神崎川の河川敷に隣接して
いるので、川を渡る風と開放的な空間もこの公
園の魅力です。
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JR「岸辺」駅から徒
歩20分／阪急バス
「七尾西」または「五
月が丘」徒歩5分

http://www.city.suit
a.osaka.jp/home/so
shiki/divdoboku/kouenmido
ri/etc/parknavi.html

北大阪
吹田市

国の史跡「吉志部瓦窯跡（きしべがようせ
き）」ほか、歴史的な資産が存在しています。
また、かつて満開のコバノミツバツツジが山を
赤紫色に染めた様子が名前の由来とされる「紫
金山」を後世に残そうと、市民による里山保全
活動が行われている場所でもあります。

紫金山公園の桜

吹田市岸部北4丁目及び五月 3月下旬から4月上
が丘東
旬

桜

万博記念公園
自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
3月下旬から4月上 ラなど、9品種約5,500本の桜がお楽しみいた
http://www.expo
だけます。桜まつり期間中の夜間は、自然文化 料：大人250円、小中学 記念公園」駅から徒歩
（吹田市千里万博公園1-1）
70-park.jp/
旬
生70円
5分
園東大路の桜並木をライトアップしますので、
◆自然文化園東大路ほか

ソメイヨシノをはじめ、サトザクラやヤマザク

吹田市

そちらもおすすめです。

吹田市

茨木市

万博記念公園
まつり

辯天宗
桜

3月28日（水曜
（吹田市千里万博公園1-1） 日）から4月15日
◆自然文化園東大路ほか
（日曜日）

東大路の桜は桜まつり期間中、夜間ライトアッ 自然文化園・日本庭園入園
大阪モノレール「万博
料：大人250円、小中学
http://www.expo
プ
記念公園｣駅から徒歩5
生70円
時間 18時から21時。入園は20時30分ま
70-park.jp/
分
で。

茨木市西穂積町7-41

春、地元では「辯天さん」として親しまれてい
る、辯天宗冥應寺の境内では、ソメイヨシノや
シダレザクラなど約500本の桜が咲き誇りま
す。

桜 万博記念公園

冥應寺の

2018年春

全長約5kmの元茨木川をグリーンベルト化し、

茨木市

桜約2千本や梅園をはじめ、およそ40種、約7
元茨木川緑地
万本の樹木が植えられています。春には市民さ
（茨木市田中町～横江2丁
2018年春
くらまつりが開かれます。
イベント 4月8日 4月8日には中央公園南側でさくらまつりイベ
市民さくらまつり 目）
（イベント）中央公園南側・ （日曜日）
ントを開催。ステージイベントや茨木フード販
茨木市駅前3丁目
売、クイズラリーなど、楽しい企画でさくらま
つりを盛り上げます。

箕面市

ヤマザクラ、エド 箕面公園周辺山麓、才ヶ原林 3月下旬から4月上
道沿い等
旬
ヒガン

ヤマザクラの淡いピンクが早春の山肌に浮かび
あがります。自然観察をかねてのお花見ハイキ
ングがおすすめ。
3月下旬から4月上旬。
4月8日（日曜日）には春の低山ハイク「ヤマ
ザクラ探訪ハイキング」を開催。
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http://www.ibara
ＪＲ京都線「茨木」駅 kiより、近鉄バス「茨木 kankou.or.jp/kan
弁天前」下車
ko/kanko/jisya.ht
ml
元茨木川緑地
阪急京都線「南茨木」
駅から徒歩8分、「あ
やめ橋」バス停すぐ、
「玉櫛団地前」バス停
http://www.ibara
すぐ、「田中」バス停
kiすぐ
kankou.or.jp/kan
ko/kanko/index.h
中央公園南側
tml
ＪＲ京都線「茨木」駅
から徒歩7分、阪急京
都線「茨木市」駅から
徒歩8分、「茨木市役
所前」バス停すぐ

阪急箕面線「箕面」駅

http://www.mino
-park.jp/
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3月下旬から5月上 白い小さな花が旗竿のように風に揺れる様子か
らついた名前とか。5月から6月にかけ滝道沿
旬
いや遊歩道沿いで見られます。

阪急箕面線「箕面」駅

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

4月上旬

明治44年に開発された住宅地で、通りは碁盤
目状に配置され、「4番通り」の桜並木をはじ
め、緑豊かで風情のある閑静なまちなみとなっ
ています。また、「大阪まちなみ百景」に選定
されています。

阪急「桜井」駅徒歩約
7分

北大阪急行「千里中
央」駅から阪急バス
http://abita.or.jp/
「桜ヶ丘」下車徒歩約
2分

北大阪
箕面市

ハクサンハタザオ 箕面公園・瀧道沿い

箕面市

桜 「桜井のまち
箕面市桜井1丁目周辺
なみ」

箕面市

阿比太神社の桜

箕面市桜ケ丘1-8-1

4月上旬

式内社である阿比太神社は応神天皇2年（271
年）の創建とされており、現在は半町、桜、新
稲地区の氏神です。春は敷地内の桜が咲き誇り
ます。

箕面市

南山北公園の桜

箕面市萱野5丁目3

4月上旬

箕面市立病院の北側にあるこの公園からは、箕
面の山並みが一望できます。春はすぐ下を流れ
る千里川沿いに桜が咲き誇り、隠れた名所と
なっています。

北大阪急行「千里中
央」駅から阪急バス
「市立病院前」下車徒
歩約8分

箕面市

止々呂美の桜

箕面市上止々呂美、下止々呂
4月上旬から中旬
美

景観条例により「止々呂美田園景観保全地区」
に指定された地域で、余野川沿いには棚田があ
り、里山の風景が広がっています。春には、山
の斜面に桜が咲き誇り、日本の原風景を感じる
ことができます。

北大阪急行「千里中
央」駅から阪急バス
「上止々呂美」「下
止々呂美」下車

http://www.city.
minoh.lg.jp/~data
/minohonkochishin/mod
el/09.html

箕面市

箕面さくら並木通
箕面市箕面4丁目周辺
りの桜

4月上旬

南北へ延びる市道才ヶ原線と、箕面駅へ続く東
西の道は、桜が満開になると桜のトンネルがで
き、箕面の隠れた名所として好評です。

阪急箕面線「箕面」駅
または
阪急バス「箕面」停留
所から
東へ徒歩約1０分

http://minohkank
ou.net/sights/are
a/minohsakurana
mikidori/

箕面市

箕面市立萱野三平
記念館「涓泉亭」 箕面市萱野3-1０-4
の桜

4月上旬

赤穂浪士として歴史に名を刻み、俳諧の世界に
もその足跡を残した萱野三平の旧邸長屋門は、
元禄の面影を今に残す歴史遺産として、大阪府
の史跡に指定されています。

北大阪急行「千里中
http://www.city.
央」駅から阪急バス
minoh.lg.jp/bunk
「萱野三平前」下車徒
azai/sanpei.html
歩約2分

4月上旬から中旬

西国三十三所の第二十三番札所。8万坪の境内
には、しだれ桜をはじめ、八重桜やヤマザクラ
など幾重もの桜の花で埋め尽くされます。

北大阪急行「千里中
央」駅から阪急バス
「勝尾寺」下車

箕面市

勝尾寺の桜

箕面市粟生間谷2914−１
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北大阪
箕面市

箕面市

箕面市

摂津市

島本町

高槻市

西江寺の桜

瀧安寺の桜

帝釈寺の桜

新幹線公園の桜

若山神社

摂津峡桜まつり

箕面市箕面2丁目5-27

箕面市箕面公園2-23

箕面市粟生外院2-14-11

摂津市安威川南町

島本町大字広瀬1497

摂津峡公園

4月上旬

修験道の開祖である役行者によって建立された
大聖歓喜天霊場の根本道場です。冬は椿、春は
桜、秋は紅葉と、季節ごとの草花を楽しむこと
ができます。

阪急「箕面」駅または
http://www.nano
阪急バス「箕面」停留
kaichi.com/saikou
所から
ji/
徒歩約5分

4月上旬

650年頃に役行者が箕面寺を建立したのが始ま
り。本堂に祀られている弁財天は日本最初にし
て最古であると伝えられています。瑞雲橋の赤
と桜のピンク、山々の緑、空の青のコントラス
トは一見の価値ありです。

阪急「箕面」駅または
http://www.nano
阪急バス「箕面」停留
kaichi.com/ryuanj
所から
i/
徒歩約15分

4月上旬

聖徳太子の夢の中にあらわれた神々の御神告に
よって宝塔が建立されました。境内のソメイヨ
シノは見事で、桜の名所として知られていま
す。

阪急箕面駅より阪急バ
http://www.taish
ス「外院」下車徒歩約
akuji.or.jp/
5分

3月下旬から4月上
旬

桜シーズンの3月・4月・5月の毎週日曜日に加
えて、5月5日の「こどもの日」に車両内部を
公開します。
時間：午前10時から正午、及び午後2時から4
時。

大阪モノレール「摂
津」駅または「南摂
津」駅から徒歩20分

http://www.city.s
ettsu.osaka.jp/00
00000073.html

JR京都線「島本」
駅・阪急京都線「水無
瀬」駅から、阪急バス
「若山台センター」下
車、徒歩約15分

http://www.shimam
otocho.jp/gyousei/k
akuka/kyouikukodo
mobu/shougaigaku
shuuka/rekishibunk
a/bunkazai/jisyabu
kkaku/123960175
8200.html

見頃 開花状況に
よる

3月31日（土曜
日）から4月15日
（日曜日）

3月31日から4月15日までの期間、摂津峡を
桃色に染める約3,000本もの美しい桜をめでる
イベントを会催。週末を中心に日没後はぼんぼ
りを点灯し、淡い明かりの中で夜桜を楽しむこ
とができます。さらに今年は高槻市観光協会設
立50周年事業として、夜桜のライトアップを
実施。
4月7日（土曜日）、8日（日曜日）の二日間、
よりお花見を楽しくご覧いただけるイベントを
開催。武者行列や太鼓のイベント、飲食ブース
を設置。桜を観ながらお抹茶も楽しめます。
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http://www.city.t
akatsuki.osaka.jp
高槻市営バス「塚脇」 /rekishi_kanko/ka
下車、徒歩10分
nko/database/shi
zen/13274561
24318.html

春爛漫
市町村

大阪花紀行2018花だより（北大阪）
花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

北大阪
4月からの花
箕面市

箕面市

カタクリ

箕面ビジターセンター
（箕面市箕面1576）
政ノ茶屋園地

コバノミツバツツ
箕面山麓・山間部
ジ

4月上旬

阪急「箕面」駅から徒
歩約90分
または、「千里中央」 http://yama駅から阪急バス「勝尾 nami.net/
寺」下車徒歩約30か
ら40分

4月

阪急「箕面」駅から徒
歩約90分
または、「千里中央」 http://yama駅から阪急バス「勝尾 nami.net/
寺」下車徒歩約30か
ら40分

ポピー

アイスランドポ
ピー、ネモフィラ
万博記念公園
4月上旬から下旬
（吹田市千里万博公園1-1）
カモミール、
◆自然文化園 花の丘
シャーレーポピー
5月上旬から下旬

吹田市

ポピーフェア

万博記念公園
4月7日（土曜日） オレンジや白、イエローなどの色鮮やかなアイ 自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
http://www.expo
スランドポピーが花の丘を春色に染める。淡い
（吹田市千里万博公園1-1） から5月７日（月曜 ブルーの花を咲かせるネモフィラとのコントラ 料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5 70-park.jp/
生70円
分
◆自然文化園 花の丘
日）
ストも必見。

吹田市

チューリップ

万博記念公園 自然文化園
チューリップの花園
４月中旬から下旬
（吹田市千里万博公園1-1）

吹田市

4月7日（土曜日）
チューリップフェ 博公園1-1）
から4月30日（日
◆自然文化園 チューリップ
スタ
曜・祝日）

吹田市

万博記念公園（吹田市千里万
の花園

豊中市

チューリップ

服部緑地 都市緑化植物園
（豊中市寺内1-13-1）

4月中旬

約40万本ものアイスランドポピーが花の丘一 自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
http://www.expo
面を覆い尽くすように咲き誇り、まさに丘一面 料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
70-park.jp/
が春色に染まります。
生70円
分

約30品種10万球の色とりどりのチューリップ
が花園一面に広がります。見渡す限りチュー
リップが咲き誇る様は圧巻です。

大阪モノレール「万博
http://www.expo
記念公園｣駅から徒歩5
70-park.jp/
分

チューリップが花園一面を、一重咲きのものか 自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
http://www.expo
ら八重咲きのものまで多品種のチューリップが 料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
70-park.jp/
分
生70円
勢ぞろい。

都市緑化植物園内、四季の庭の流れ沿いに
チューリップが咲きます。見頃は4月中旬で
す。
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入園料：210円（中学生
以下は無料）

北大阪急行「緑地公
園」駅 徒歩10分

http://hattori.osa
kapark.or.jp/guide/f
acility/botanical/

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（北大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

北大阪
高槻市

箕面市

レンゲまつり

カスミザクラ

4月22日（日曜
高槻市三島江2・3丁目の田 日）
んぼ
10時30分から12
時30分

教学の森、才ヶ原林道など

箕面市

ウワミズザクラ

箕面市

レンゲ 「石丸レ
箕面市石丸地区
ンゲ畑」

箕面市

カエデの新緑

箕面山麓・山間部

箕面山麓・山間部

4月中旬頃から、休耕田を利用した広大なレン
ゲ畑を見渡せます。ほのぼのとした田園風景に
溶け込む癒しの空間となっています。
レンゲまつりでは、もちつき、ポップコーン、
押し花のしおり作りなどを実施します。

http://www.city.tak

高槻市営バス「三島江 atsuki.osaka.jp/kak
uka/sangyou/nouri
南口」下車、徒歩5分 n/oshirase/14223
21398014.html

4月下旬

阪急「箕面」駅から徒
歩約90分
または、「千里中央」 http://yama駅から阪急バス「勝尾 nami.net/
寺」下車徒歩約30か
ら40分

4月下旬

阪急「箕面」駅から徒
歩約90分
または、「千里中央」 http://yama駅から阪急バス「勝尾 nami.net/
寺」下車徒歩約30か
ら40分

4月下旬

石丸地区は、のどかな原風景の水田が広がって
います。毎年、田植えの前に、地域の農家さん
がレンゲ畑を開放しています。

北大阪急行「千里中
央」駅から阪急バス
「石丸」下車徒歩約3
分車

https://www.city.
minoh.lg.jp/busin
ess/nougyou/ind
ex.html

阪急「箕面」駅から徒
歩約90分
または、「千里中央」 http://yama駅から阪急バス「勝尾 nami.net/
寺」下車徒歩約30か
ら40分

4月下旬から

5月の花
茨木市

若園公園のバラ

箕面市

勝尾寺のしゃくな
箕面市粟生間谷2914−１
げ

茨木市真砂二丁目、若園町

春バラ 5月初旬か
ら6月初旬

市の花バラが、約150品種、およそ2,300株
植えられています。春と秋には、美しい花を咲
かせ、園内いっぱいに甘い香りが漂います。
【見ごろ】
春バラ 5月初旬から6月初旬
秋バラ 10月下旬から11月中旬

JR京都線「茨木」
駅、阪急京都線「茨木
市」駅より近鉄バス
「若園公園前」下車
徒歩3分

http://www.city.ibar
aki.osaka.jp/kikou/k
ensetsu/koen/men
u/koenshokai/koue
n_ryokuchi/wakazo
no.html

しゃくなげまつり
5月中旬

セイヨウシャクナゲや屋久島シャクナゲなど
2500株のシャクナゲが約8万坪の境内の至る
ところで楽しむことができます。

北大阪急行「千里中
央」駅から阪急バス
「勝尾寺」下車

http://www.kats
uo-ji-temple.or.jp/
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（北大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

北大阪
箕面市

瀧安寺周辺斜面
（箕面市箕面公園）

シイの花

5月上旬

ジャケツイバラ

箕面川ダム周辺、箕面山麓・
5月
山間部

豊中市

アジサイ

服部緑地 都市緑化植物園
（豊中市寺内1-13-1）

吹田市

ばら庭園ライト
万博記念公園
アップイベント
5月中旬から6月中
（吹田市千里万博公園1-1）
旬
「ROSE DE MAI ◆平和のバラ園
2018」

吹田市

ローズフェスタ

高槻市

卯の花
里」

箕面市

ユキノシタ

箕面市

「玉川の

阪急「箕面」駅から徒
歩約90分
または、「千里中央」 http://yama駅から阪急バス「勝尾 nami.net/
寺」下車徒歩約30か
ら40分
阪急「箕面」駅から徒
歩約90分
または、「千里中央」 http://yama駅から阪急バス「勝尾 nami.net/
寺」下車徒歩約30か
ら40分

5月中旬から6月下 都市緑化植物園内の芝生広場周りの園路沿いに
入園料：210円（中学生
アジサイの花が、5月中旬から6月下旬に見頃
以下は無料）
旬
を迎えます。

北大阪急行「緑地公
園」駅 徒歩10分

http://hattori.osa
kapark.or.jp/guide/f
acility/botanical/

アイリッシュミストやピースなど、1970年の
自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
http://www.expo
大阪万博当時に、世界9か国から平和を願って
料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
寄贈された品種をはじめ、約90品種5,600株
70-park.jp/
生70円
分
のバラたちが、色艶やかに咲き競います。

万博記念公園
大阪モノレール「万博
5月中旬から5月下 約5,600株のバラの観賞。バラの講習会、女性 自然文化園・日本庭園入園
http://www.expo
料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
（吹田市千里万博公園1-1）
限定ローズハンドトリートメント
など。
70-park.jp/
旬（予定）
分
生70円
◆平和のバラ園
平安期より和歌や俳句、川柳に詠まれた“卯の
花の玉川”。卯の花や月の名所として名高く、
高槻市の花に卯の花が指定されたのもこの地が
由来。「摂津国三島の玉川」として全国・六玉
川の一つに数えられます。

高槻市営バス「玉川橋
団地」下車、徒歩3分
「唐崎西口」下車、徒
歩8分

http://www.city.tak
atsuki.osaka.jp/rekis
hi_kanko/kanko/da
tabase/shizen/132
7372559549.html

水辺を好み群生して生えるユキノシタ。花びら
箕面公園滝道沿い、散策路沿 5月中旬から6月下 の下2枚が長く特徴的な形をしています。見ご
い
旬
ろは5月から6月です。

阪急箕面線「箕面」駅

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

高槻市玉川1丁目

5月中旬から下旬
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（北大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

北大阪
6月の花
池田城跡園内にある、やぐら風展望休憩舎から
の眺めは、池田市街地、阪神高速道路の新猪名
川大橋や園内が一望できます。 6月には約
2,000株の白ユリが良い香りで出迎えます。

http://www.ikeda
shikanko.jp/recomm
end-spot05.html

池田市

池田城跡公園の白 池田城跡公園（池田市城山町
6月初旬から下旬
3-46）
百合

吹田市

あじさい

万博記念公園
自然文化園・日本庭園入園 大阪モノレール「万博
6月上旬から6月下 ベニガクや一時は「幻のあじさい」とまで言わ
http://www.expo
れたシチダンカなど、約30品種4,000株のア 料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
（吹田市千里万博公園1-1）
70-park.jp/
旬
ジサイが梅雨の公園に彩りを添えます。
生70円
分
◆自然文化園 あじさいの森

吹田市

あじさい祭

万博記念公園
大阪モノレール「万博
6月上旬から6月下 約4,000株の色とりどりのアジサイが観賞でき 自然文化園・日本庭園入園
http://www.expo
料：大人250円、小中学 記念公園｣駅から徒歩5
（吹田市千里万博公園1-1）
る。あじさいに季題にした俳句も募集。
70-park.jp/
旬（予定）
生70円
分
◆自然文化園 あじさいの森

茨木市

長谷・下音羽のあ de愛・ほっこり「見山の
郷」
じさい
（茨木市長谷1131）

池田市

花菖蒲まつり

水月公園
（池田市鉢塚3-6-1）

6月上旬から下旬

6月9日・10日
（予定）

市内山間部の「見山の郷」周辺では約1,000株
のアジサイが植えられており、梅雨時期にはま
とまって咲く姿が彩りを添え、見る人を毎年楽
しませています。また、近接する「見山の郷」
では季節の新鮮野菜の販売や一休みできる茶店
があります。
池と人工滝の修景を活かした公園。中段の池に
は、友好都市である中国・蘇州市から贈られた
斉芳亭が水面に映えます。花菖蒲は 約6０種6,
０００株が見事に咲きそろいます。
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阪急電鉄宝塚線「池
田」駅から徒歩15分

http://www.city.ib
阪急京都線「茨木市」 araki駅から阪急バス「長谷 kankou.or.jp/kan
口」下車徒歩数分
ko/syosai/nature
14.html

阪急電鉄宝塚線「池
田」駅から阪急バス
「鉢塚」下車3分

http://www.city.ik
eda.osaka.jp/

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（東部大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

東部大阪
早春の花

枚方市

東大阪市

八尾市

八尾市

様々な品種の梅が見られます。品種によっては
1月から咲いているものもあります。梅の見頃
入園：無料
にあわせて、キッチンカーの出店も予定してい
ます。

京阪本線「枚方市」駅
より京阪バス「出屋
http://yamadaike.
敷」下車すぐ
またはＪＲ学研都市線 osaka-park.or.jp/
「藤阪」駅下車
北西へ700ｍ

梅

山田池公園
（枚方市山田池公園1-1）
◆花木園

菜の花

近鉄河内小阪・八戸ノ里駅周
2月から3月頃まで
辺

近鉄大阪線「河内小
阪」「八戸ノ里」駅

http://www.shiba
zaidan.or.jp/nano
hana/diary/index.
php

久宝寺緑地
（八尾市西久宝寺323）
北地区花の広場

久宝寺緑地北地区では、梅、桃、桜が順番に春
を告げていきます。
ピンク、白と可憐に咲く梅の花をお楽しみくだ
さい。

近鉄大阪線「久宝寺
口」駅下車 徒歩15
分
JR大和路線「加美」
駅下車 北東へ 徒歩
15分
JR大和路線「久宝
寺」駅下車 北へ 徒
歩15分

http://www.toshi
kouen.jp/staticpa
ges/index.php/ky
uhouji_top

久宝寺緑地北地区では、梅、桃、桜が順番に春
を告げていきます。

近鉄大阪線「久宝寺
口」駅下車 徒歩15
分
JR大和路線「加美」
駅下車 北東へ 徒歩
15分
JR大和路線「久宝
寺」駅下車 北へ 徒
歩15分

http://www.toshi
kouen.jp/staticpa
ges/index.php/ky
uhouji_top

公園一帯をソメイヨシノなどの桜が薄紅色に染
めます。
桜の園では早咲きや八重桜など様々な品種の桜
があり、春の訪れとともに5月上旬まで次々に
咲き始めます。外環状線沿いの園路には美しい
ソメイヨシノの並木が続きます。

JR学研都市線「四条
畷」駅下車
西へ1.3ｋｍ

http://www.fuka
kitaryokuchi.jp/

梅

モモ

久宝寺緑地
（八尾市西久宝寺323）
北地区ファミリー広場

2月上旬から3月中
旬

2月中旬から

3月中旬から

3月中旬からの花
大東市

桜

深北緑地（大東市深野北4） 3月中下旬から5月
◆園内全体 桜の園
初旬
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（東部大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

3月末から4月にか となりには淀川が流れ、自然豊かで、森林浴も
できる公園です。
けて

大阪市営地下鉄谷町線
「守口｣駅から徒歩15
分
京阪本線「守口市」駅
から小型循環ﾊﾞｽ「ﾀｳﾝ
くる」に乗車し、「下
島小学校」下車すぐ

http://www.city.mor
iguchi.osaka.jp/kak
ukanoannai/kikaku
zaiseibu/kohokoch
oka/koho/shisetsui
chiran/koen/cyubu
chiku/144541544
8051.html

東部大阪
市内で2番目に大きな公園です。

守口市

下島公園の桜

守口市八雲北町1丁目1番地

花と緑の情報発信基地の花図かんもあります。

守口市

桃町緑道公園 約
300mの桜の並 守口市梅町1番地
木道

3月末から4月にか 春になると桜がとてもきれいな緑道公園です。
大阪みどりの百選にも選ばれています。
けて

http://www.city.mor
iguchi.osaka.jp/kak
ukanoannai/kikaku
大阪市営地下鉄谷町線 zaiseibu/kohokoch
oka/koho/shisetsui
「守口」駅下車すぐ
chiran/koen/cyubu
chiku/144541573
8213.html

枚方市

牧野公園のさくら
枚方市牧野阪2丁目
（枚方八景）

見頃 開花状況に
よる

平安時代このあたりは、交野ヶ原と呼ばれ桜の
名所でした。片埜神社の北側にあるこの公園
は、枚方八景のひとつ「牧野の桜」に選ばれ、
桜の季節には多くの市民が訪れる憩いの場に
なっています。

http://www.city.hi
京阪「牧野」駅から徒 rakata.osaka.jp/0
歩5分
000000760.htm
l

枚方市

車塚公園のさくら 枚方市車塚1丁目5番地他

見頃 開花状況に
よる

緩やかな勾配のある斜面に、市民参加による桜
の植樹とともに、木立の中に園路を設け桜の丘
を整備しました。春には満開の桜を眺めること
ができます。

http://www.city.hi
京阪枚方市駅から京阪
rakata.osaka.jp/0
バス「片鉾・中央図書
000004707.htm
館」下車すぐ
l

枚方市

水面廻廊（みなも 枚方市桜町４番付近から出口
見頃 開花状況に
かいろう）のさく ６丁目３６番付近まで
よる
(2.8km)
ら

水面廻廊は枚方市南西部に位置し、人と生物・
自然が共存しながら多くの人々が集い、水に親
しめ、安らぎのある親水空間として現存する歴
史ある水路を新しく再生したもので、三十石船
のレプリカも見ることができます。

京阪本線「枚方公園
駅」より徒歩8分

https://www.city.
hirakata.osaka.jp/
site/suidou/keika
nsuiro.html

久宝寺緑地北地区では、梅、桃、桜が順番に春
を告げていきます。

近鉄大阪線「久宝寺
口」駅下車 徒歩15
分
JR大和路線「加美」
駅下車 北東へ 徒歩
15分
JR大和路線「久宝
寺」駅下車 北へ 徒
歩15分

http://www.toshi
kouen.jp/staticpa
ges/index.php/ky
uhouji_top

八尾市

桜

久宝寺緑地
（八尾市西久宝寺323）
◆北地区ファミリー広場

4月上旬
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（東部大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

東部大阪
寝屋川市

打上川治水緑地の
寝屋川市太秦桜が丘
桜

寝屋川市

桜のライトアップ
3月30日（金曜
～寝屋川・姫伝説 打上川治水緑地
日）から4月8日
～“今年は夜桜ピ （寝屋川市太秦桜が丘地内） （日曜日）
クニック”

見ごろ 開花状況
による

洪水のときに寝屋川と打上川の両河川の流量を
調整するための施設です。ウォーキングコース
があり、散歩やジョギングが盛んです。緑地内
の池には野鳥が飛来し、春には桜が満開とな
り、水と緑のふれあえる場所です。

http://www.city.ney
agawa.osaka.jp/org
京阪「寝屋川市」駅か anization_list/machi
_kensetsu/mizu_mi
ら京阪バス「観音橋」 dori/sinai_no_kouen
下車すぐ
n_ni_tuite/tosikoue
nn_no_syoukai/137
8271780241.html

寝屋川の夜空と水面を彩る桜のライトアップ、
今年も開催します。カフェやスイーツもパワー
アップしてお出迎え。幻想的な春の夜を、ゆっ
たりとお楽しみください。
【桜のライトアップ点灯時間】18時30分から
21時
【桜カフェ】＜平日＞17時から21時、＜土日
＞12時から21時

http://www.city.ney
agawa.osaka.jp/org
京阪「寝屋川市」駅か anization_list/keieiki
kaku/kikakuseisaku
ら京阪バス「観音橋」 /sakura_purojyekut
下車すぐ
o/h29_torikumi/14
91889842310.ht
ml

京阪「寝屋川市」駅か
ら京阪バス「点野団
地」、「点野」、「太
間口」、「太間公園」
下車すぐ

http://www.city.ney
agawa.osaka.jp/org
anization_list/kyoiku
_shakaikyoiku/bunk
asport/bunkazai/co
seitiran/13782823
49425.html

寝屋川市

幹線水路の桜

寝屋川市木屋元町から仁和寺 見ごろ 開花状況
本町の水路沿い
による

地元の人々が守り続けた水路の桜は、木屋元町
～仁和寺本町の約4キロメートルにもわたる桜
並木となり、平成元（1989）年には「大阪み
どりの百選（主催：大阪府）」にも選ばれた、
知る人ぞ知る桜の名所です。

寝屋川市

友呂岐緑地の桜
（寝屋川八景）

寝屋川市駅北部から萱島駅間 見ごろ 開花状況
の水路沿い
による

京阪寝屋川市駅北部から萱島駅までを結ぶ約
3.5キロメートルの緑地は、見事に成長した約
350本のサクラ並木が有名で、お花見やウォー
キングなどでにぎわっています。

京阪「寝屋川市」駅か agawa.osaka.jp/Rec
ommend/shinneyag
ら「萱島」駅間
awahakei/138248

京阪「萱島」駅及び京
阪「寝屋川市」駅から
京阪バス（タウンく
る）「木田・河北ルー
ト」で「堀溝」下車、
北へ徒歩5分

http://www.city.ney
agawa.osaka.jp/org
anization_list/machi
_kensetsu/mizu_mi
dori/sinai_no_kouen
n_ni_tuite/tosikoue
nn_no_syoukai/137
8271770094.html

http://www.city.ney

5751313.html

寝屋川市

南寝屋川公園の桜
寝屋川市讃良東町6-1付近
（寝屋川八景他）

見ごろ 開花状況
による

市民グラウンドやテニスコートなどのスポーツ
施設をはじめ、散策路が整備されています。春
には桜が満開となり、市民のみなさんの憩いと
安らぎの場として、多くの人から親しまれてい
ます。

寝屋川市

寝屋川市公園墓地
寝屋川市池の瀬町5番2号
の桜

見ごろ 開花状況
による

市の東北部に位置し、美しい緑とうるおいのあ
る公園墓地として墓地利用者や地元市民に親し
まれており、春には落ち着いた雰囲気の中、桜
園や園路沿いに咲いている満開の桜を楽しんで
いただいています。

京阪「寝屋川市」駅か
ら京阪バス「21寝屋
川団地」行き「寝屋」
バス停下車

http://www.city.n
eyagawa.osaka.jp
/shisetsu/13825
75634963.html

三井団地の桜並木 寝屋川市三井が丘2丁目（三 見ごろ 開花状況
による
（寝屋川八景他） 井中央幼稚園周辺）

打上川治水緑地の北側にある三井団地内では、
四月になると道路の両側に植えられた桜が満開
になり、桜のトンネルを通り抜けるような気分
になり、市民の人気を博しています。

京阪「香里園」駅また
は「寝屋川市」駅から
京阪バス「三井団地」
バス停下車

http://www.city.n
eyagawa.osaka.jp
/Recommend/shi
nneyagawahakei/
138248575131
3.html

寝屋川市
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（東部大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

東部大阪
寝屋川市

寝屋川市

成田山不動尊の桜
寝屋川市成田西町10-1
（寝屋川八景）

桜

府営寝屋川公園
（寝屋川市寝屋川公園
1707）
◆花の道

見ごろ 開花状況
による

寝屋川公園の桜と言えば、「花の道」の桜。ソ

3月下旬から4月上 メイヨシノやオオシマザクラが一斉に開花し、
打上川沿いの公園を淡いピンク色に染め上げ、
旬
絶好のお花見スポットになります。

見頃 開花状況に
よる

門真市

砂子水路の桜

柏原市

竜田古道の里山公 里山公園）
３月下旬から４月
（柏原市大字雁多尾畑652− 上旬
園の桜

門真市三ツ島

砂子水路内

千葉県成田市にある成田山新勝寺の大阪別院と
して創建され、交通安全の「お不動尊」として
親しまれ、新寝屋川八景にも選ばれました。満
開となった桜が境内を美しく彩り、風情がいっ
そう際立ちます。

砂子水路は三ツ島東部を南北に縦断する水路で
す。500メートルある水路の両岸に約200本
のソメイヨシノが植えられていて、春には市内
で一番の桜の名所になります。その風景は「大
阪みどりの百選」に選ばれています。

スマイルランド（竜田古道の

東大阪市

四條畷市

四條畷市

枚岡公園は、国定公園のなかにある府営公園で

枚岡公園
（東大阪市東豊浦町1212）

す。公園の入り口となる桜園路で、花のトンネ
3月下旬から4月上 ルが現れ、桜広場や枚岡山展望台まで登ると、
旬
見事なサクラが皆さんの目を楽しませてくれま

コブシ

くさか園地
（東大阪市上石切町 他）

3月下旬から4月上
旬

飯盛桜

四條畷神社
3月下旬から4月上 四條畷神社の境内には桜や楓が植えられてお
（四條畷市南野2丁目18番1
り、中でも春の景観は見事なものです。
旬
号）

桜

飯盛霊園の桜

飯盛霊園

JR学研都市線「東寝
屋川」駅下車
北西へ675ｍ

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

京阪本線「古川橋」駅
から京阪バス「門真団
地行」またはコミュニ
ティバス「地下鉄門真
南」行で「三島団地
前」下車

https://www.city.
kadoma.osaka.jp/
shisei/k_shokai/m
eisho.html

ＪＲ大和路線「河内堅
http://k上駅」より車で5分
smileland.sakura.
ＪＲ大和路線「高井田
ne.jp/
駅」より車で7分

9）

東大阪市

京阪本線「香里園」駅
から徒歩15分または http://www.osak
京阪バス「成田山不動 a-naritasan.or.jp/
尊前」下車すぐ

す。

http://www.osak
a近鉄奈良線「額田」駅
park.or.jp/nanbu/
下車 徒歩約8分
hiraoka/main.htm
l

http://osaka近鉄奈良線「石切」駅
midori.jp/mori/ch
から徒歩約60分
ubu/kusaka.html

3月下旬から4月上 桜並木とツツジの植え込みが続く飯盛霊園、春
の訪れとともに5,000本の桜が咲き、あたかも
旬
霞がたなびく様相です。
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JR学研都市線「四条
畷」駅から徒歩15分

http://www.city.shij
onawate.lg.jp/kank
o_sangyo_bunka/k
anko/meisho_kyuus
eki/14097935359
48.html

JR学研都市線「四条
畷」駅からコミュニ
ティバス「飯盛霊園」
下車

http://www.city.shij
onawate.lg.jp/kank
o_sangyo_bunka/k
anko/meisho_kyuus
eki/14097935359
48.html

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（東部大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

星田妙見宮と星田神社の間、妙見川の両岸を約
400mから500mにわたって、約300本の桜
が咲く。ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヒカンザ
クラなどが咲き誇り、桜のトンネルを作る。
「妙見の観桜」として、交野市の交野八景にも
指定されている。

料金その他

アクセス

URL

東部大阪
ＪＲ学研都市線「星
田」駅から徒歩約30
分

交野市

妙見（みょうけ
ん）の桜並木

大阪府交野市星田9-60-1

3月下旬から4月中
旬

交野市

ミズバショウ

くろんど園地
(交野市大字私部3192-1)

3月下旬から4月上
旬

つばき展

山田池公園
（枚方市山田池公園1-1）
◆花しょうぶ園

3月24日（土曜
日）から3月31日
（土曜日）
開園時間：9時30
分から16時30分

なるかわ園地
（東大阪市上四条町 他）

4月中旬から4月下
旬

http://osaka近鉄奈良線「瓢箪山」 midori.jp/mori/ch
駅下車徒歩40分
ubu/narukawa.ht
ml

むろいけ園地
4月上旬から4月中
（四條畷市大字逢阪、大字清
旬
滝及び大字南野地内）

ＪＲ学研都市線「四条
畷」駅下車、ハイキン
グコースを徒歩60分
又はコミュニティーバ
http://osakaス利用の場合、さつ
midori.jp/mori/mu
きヶ丘公園行きで、平
roike/index.html
日は「逢阪」バス停下
車徒歩10分、土日祝
は「緑の文化園」バス
停下車すぐ

枚方市

http://osaka京阪交野線「私市」駅
midori.jp/mori/kur
から徒歩60分
ondo/index.html

肥後六花の一つである「肥後椿」等、約30鉢
を展示します。
入園：無料
早春の園内で様々な色や形の椿をお楽しみくだ
さい。

京阪本線「枚方市」駅
より京阪バス「出屋
http://yamadaike.
敷」下車すぐ
またはＪＲ学研都市線 osaka-park.or.jp/
「藤阪」駅下車
北西へ700ｍ

4月からの花
東大阪市

サクラ

四條畷市

サクラ

交野市

コバノミツバツツ ほしだ園地
4月上旬から4月下
（交野市大字大字星田地内） 旬
ジ

京阪電鉄交野線「私
市」駅下車、徒歩40
分
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http://osakamidori.jp/mori/ho
shida/index.html

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（東部大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

東部大阪

枚方市

桜草展

山田池公園
（枚方市山田池公園1-1）
◆花しょうぶ園

みずのみ園地
（八尾市神立 他）

4月14日（土曜
日）から5月6日
（日曜日）
開園時間：9時30
分から16時30分

「日本桜草」約100品種を順次展示する予定で
す。
入園：無料
春を告げる様々な品種の桜草をお楽しみくださ
い。

京阪本線「枚方市」駅
より京阪バス「出屋
http://yamadaike.
敷」下車すぐ
またはＪＲ学研都市線 osaka-park.or.jp/
「藤阪」駅下車
北西へ700ｍ
近鉄信貴線「服部川」
駅から徒歩約70分
または、近鉄奈良線
「瓢箪山」駅から近鉄
バス「大竹」下車、徒
歩60分。

八尾市

サクラ

寝屋川市

寝屋川沿いのつつ 寝屋川両岸（桜木町から神田 見ごろ 開花状況
町）
による
じ

寝屋川市駅近くの寝屋川両岸には、つつじが植
栽されています。特に桜木橋上下流では圧倒的
な質感で、白、ピンク、赤の花がぜいたくな空
間を演出します。

京阪「寝屋川市」駅

久宝寺緑地（八尾市西久宝寺 4月28日（土曜
323）
日）から5月20日
◆シャクヤク園
（日曜日）

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月末までシャクヤ
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
はライトアップ、久宝寺野点、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。

近鉄大阪線「久宝寺
口」駅下車 徒歩15
分
JR大和路線「加美」
駅下車 北東へ 徒歩
15分
JR大和路線「久宝
寺」駅下車 北へ 徒
歩15分

八尾市

シャクヤク

4月下旬

http://osakamidori.jp/mori/ch
ubu/mizunomi.ht
ml

http://www.toshi
kouen.jp/staticpa
ges/index.php/ky
uhouji_top

5月の花
東大阪市

枚方市

ツツジ

なるかわ園地
（東大阪市上四条町 他）

市民の森（鏡伝池
緑地）の花しょう 枚方市楠葉丘2丁目
ぶ

http://osaka近鉄奈良線「瓢箪山」 midori.jp/mori/ch
ubu/narukawa.ht
駅下車徒歩40分
ml

5月上旬

5月中旬から6月下
旬

市民の森（鏡伝池緑地） 鏡伝池のあたりは、
古く平安貴族の遊猟の池と言われ、池面に映る
月を詠んだ歌も残されています。「くもらじな
真澄の鏡影そふる 樟葉の宮の 春の夜の月」
一条実経 続古今和歌集より花の森コミュニ
ティ広場、せせらぎの森など８つのゾーンから
なる緑地です。
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http://www.city.hi
京阪本線「楠葉」駅か
rakata.osaka.jp/0
ら市民の森行きバス停
000004605.htm
下車すぐ
l

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（東部大阪）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

5月25日（金曜
日）から6月25日
（月曜日）
ライトアップ期間
6月2日（土曜日）
から6月10日（日
曜日）

約140品種･約10,000株の花菖蒲や、約
2,600株のｱｼﾞｻｲなど、色とりどりの花を観賞
できます。開花の最盛期に行うライトアップが
人気です。

入園：無料
開園時間：9時30分から
19時 （※ライトアップ
期間中は20時30分まで）

アクセス

URL

東部大阪

枚方市

花しょうぶ

山田池公園
（枚方市山田池公園1-1）
◆花しょうぶ園

京阪本線「枚方市」駅
より京阪バス「出屋
http://yamadaike.
敷」下車すぐ
またはＪＲ学研都市線 osaka-park.or.jp/
「藤阪」駅下車
北西へ700ｍ

6月の花
東大阪市

あじさい

近鉄生駒ケーブル「生 http://osaka駒山上」駅から徒歩
midori.jp/mori/ch
20分
ubu/nukata.html

ぬかた園地（東大阪市山手町 6月下旬から7月上
他）
旬
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

南河内
早春の花
「大阪のみどり百選」にも選ばれている道明寺

藤井寺市

梅まつり

道明寺天満宮
2月9日（金曜日） 天満宮境内の梅園では、約1万坪の広さに紅白
（藤井寺市道明寺1丁目16- から3月13日（火 約80種800本の梅が見事に咲き誇ります。期
間中は、コンサートや野点、盆梅展など様々な
40）
曜日）まで

近鉄南大阪線「道明
寺」駅より徒歩約3分

http://www.domy
ojitenmangu.com
/ume.shtml

行事が行われます。

河内長野
市

観心寺の梅

河内長野市寺元475

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

河内長野
市

ウメ

河南町

近つ飛鳥風土記の つ飛鳥風土記の丘
（南河内郡河南町大字東山
丘の梅

2月中旬から3月中
旬頃

3月上旬

役行者が開き、弘法大師が再興としたといわれ
る観心寺。国宝指定の金堂や・重要文化財が多
く、境内には梅・桜をはじめ、ツツジ・紅葉・
椿などの四季折々の彩りが美しい花の寺として
も有名です。

約90品種、約340本

大阪府立近つ飛鳥博物館・近

フクジュソウ

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。
近鉄長野線「喜志」駅
または「富田林」駅か http://www.chika
ら金剛バスで「阪南ネ tsu-asuka.jp/
オポリス」停下車

見頃 2月から3月
にかけて

299）

千早赤阪
村

南海高野線・近鉄長野
線「河内長野」駅から http://www.kans
南海バス「観心寺」下 hinji.com/
車すぐ

・南海高野線「河内長
野」駅から南海バス
「金剛山ロープウエイ
前」下車 または近鉄
長野線「富田林」駅か http://osakaら金剛バス「千早ロー midori.jp/mori/chi
haya/index.html
プウエイ前」下車
ハイキングコースを徒
歩60分または金剛山
ロープウエイ「金剛
山」駅

ちはや園地
2月上旬から4月下
（南河内郡千早赤阪村大字千
旬
早1313-2）
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

南河内
3月中旬からの花
河内長野
市

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

大阪府立花の文化園

クリスマスローズ （河内長野市高向2292-

3月中旬

1）

大阪で最も早く開花するコシノヒガンから、4
月下旬に花開くスルガダイニオイまで多くの品
種があり、長く桜を観賞できます。北堤の「桜
の廻廊」からは、世界的建築家安藤忠雄氏が設
計した狭山池博物館へアクセスでき、飛鳥時代
の築造から1400年に及ぶ狭山池の歴史を満喫
できます。（入館無料）

大阪狭山
市

狭山池の桜

大阪狭山市岩室1402-1

市ＨＰ開化情報

富田林市

桜

錦織公園 桜木の里
（富田林市錦織1560）

3月下旬から4月上 桜木の里にてサクラが見ごろをむかえていま
す。芝生の広場にはソメイヨシノがたくさんあ
旬
り、花見を楽しむ人たちでにぎわいます。

富田林市

寺池公園周辺の桜
富田林市寺池台四丁目
並木

富田林市

河内長野
市

桜祭

滝谷公園

富田林市彼方（おちかた）

河内長野市の桜の
長野公園「奥河内さくら公
名所で春を楽しも 園」（長野地区）
う！

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。
http://www.city.o
sakasayama.osak
南海高野線「大阪狭山 a.jp/sosiki/seisak
市」駅から約500ｍ
uchoseishitsu/kik
akugurupu/saya
maikeguide.html

南海高野線「滝谷不
動」駅または近鉄長野 http://nishikori線「滝谷」駅から徒歩 park.jp/
約20分

桜の開花状況によ
る

金剛団地内にある、溜池を公園整備した池であ
るが、池の周りに桜が植えてあるので、春は花
見、秋は紅葉と、四季折々の景観が抜群です。
金剛団地が開発されたときから植わっているの
で、樹に貫禄があり、桜の時期は圧巻です。

http://www.mina
mikawachi.jp/insti
南海高野線「金剛」駅
tution_list05.php
から徒歩10分
?area=7&instituti
on=5

桜の開花状況によ
る

小高い丘全体が公園になっており、遊歩道を散
策しながら頂上へ向かうと、ベンチや遊具が設
夜桜照明を3月下旬から4
置されています。見晴らしがよく、春には公園
月中旬ごろまで実施
全体が桜でおおわれ、お花見にもおすすめで
す。

http://www.mina
近鉄長野線「滝谷不
mikawachi.jp/insti
動」駅
tution_list05.php
南海高野線「滝谷」駅
?area=7&instituti
各駅から徒歩7分
on=5

3月下旬から4月中 新河内長野八景にも選ばれている長野公園の
桜。豊かな緑を背景に春の桜を楽しみません
旬
9時から17時まで か。

18 / 43 ページ

料金：無料

南海高野線・近鉄長野
線「河内長野」駅から
南東へ約300m。徒歩
約10分。
※駐車場はございませ
んので公共交通機関を
ご利用の上、徒歩でお
越しください。

https://www.tos
hikouen.jp/staticpa
ges/index.php/na
gano_top

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

河内長野市小山田町674-5

3月下旬から4月上
旬

4つのエリアからなる公園。それらのエリアを
ベンチなどを配した園路で結び、散策やジョギ
ングを楽しみながら移動できるように作られた
河内長野市唯一の総合公園です。
園内には約550本の桜があり、池畔に咲き誇る
桜が水面にも美しく映えます。

河内長野市寺元475

3月下旬から4月上 る観心寺。国宝指定の金堂や・重要文化財が多
く、春の桜をはじめ、四季折々の彩りが美しい
旬頃
花の寺としても有名です。境内には約100本の

料金その他

アクセス

URL

南河内
河内長野
市

寺ヶ池公園の桜

南海・近鉄「河内長
野」駅から南海バス
「赤峯」下車すぐ

役行者が開き、弘法大師が再興としたといわれ
河内長野
市

観心寺の桜

南海高野線・近鉄長野
線「河内長野」駅から http://www.kans
南海バス「観心寺」下 hinji.com/
車すぐ

桜があり、訪れた人々を和ませます。

河内長野
市

河内長野
市

河内長野
市

羽曳野市

天野山金剛寺の桜 河内長野市天野町996

サクラ

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

3月下旬から4月上
旬

「天野山金剛寺」は奈良時代、聖武天皇の勅命
により、行基菩薩が密教の寺院として創建しま
した。平安時代末期に阿観上人が復興すること
で、中世に巨大な境内都市として発展してきま
した。
寺院内には約50本の桜があり、渓流沿いに咲
く桜並木や大きなしだれ桜、遅咲きの八重桜や
御衣黄なども楽しめます。

南海高野線・近鉄長野
線「河内長野」駅から http://amanosan
南海バス「天野山」下 -kongoji.jp/
車すぐ

3月下旬から4月上
旬

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

3月下旬

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

スイセン

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

桜

石川河川公園 駒ヶ谷地区、
石川河川公園では、3月末から4月初めごろ
千早花街道～千早つどいの広 3月末から4月初め に、駒ヶ谷地区、千早花街道から千早つどいの
広場で、桜が見ごろを迎えます。
場
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http://kawachina
gano-park.or.jp/

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
ろの郷」停留所下車、 http://gfc徒歩10分。または、 osaka.com/news
「高向」行きにて「上 /
高向」停留所下車、徒
歩15分。
「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。

近鉄南大阪線「駒ヶ
谷」駅から徒歩約4分
ほか

http://www.osak
apark.or.jp/nanbu/
ishikawa/main.ht
ml

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

近鉄南大阪線「古市」
駅から近鉄バスで15
分、「羽曳が丘西3丁
目北バス停」から徒歩
15分
近鉄南大阪線「藤井
寺」駅から近鉄バスで
15分、「羽曳が丘9丁
目・10丁目バス停」
から徒歩10分

http://www.city.h
abikino.lg.jp/05sh
isetsu/02shiratori
/index.html

南河内

羽曳野市

「道の駅 しらと
道の駅しらとりの郷・羽曳野 見ごろ 開花状況
りの郷・羽曳野」 羽曳野市埴生野975-3
による
の桜

藤井寺市

菜の花
古墳

藤井寺市

道明寺天満宮の桜 藤井寺市道明寺1-16-40

藤井寺市

津堂城山 津堂城山古墳
（藤井寺市津堂）

津堂城山古墳の桜 藤井寺市津堂

物産館のタケル舘・農産物直売所のあすかてく
るで・バーベキュー広場が併設されています。
※駐車場に限りがありますので、バス等の公共
交通機関をご利用ください。

3月下旬から4月中 同時に桜も咲き乱れ、華やかな景色を生み出し
ます。
旬

近鉄南大阪線「藤井
寺」駅より徒歩約19
分

4月上旬

近鉄南大阪線「道明
寺」駅より徒歩約3分

http://www.domy
ojitenmangu.com
/

4月上旬

近鉄南大阪線「藤井
寺」駅より徒歩約19
分

http://www.city.fujii
dera.lg.jp/soshiki/ky
oikuiinkai/bunkazai
hogo/bunkazaishis
etu/1387869424
578.html

藤井寺市

野中宮山古墳の桜 藤井寺市野中2丁目

4月上旬

近鉄南大阪線「古市」
駅より徒歩約15分、
「藤井寺」駅より徒歩
約23分

藤井寺市

古室山古墳の桜

4月上旬

近鉄南大阪線「土師ノ
里」駅より徒歩約10
分

藤井寺市

大井ふれあいラン
藤井寺市西大井1丁目
ドの桜

4月上旬

http://www.pref.
近鉄南大阪線「土師ノ osaka.lg.jp/namb
里」駅より徒歩約20 ugesui/sisetu/ooi
分
hureaikakudai.ht
ml

藤井寺市古室2丁目
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

推古天皇が聖徳太子墓を守護するために建立し
た寺。境内に咲き誇る、桜の木々との美しいコ
ントラストは必見です。毎年4月11日、12日
に開催される大乗会式は「太子まいり」として
多くの人で賑わいます。

近鉄南大阪線「上ノ太
子」駅から徒歩30
分、または近鉄長野線
「喜志」駅から金剛バ
ス「太子前」下車すぐ

http://www.osakamuseum.com/spot/
search/index.html?
ky=%E5%8F%A1%
E7%A6%8F%E5%
AF%BA&vi=20&m=
d&id=550

小野妹子は7世紀に聖徳太子によって派遣され
た遣隋使として著名な人物です。科長神社の南
に位置し、町を一望できる景勝地にあり、地元
では桜の名所「いもこさん」として親しまれて
います。

http://www.osakamuseum.com/spot/
近鉄長野線「喜志」駅 search/index.html?
ky=%E5%B0%8F%
から金剛バス「御陵
E9%87%8E%E5%
前」下車徒歩20分
A6%B9&vi=20&m=
d&id=553

南河内
太子町

叡福寺及び聖徳太
南河内郡太子町太子2146
子御廟の桜

見ごろ 開花状況
による

太子町

小野妹子墓の桜

南河内郡太子町山田

見ごろ 開花状況
による

太子町

二上山（万葉の
森）の桜

南河内郡太子町山田

見ごろ 開花状況
による

河南町

白木山公園の桜

南河内郡河南町さくら坂55-3

3月末から4月にか
けて

万葉集にも詠まれる「二上山」では、開花時期
が遅いため、ゆったりと鑑賞できます。無料駐
車場・トイレも完備しています。

近鉄長野線「喜志」駅
から金剛バス「六枚
橋」下車徒歩30分

近鉄長野線「富田林」 http://www.town
.kanan.osaka.jp/
駅から金剛バス

古くからさくらが植えられており、町内では、
河南町

持尾のさくら並木 南河内郡河南町大字持尾

3月末から4月にか 「持尾のさくら並木」の名称で昔からよく知ら
れています。現在、老木となったさくらばかり
けて
ですが、１㎞の間に50本のさくらが残ってお

近鉄長野線「富田林」 http://www.town
駅から金剛バス
.kanan.osaka.jp/

り、春先は地域の人たちの心を和ませています

河南町

近つ飛鳥博物館・
近つ飛鳥風土記の
丘の桜

大阪府立近つ飛鳥博物館・近
つ飛鳥風土記の丘
3月末から4月にか
（南河内郡河南町大字東山 けて
299）

近鉄長野線「喜志」駅
または「富田林」駅か http://www.chika
ら金剛バスで「阪南ネ tsu-asuka.jp/
オポリス」停下車
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

南河内

千早赤阪
村

大阪狭山
市

羽曳野市

河内長野
市

カタクリ

桜まつり～春～

・南海高野線「河内長
野」駅から南海バス
「金剛山ロープウエイ
前」下車 または近鉄
長野線「富田林」駅か http://osakaら金剛バス「千早ロー midori.jp/mori/chi
haya/index.html
プウエイ前」下車
ハイキングコースを徒
歩60分または金剛山
ロープウエイ「金剛
山」駅

ちはや園地
3月下旬から4月下
（南河内郡千早赤阪村大字千
旬
早1313-2）

大阪狭山市（狭山池北堤）

日本最古のダム形式のため池である「狭山池」
3月23日（金曜
を桜の名所として全国に発信するため、北堤の
日）から4月1日
桜をライトアップします。
（日曜日）
日没から22時まで

南海高野線「大阪狭山
市」駅から約498ｍ

キャンパス内の桜並木をご自由にご覧いただけ
ます。
なお、4月2日（月曜日）は本学入学式の為、
駐車場が大変混雑します。ご来校の際は公共交
通機関をご利用いただきますよう、ご理解ご協
力をお願い申し上げます。

近鉄南大阪線「古市」
駅、「藤井寺」駅の各
http://www.shite
駅から近鉄バスで「四
nnoji.ac.jp/ibu
天王寺大学バス停」
（終点）すぐ
南海高野線・近鉄長野
線「河内長野」駅から
南東へ約300m。徒歩
約10分。
※駐車場はございませ
んので公共交通機関を
ご利用の上、徒歩でお
越しください。

ＩＢＵ桜ＷＥＥＫ 羽曳野市学園前3丁目2-1
四天王寺大学キャンパス
Ｓ

3月24日（土曜
日）から4月8日
（日曜日）

夜桜ライトアッ
プ！

3月31日から4月
15日
18時から21時ま
で

新河内長野八景にも選ばれている長野公園の夜
桜を、思う存分楽しんでもらうために、さくら 料金：無料
ライトアップを実施します。

見ごろ：4月中旬
「サクラソウ展」
4月中旬から5月初
旬

【展示】「サクラソウ展」
ピンク色の可愛らしい花を咲かせ、春の植物と
して親しまれているサクラソウ。花の文化園で
は300品種以上のサクラソウをそれぞれの花期
に合わせて入れ替えながら、常時80鉢程展示
いたします。
様々な色や形を持つサクラソウをお楽しみくだ
さい。

長野公園「奥河内さくら公
園」（長野地区）

https://www.tos
hikouen.jp/staticpa
ges/index.php/na
gano_top

4月からの花
河内長野
市

サクラソウ

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）
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開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
ろの郷」停留所下車、 http://gfc徒歩10分。または、 osaka.com/news
「高向」行きにて「上 /
高向」停留所下車、徒
歩15分。

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

南河内
河内長野
市

ボタン

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

4月下旬

羽曳野市

レンギョウ

石川河川公園 駒ヶ谷地区他 4月から5月

石川河川公園では、4月から5月ごろに、駒ヶ
谷地区などで、レンギョウが見ごろを迎えま
す。

藤井寺市

藤まつり

葛井寺
4月19日（木曜
（藤井寺市藤井寺1丁目16日）から散るまで
21）

紫色や白色の藤の花が葛井寺の境内の藤棚で咲
き誇ります。藤の甘い香りが漂い、その香りと
咲き誇る花を楽しむため多くの方々が訪れ、賑
わいます。

富田林市

4月の花の見所
つつじ

錦織公園 つつじの丘
（富田林市錦織1560）

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。

近鉄南大阪線「駒ヶ
谷」駅から徒歩約4分
ほか

http://www.osak
apark.or.jp/nanbu/
ishikawa/main.ht
ml

近鉄南大阪線「道明
寺」駅より徒歩約3分

http://www.fujiid
eratemple.or.jp/index
.html

河内の里、つつじの丘にてツツジが見ごろをむ

南海高野線「滝谷不
河内の里は、9時30分か
4月下旬から5月上 かえています。つつじの大群落が美しさを競い
動」駅または近鉄長野 http://nishikoriら16時30分に開園してい
ます。そばには芝生広場やあづまやが設けら
線「滝谷」駅から徒歩 park.jp/
旬
れ、ゆっくりと腰を掛けて美しい花を楽しんで ます。
約20分

ください。

富田林市

富田林市農業公園
富田林市甘南備
サバーファーム

ポピー
4月下旬から5月中
旬

サバーファームは、富田林南部に位置し、緑豊
かな田園地帯に広がる自然が満載の一角にあり
ます。農業が本来持っている自然の「素晴らし
さ」「たくましさ」「やさしさ」を自然と共有
し、また「食農教育」を通じて農業の大切さを
学ぶことのできる体験型の農業公園です。

近鉄長野線[富田林」
http://www.savo
駅から無料送迎バスあ
r-farm.or.jp/
り

5月の花
河内長野
市

フジ

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

5月上旬
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「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

南河内
河内長野
市

バラ

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

5月中旬

約300品種1,500株

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。

千早赤阪
村

クリンソウ

ちはや園地
5月上旬から6月上
（南河内郡千早赤阪村大字千
旬
早1313-2）

・南海高野線「河内長
野」駅から南海バス
「金剛山ロープウエイ
前」下車 または近鉄
長野線「富田林」駅か http://osakaら金剛バス「千早ロー midori.jp/mori/chi
haya/index.html
プウエイ前」下車
ハイキングコースを徒
歩60分または金剛山
ロープウエイ「金剛
山」駅

富田林市

ポピー祭り

富田林市農業公園サバー
ファーム
（富田林市甘南備）

http://www.savo
近鉄長野線[富田林」
r駅から無料送迎バスあ
farm.or.jp/index.h
り
tml

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

河内長野
市

クレマチス

藤井寺市

津堂城山古墳
花しょうぶまつり （藤井寺市津堂）

5月3日（木曜日･ お花畑で、赤・白・黄などの色鮮やかなポピー
祝日）から5日（土 が咲きそろう時期に、収穫体験など子ども向け
の様々なイベントなどを開催します。
曜日･祝日）
開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

5月下旬

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。

津堂城山古墳の周囲にある城山史跡公園内の周

5月下旬から6月初 濠花しょうぶ園では、面積約4,000平方メート
ルにわたって花しょうぶ16,000株が咲き誇り
旬
ます。花菖蒲愛好会により、鉢植え花しょうぶ
展示・各種草花の販売も行われます。

近鉄南大阪線「藤井
寺」駅より徒歩約19
分

http://www.city.fujii
dera.lg.jp/soshiki/ky
oikuiinkai/bunkazai
hogo/bunkazaishis
etu/1387869424
578.html

6月の花
富田林市

6月の花の見所
アジサイ

錦織公園 河内の里(里の家)
6月上旬から
（富田林市錦織1560）

桜木の里や河内の里で､アジサイが見ごろを迎
えます。
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南海高野線「滝谷不
河内の里は、9時30分か
動」駅または近鉄長野 http://nishikoriら16時30分に開園してい
線「滝谷」駅から徒歩 park.jp/
ます。
約20分

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（南河内）

市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

南河内
富田林市

河内長野
市

河内長野
市

太子町

太子町

6月の花の見所
キンシバイ

錦織公園 中の谷
（富田林市錦織1560）

6月上旬から

ボリューム満点
長野公園「奥河内あじさい公 6月上旬から7月上
初夏のあじさい巡 園」（河合寺地区） 「奥河 旬
内さくら公園」（長野地区） 9時から17時まで
り！！

あじさい

大阪府立花の文化園
（河内長野市高向22921）

小野妹子墓のあじ
南河内郡太子町山田
さい

二上山（万葉の
森）のあじさい

南河内郡太子町山田

中の谷で､キンシバイが見ごろを迎えます。

南海高野線「滝谷不
動」駅または近鉄長野 http://nishikori線「滝谷」駅から徒歩 park.jp/
約20分

長野公園「奥河内あじさい公園」（河合寺地
区）では、2000株以上のアジサイと500株以
上のガクアジサイを楽しむことができます。斜
面に広がる鮮やかな「蒼」と淡い「桃」の色
で、来園者の皆さんの目を楽しませてくれま
料金：無料
す。
また、管理事務所がある奥河内さくら公園（長
野地区）にもアジサイ園が設置されており、セ
イヨウアジサイ、ガクアジサイ、ヒメアジサイ
など、併せて1000株以上のアジサイを堪能す
ることができます。

南海高野線・近鉄長野
線「河内長野」駅から
南東へ約1km。徒歩約
20分。
南海バス「河合寺」停
留所すぐ。
※駐車場はございませ
んので公共交通機関を
ご利用の上、徒歩でお
越しください。

開園時間 3月から9月：
9時30分から17時
休園日 毎週月曜日（月曜
日が祝日の場合は翌日）
※入園は閉園の1時間前ま
で。
要入園料

https://www.tos
hikouen.jp/staticpa
ges/index.php/na
gano_top

「河内長野」駅から南
海バス「滝畑ダム」行
きにて「奥河内くろま
http://gfcろの郷」停留所下車、
osaka.com/news
徒歩10分。または、
/
「高向」行きにて「上
高向」停留所下車、徒
歩15分。

6月中旬から下旬

約1,000株

6月頃

小野妹子は聖徳太子によって派遣された遣隋使
として著名な人物です。華道の始祖として、毎
年、全国から関係者が多数訪問され、厳粛な墓
前祭が執り行われています。科長神社の南に位
置し、町を一望できる景勝地にあります。

http://www.osakamuseum.com/spot/
近鉄長野線「喜志」駅 search/index.html?
ky=%E5%A4%AA%
から金剛バス「御陵
E5%AD%90%E7%
前」下車徒歩20分
94%BA&vi=20&m=
d&id=553

6月頃

二上山は、体力に自信のない方でも気軽に登山
を楽しむことができます。また、無料駐車場・
トイレも完備していますので、ゆっくりと散
策・森林浴を体験できます。

http://www.osakamuseum.com/spot/
近鉄長野線「喜志」駅 search/index.html?
ky=%E5%A4%AA%
から金剛バス「六枚
E5%AD%90%E7%
橋」下車徒歩30分
94%BA&vi=20&m=
d&id=560
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春爛漫 大阪花紀行2018花だより（泉州）
市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

泉州
早春の花
和泉市

和泉市

梅

菜の花

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

2月初旬から3月初 梅、枝垂れ梅と約200本の梅を育てています。
中のもしだれ梅は、公園の一番の人気の花に
旬

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

ビタミンカラーの菜の花畑は、まるで黄色一面
2月初旬から3月初 のお花のじゅうたん！！香りの楽しんで下さい
旬
ね。

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

開花情報はこちら
http://welcomesennan.com/sen
nan_flower_upda
te

泉南市の山間部、東信達地区にある金熊寺は梅
の名所として古くから知られており、いまも春
の訪れとともに甘酸っぱい薫りを運んできま
す。近くには、金熊大権現が祀られていた信達
神社があり、金熊寺梅林とともに大阪みどりの
百選にも選ばれました。また、梅林の近くに
は、見事な盆梅庭園もあり、見ごろ時期は公開
されます。梅林とはちがった梅の良さを味わう
ことができます。

JR阪和線 「和泉砂
川」駅または南海本線 http://welcome「樽井」駅下車 南海 sennan.com/flow
バス「金熊寺」下車、 er-spots/kinyuji
徒歩10分

2月中旬から3月上
旬

2月中旬から3月上旬にかけて50品種、約1,２
00本の白梅や紅梅が咲きそろう梅林で有名な
公園。その他1月初旬の蝋梅（ロウバイ）、3
月中旬の山茱萸（サンシュユ）、4月初旬の約
700本の桜、8月中旬の蓮と一年を通して楽し
めます。

泉北高速鉄道「泉ケ
丘」駅から
南海バス「宮山台２
丁」下車
徒歩すぐ

2月24日から3月4
日
10時から15時

2月から3月にかけて50品種、約1,200本の白
「泉北高速線」
梅や紅梅が咲きそろう梅林地区内で、期間中の
泉ヶ丘駅下車
土・日曜のみ、市民ボランティアによる出店や
花緑の相談コーナー、呈茶サービス等を開催し ⑥関連サイトは2月上旬ご
「南海バス」北側
ろの更新予定。
ています。
2、12系統
※荒山公園には駐車場（有料）はありますが、
「宮山台2丁」バス停
台数に限りがありますので公共交通機関のご利
下車すぐ。
用をお願いいたします。

泉南市

金熊寺の梅園

堺市

荒山公園（コウゼ
ンコウエン）の梅 堺市南区宮山台2丁3番
林

堺市

泉南市信達金熊寺813

荒山公園 梅まつ
堺市南区宮山台2丁３
り

７２００平方メートルの梅の丘には紅梅、南高
なっています。
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http://www.city.s
akai.lg.jp/kurashi/
koen/shokai/koz
en/index.html

http://www.sakai
park.or.jp/event/
2018.html

春爛漫 大阪花紀行2018花だより（泉州）
市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

泉州

岸和田市

コヒガンザクラ

蜻蛉池公園
（岸和田市三ケ山町 701）
3月上旬ごろ
◆子供の国水流北側竹林の手
前の広場

JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
愛彩ランド行き「蜻蛉
コヒガンザクラが3月上旬から見ごろを迎えま
池公園前」下車すぐ
す。
本数は15本程度、子供の国水流北側竹林の手 入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
南海本線「岸和田」駅
前の広場（流れの広場の東部）あたりが春一足 金1日620円）
から南海バス 道の駅
早く華やかに彩られておりますので、ゆっくり
愛彩ランド行き「蜻蛉
と散策をお楽しみください。
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/t
onbo/main.html

JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
愛彩ランド行き「蜻蛉
園内では、カンヒザクラが見頃を迎えていま
池公園前」下車すぐ
す。本数は20本程度、花木園内中央部のサク
入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
ラ通りあたりが春一足早く華やかに彩られてお
南海本線「岸和田」駅
金1日620円）
りますので、ゆっくりと散策をお楽しみくださ
から南海バス 道の駅
い。
愛彩ランド行き「蜻蛉
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/t
onbo/main.html

3月中旬からの花

岸和田市

カンザクラ

蜻蛉池公園
3月中旬から下旬ま
（岸和田市三ケ山町 701）
で
花木園

和泉市

ラッパ水仙

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

3月中旬から4月中 ラッパ水仙一面に咲くと見応えがあります。切
り花や鉢物の販売もしています。
旬

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

和泉市

アイスランドポ
ピー

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

3月中旬から4月中 細い茎で薄い花びらが風に揺れる姿がとても愛
らしく感じさせてくれます。
旬

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

堺市

桜

大泉緑地
（堺市北区金岡町128）
◆桜広場・双子山

3月下旬から4月中
旬

お花見をしながらバーベキューも楽しめます。
花とみどりフェア「春の植木市」も同時期に開
催。
開花状況はHPで随時お知
開催期間：3月17日（土曜日）から5月6日
らせします。
（日曜日）
営業時間：10時から16時
季節の花・苗木・庭園樹などの販売
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http://www.osak
地下鉄御堂筋線「新金
a岡」駅から徒歩約15
park.or.jp/nanbu/
分
oizumi/main.html
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料金その他

アクセス

URL

泉州
堺市

堺市

堺市

岸和田市

岸和田市

約1,300本の桜

大仙公園の桜

浜寺公園
（堺市西区浜寺公園町）

堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁

荒山公園（コウゼ
堺市南区宮山台2丁3番
ンコウエン）の桜

サクラ
シノ

3月下旬から4月中
旬

ソメイヨシノ約700本、オオシマザクラ約
南海電鉄本線「浜寺公
300本、八重ザクラ約200本をはじめ、カワ
3月24日（土曜日）から5 園」駅から徒歩3分
ヅザクラや陽光ザクラなど、総数約1,300本
または
月27日（日曜日）の間
と、大阪でも有数の桜の名所です。
南海電鉄本線「羽衣」
は、春の植木市を開催
バーベキューをしながらお花見など、広い園内
駅から徒歩5分
を存分にお楽しみいただけます。

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/
hamadera/main.h
tml

3月中旬から4月下
旬

大仙公園は、仁徳天皇陵古墳と履中天皇陵古墳
の間に広がる緑と歴史に囲まれた堺市のシンボ
ルパークです。
園内には約１０００本のサクラが植えられて
います。中でも櫻街道のヤエベニシダレやシロ
ヒガンシダレ、ロックガーデンのチシマザクラ
やオオヤマザクラなどは一見の価値ありです。
豊かで自然に恵まれた公園内には、堺市博物
館、中央図書館、日本庭園、大芝生広場などが
あり、散策を楽しむこともできます。

ＪＲ阪和線百舌鳥駅下
車
南海バス 大仙町、堺
市博物館前
百舌鳥駅前 下車

http://www.city.s
akai.lg.jp/kurashi/
koen/shokai/dais
enkouen.html

3月中旬から5月下
旬

2月中旬から3月上旬にかけて50品種、約1,２
00本の白梅や紅梅が咲きそろう梅林で有名な
公園。その他1月初旬の蝋梅（ロウバイ）、3
月中旬の山茱萸（サンシュユ）、4月初旬の約
700本の桜、8月中旬の蓮と一年を通して楽し
めます。

泉北高速鉄道「泉ケ
丘」駅から
南海バス「宮山台２
丁」下車
徒歩すぐ

http://www.city.s
akai.lg.jp/kurashi/
koen/shokai/koz
en/index.html

3月下旬から4月上
（岸和田市三ケ山町 701）
旬まで
ポケット広場、真谷川

JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
愛彩ランド行き「蜻蛉
園内では、ソメイヨシノが見頃を迎えていま
池公園前」下車すぐ
す。バラ園内ポケット広場の南側から真谷川沿
入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
いあたり一面が数百本のサクラで華やかに彩ら
南海本線「岸和田」駅
金1日620円）
れておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみ
から南海バス 道の駅
ください。
愛彩ランド行き「蜻蛉
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/t
onbo/main.html

蜻蛉池公園
3月下旬から4月上
（岸和田市三ケ山町 701）
旬まで
花木園

JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
愛彩ランド行き「蜻蛉
園内では、レンギョウが見頃を迎えています。
池公園前」下車すぐ
場所は花木園内を中心に園内各所、特に花木園
入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
西側入口付近、池の斜面に広がるレンギョウ畑
金1日620円）
南海本線「岸和田」駅
が華やかに彩られておりますので、ゆっくりと
から南海バス 道の駅
散策をお楽しみください。
愛彩ランド行き「蜻蛉
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/t
onbo/main.html

ソメイヨ 蜻蛉池公園

レンギョウ
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泉州

岸和田市

ユキヤナギ

蜻蛉池公園
3月下旬から4月上
（岸和田市三ケ山町 701）
旬まで
花木園、展望台

JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
愛彩ランド行き「蜻蛉
園内では、ユキヤナギが見頃を迎えています。
池公園前」下車すぐ
場所は花木園内を中心に園内各所、特に花木園
入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
内北側の市道沿いは圧巻、藤棚池の斜面、展望
南海本線「岸和田」駅
金1日620円）
台への階段などが華やかに彩られておりますの
から南海バス 道の駅
で、ゆっくりと散策をお楽しみください。
愛彩ランド行き「蜻蛉
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）
公園中央より東側の「花見の丘」では、桜の花
に包まれながら遊歩道をゆっくりお散歩いただ
けます。また、バーベキューは出来ませんが、
お弁当などのお食事はしていただけます。週末
には沢山のご家族連れがお花見を楽しまれてい
ます。青い海・青い空に映える華やかな桜の花
を見に是ご来園ください。

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/t
onbo/main.html

南海本線「二色の浜」 http://www.nishi
駅下車、西へ徒歩約
kinohama.com/in
10分
dex.html

貝塚市

桜

二色の浜公園
（貝塚市澤859-1）

3月下旬から4月上
旬まで

貝塚市

水間公園の桜

水間公園(水間641-1)

水間寺の裏山にある水間公園は、市民の憩いの
3月下旬から4月上 広場として親しまれています。約350本の桜の
旬
木があり、多くの花見客で賑わいます。

南海本線「貝塚」駅で
乗り換え
水間鉄道「水間観音」
駅より徒歩約10分

ソメイヨシノ

りんくう公園 桜広場
（泉佐野市りんくう往来北
1-271）

3月下旬から4月上 桜広場の周囲に植えられた約20本のソメイヨ
シノが春の訪れを感じさせてくれます。
旬まで

http://www.osak
ＪＲ線、南海線「りん
aくうタウン」駅下車、
park.or.jp/rinkai/ri
徒歩5分
nku/main.html

泉佐野市

園路整備、広場整備など竹を間伐して公園づく
泉佐野市

山桜

泉佐野丘陵緑地
（泉佐野市上之郷90）

3月下旬から4月上 りに取り組んできた公園ボランティア「パーク
クラブ」が竹の中から発見し、活動のシンボル
旬
として大切にしているヤマザクラの大木が開花
します。

泉佐野市

大井関公園（ろじ 大井関公園
（泉佐野市上之郷）
渓）の桜

渓流美と無数のソメイヨシノで知られ、「大阪

3月下旬から4月上 みどりの百選」にも選ばれている大井関公園。
樫井川のろじ渓谷の周りに、ソメイヨシノが咲
旬
き乱れます。
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http://www.city.k
aizuka.lg.jp/kank
o/shizen/mizuma
koen.html

JR阪和線「長滝」駅
から徒歩30分または
JR阪和線「日根野」
駅から徒歩35分
http://izumisanoコミュニティーバス
（土曜日）と観光周遊 kyuryo.jp/about/
バス（日曜日・祝日）
はパークセンターバス
停に停車（詳細は泉佐
野市のHP参照）
http://www.kank
南海ウイングバス犬鳴 ou山方面行き「東上」バ izumisano.jp/iyas
ス停 下車すぐ。
hi/ooisekipark.ht
ml
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料金その他

アクセス

URL

3月下旬から4月上
旬

国道30号線（和泉泉南線）を走っていると、
「ダンバラ」という交差点看板が見えます。一
見、冗談のようにも思えるこの名前、ちゃんと
理由があるのです。少し小高くなっているこの
丘一帯に、昔「檀波羅蜜寺（だんばらみつ
じ）」という大寺院があり、その名残をとどめ
たのが檀波羅公園なのです。
市民の憩いの場として年間通じて多く利用され
ています。中でも園内のため池周辺の桜並木は
圧巻です。

http://www.city.iz
南海ウイングバス「ダ
umisano.lg.jp/izu
ンバラ公園前」バス停
misano/ikitai/sak
下車すぐ。
ura.html

3月下旬から4月上
旬

エブノ泉の森ホールを含む泉佐野市総合文化セ
ンターは、泉州の「桜の名所」のひとつです。
満開を迎える3月下旬から4月上旬にかけて、
お花見に訪れる方々で賑わいます。
青い空とふたつの池に、咲き誇る約100本の
ソメイヨシノが映えます。お花見といっしょに
敷地内のモニュメント散策もお楽しみくださ
い。
並木沿いに緑の花を咲かせる一本（開花は通
常の品種より遅れます）もぜひ見つけてくださ
い。

南海ウイングバス「泉
佐野市役所前」バス停
下車徒歩2分から5
分。

見頃 開花状況に
よる

豊臣秀頼が四天王寺から移したと伝わる本堂を
はじめ、源義経ゆかりの首堂などがあり、境内
桜祭り
は府の史跡に指定されています。
樹齢700年のクスの巨木や約200本の桜が植 曜日
えられ見ごたえじゅうぶん。毎年4月の第1日
曜日に「松尾寺さくらまつり」が開催される。

泉北高速鉄道「和泉中
央」駅から南海バス
「松尾寺」行に乗車
「松尾寺」下車、徒歩
7分、または「はつが
野」行に乗車「南松尾
はつが野学園前」下
車、徒歩約5分

和泉市槙尾山町136

見頃 開花状況に
よる

標高491ｍの槇尾山山頂にある西国三十三箇所
の第四番札所。険しい山道を登り、行基や弘法
大師もここで修業をしたと言われる。春は桜、
紅しだれ、山桜の大樹、境内から見渡せる金剛
山・岩湧山・和泉山脈の雄大な景色も楽しめま
す。

泉北高速鉄道「和泉中
央」駅から南海バス
「父鬼」「槙尾山口」
行に乗車「槙尾中学校 http://saikoku33.
前」下車、オレンジバ gr.jp/place/4
スに乗り換え、終点
「槇尾山」下車、徒歩
30分

泉南市新家1087

開花情報はこちら
http://welcomesennan.com/sen
nan_flower_upda
te

新家地域の各所にあった神社を合祀した融和の
シンボルの神社です。長い参道沿いに桜が咲
き、ピンクの絨毯をひいたような景色になりま
す。

JR阪和線「新家」駅
下車、徒歩約20分も
しくはｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ新家
方面回り
新家公民館ﾊﾞｽ停より
新家宮下車すぐ

泉州

泉佐野市

泉佐野市

和泉市

和泉市

泉南市

檀波羅（だんは
ら）公園の桜

泉佐野市市場南3丁目19番
地

泉佐野市総合文化
泉佐野市市場東1-295-1
センターの桜

松尾寺の桜

施福寺の桜

種河神社の桜

和泉市松尾寺町2168
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毎年4月の第1日

http://www.city.iz
umisano.lg.jp/izu
misano/ikitai/sak
ura.html

http://welcomesennan.com/flow
erspots/tanekawasakura

春爛漫 大阪花紀行2018花だより（泉州）
市町村
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場所
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内容

料金その他

アクセス

URL

泉南市信達葛畑384付近

開花情報はこちら
http://welcome- 金剛生駒紀泉国定公園内に位置しており緑豊か
sennan.com/sen で、ダムの周回道路沿いには桜が咲き、美しい
nan_flower_upda 景観が楽しめます。
te

R阪和線「和泉砂川」
駅下車徒歩60分。南
海本線「樽井」駅・
JR阪和線「和泉砂
川」駅下車
ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ山方面回り
「童子畑」下車。南海
ｳｨﾝｸﾞﾊﾞｽ金熊寺線牧野
より「童子畑」下車徒
歩30分

http://welcomesennan.com/flow
erspots/horigodam
-sakura

紀泉わいわい村
（泉南市信達葛畑207）

紀泉わいわい村の里山の春は梅･菜の花・桜が
一度に咲き、彩りにつつまれて始まります！
※「紀泉わいわい村」は、ともに学び合う環境
教育の里山であり、里山がまるごと教室です。
家族でのご利用のみならず、学校単位の移動教
3月下旬から4月中旬 室、高校・大学のクラブやゼミ、サークルなど
のセミナーや合宿、研修に最適です。1泊2日
から長期合宿や研修、あるいはサークル活動と
食事という日帰りでもご利用いただけます。ご
希望により自然体験や里山生活体験などの環境
教育プログラムをご提供しております。

阪和自動車道 泉南イ
ンターより車で約10
分
http://osakaymca
【電車】JR阪和線
「和泉砂川」駅から泉 .or.jp/shisetsu/kis
南市コミュニティバス enwaiwaimura/
山周り線（つづら畑
行）「童子畑」下車、
徒歩60分

熊取町大字久保

3月下旬から4月上
旬
ライトアップ
3月31日から4月8
日
18時から21時ま
で

桜の優美な姿を堪能していただくため、桜の開
花時期に合わせて、永楽ダム広場にちょうちん
を吊り、一部の桜の木をライトアップします。 駐車場有料
ぜひみなさんお誘い合わせのうえ、本町名所の
桜をご観賞ください。

熊取駅から 南海ウイ
ングバス90系統つば
さが丘北口行き成合口
下車、徒歩２０分

http://www.town
.kumatori.lg.jp/to
wn_syoukai/syou
kai_kankou/shize
n/1297844847
754.html

永楽ダム広場
（熊取町大字久保）

3月31日から4月8
日
イベント
4月8日（日曜日）
10時から15時

桜祭りの期間中は永楽ダム広場にちょうちんを
吊り、一部の桜のライトアップを実施し優美な
姿を堪能していただきます。
駐車場有料
また、4月8日日曜日には催し物（出店） 軽
食、飲み物、花苗、手作り品などの販売を予定
しています。

熊取駅から 南海ウイ
ングバス90系統つば
さが丘北口行き成合口
下車、徒歩２０分

http://www.town
.kumatori.lg.jp/ka
kuka/toshiseibibu
/mizutomidori/os
hirase/1362730
883105.html

3月31日から4月8
日

熊取町が誇る森林公園。その美しさは「大阪み
どりの百選」にも選ばれ、特に永楽ダム周辺は
桜の名所として年間10万人もの人出で賑わい 駐車場有料
ます。広大な敷地には天然林が繁り、６つのハ
イキングコースが楽しめます。

熊取駅から 南海ウイ
ングバス90系統つば
さが丘北口行き成合口
下車、徒歩２０分

http://www.town
.kumatori.lg.jp/to
wn_syoukai/syou
kai_kankou/shize
n/1297844382
864.html

泉州

泉南市

泉南市

熊取町

熊取町

熊取町

堀河ダムの桜

ウメ、菜の花、サ
クラ

桜

永楽ダム

永楽さくら祭り

桜 奥山雨山自然
熊取町久保2921
公園
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3月下旬から4月上
旬

“みんなが楽しめてみんなに誇れる公園”をコ
ンセプトにした大型公園。大阪府内最大級の大
型すべり台や、大型複合遊具など様々な遊具が 駐車場有料
設置されています！ぜひご家族でお越しくださ
い！

熊取駅から 南海ウイ
ングバス90系統つば
さが丘北口行き成合口
下車、徒歩２０分

http://www.town
.kumatori.lg.jp/ka
kuka/toshiseibibu
/mizutomidori/os
hirase/1451970
835358.html

3月下旬から4月上
旬まで

3月下旬から4月上旬にかけて見頃になる「オ
オシマザクラ」、「ソメイヨソノ」、「ヤエザ
クラ」、「シダレザクラ」などの品種が約100
本あります。特にタコ遊園から箱作側出入り口
付近にかけては芝生広場や遊具もあり、ゆっく
りと楽しめます。また、4月中旬からは潮干狩
りも開催され、園内に咲く花や自然とふれあっ
てみませんか？

南海本線「淡輪」駅か
ら徒歩約15分
南海本線「箱作」駅か
ら徒歩約25分

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/s
ennan/main.html

泉州
熊取町

阪南市

阪南市

阪南市

桜 永楽ゆめの森
熊取町大字野田65-10
公園

オオシマザクラ

せんなん里海公園
（阪南市箱作・岬町淡輪）

山中渓の桜並木、
熊野（紀州）街道 阪南市山中渓
の桜

地福寺の枝垂れ桜
阪南市山中渓1180
と子安地蔵

3月下旬から4月上
旬

山中川の渓流に沿った道は、ふだんは静かな生
活道路ですが、春になると、桜の名所として変
貌をとげます。大阪の「桜の駅」と呼ぶにふさ
わしいところです。江戸時代には紀州徳川家が
参勤交代に供する紀州街道第一の宿場がありま
した。

3月下旬から4月上
旬

境内には、見事な枝垂れ桜が満開になります。
木の根元に立つと、まるで桜のカーテンに覆わ
れているようです。4月6日（金曜日）には、
「子安地蔵祭り」が開催されます。
春になると桜が満開になり、とても見応えがあ
ります。 到着するまでの道中は、舗装されて
いない道がありますので、こられる際は、気を
付けてお越しください。
注意：火気の使用やキャンプ等される際は、阪
南市教育委員会事務局生涯学習推進室窓口へ申
請をお願いいたします

阪南市

鳥取ダムと桜の園 阪南市桑畑548-19

3月下旬から4月上
旬

岬町

あたご山（淡輪遊
泉南郡岬町淡輪
園）の桜

3月下旬から4月上
旬

JR阪和線「山中渓」
駅下車すぐ
または、南海電鉄 南
海本線「尾崎」駅か
ら、阪南市コミュニ
ティバス「山中渓・
桜ヶ丘コース」に乗車
し、「山中渓駅前」下
車すぐ

JR阪和線「山中渓」
駅徒歩約5分

南海線「尾崎」駅、乗
換、ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽ緑ケ
丘・さつき台ｺｰｽ「波
太神社前」下車徒歩1
時間25分

http://www.city.h
annan.lg.jp/kaku
ka/syogai/syogai_
s/bunkazai_shok
ai/kishukaido.htm
l

http://www.city.h
annan.lg.jp/kaku
ka/syogai/syogai_
s/bunkazai_shok
ai/kishukaido.htm
l
http://www.city.h
annan.lg.jp/kaku
ka/syogai/syogai_
s/sakuranosono/i
ndex.html

http://www.town
南海本線「淡輪」駅か .misaki.osaka.jp/k
ら徒歩10分
anko/spot/1614.
html
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泉州
岬町

岬町

岬町

桜

桜

桜

みさき公園

理智院

興善寺

泉南郡岬町淡輪3990

3月下旬から4月上
旬

南海本線「みさき公
園」駅下車すぐ

岬町多奈川谷川1523

3月下旬から4月上
旬

南海本線「みさき公
園」駅又は南海多奈川
線「多奈川駅」からコ http://richiin.jp/
ミュニティバス「極楽
橋」下車徒歩5分

岬町多奈川谷川1460

3月下旬から4月上
旬

南海本線「みさき公
園」駅又は南海多奈川
http://houjuzan線「多奈川」駅からコ
kouzenji.jp/
ミュニティバス「極楽
橋」下車徒歩5分

http://www.nank
ai.co.jp/misaki/

4月からの花
和泉市

泉佐野市

黒鳥山公園の桜ま 和泉市 黒鳥山公園
（和泉市黒鳥町4丁目531番 4月1日から15日
つり
1）

大井関桜まつり

大井関公園
（泉佐野市上之郷）

黒鳥山公園には桜が約760本植樹されており、
毎年多くの人が訪れます。また、夜にはライト
アップされ、ぼんぼりが公園内を照らすなど、
夜桜も楽しめます。

ＪＲ阪和線「和泉府
中」駅からコミュニ
http://www.izumi
ティバス（めぐ～る）
-park.jp/
阪和線ルート乗車「山
荘」下車、徒歩5分

「大阪みどりの百選」にも選ばれている大井関

http://www.kank
南海ウイングバス犬鳴 ou山方面行き「東上」バ izumisano.jp/mat
ス停 下車すぐ。
suri/spring/sakur
amatsuri.html

公園にて、期間中、提灯や短冊で桜の木を装飾
4月1日（日曜日） し、お花見の雰囲気を盛り上げます。
から8日（日曜日） また7日（土曜日）には、野点、バザー、お子
様向けアトラクション等を開催予定です。
「桜見どころポイントツアー」は高石市内の桜

高石市

たかいし桜見どこ
南海高師浜駅スタート
ろポイントツアー

4月7日（土曜日） スポットを巡るツアーです。
参加費無料のどなた様でも参加できるツアーで
13時から（予定） すので、より多くの方のご参加をお待ちしてお
ります。
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南海「高師浜」駅すぐ
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泉州

阪南市

山中渓桜まつり

阪南市(山中渓地区) わんぱ
4月8日（日曜日）
く王国とその周辺

春の山中渓地区の山中川沿いでは、約1,000本
のソメイヨシノが咲き揃い、渓谷美とあいまっ
て格別な眺めとなり、多くの花見客で賑わいま
す。4月6日（金曜日）には、地福寺で「子安
地蔵祭り」が開催されます。境内には、見事な
参加無料
枝垂れ桜が咲き、木の根元に立つと、まるで桜
夜間ライトアップ 4月1
のカーテンに覆われているようです。
日（日曜日）から4月14
日（土曜日）
年に一度開催される「山中渓桜祭り」では、た
※開花状況により前後しま
こ焼きなどの屋台に加え、阪南市の特産品が購
す。
入できる物産展や、ステージ上で様々な催し物
わんぱく王国駐車場(140
があり、桜のシーズンで一番の盛り上がりを見
台)：普通車500円、大型
せます。今年の開催日は4月8日（日曜日）で
車1500円
す。

JR阪和線「山中渓」
駅下車すぐ
または、南海電鉄 南
海本線「尾崎」駅か
ら、阪南市コミュニ
ティバス「山中渓・
桜ヶ丘コース」に乗車
し、「山中渓駅前」下
車すぐ

http://www.city.h
annan.lg.jp/kank
ou/kankospot/mi
ru/133361175
8079.html

※駐車場が混雑致しますので、なるべく公共の
交通機関をご利用くださいますようお願い致し
ます。
JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
愛彩ランド行き「蜻蛉
園内では、フジが見頃を迎えています。場所は
池公園前」下車すぐ
花木園内の藤棚と藤棚池周辺、ノダフジ、イッ
入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
サイフジ、ニオイフジ、かわりだねのナツフジ
南海本線「岸和田」駅
金1日620円）
などが咲き誇り、華やかに彩られておりますの
から南海バス 道の駅
で、ゆっくりと散策をお楽しみください。
愛彩ランド行き「蜻蛉
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/t
onbo/main.html

岸和田市

フジ

蜻蛉池公園
（岸和田市三ケ山町701）
花木園藤棚池

4月初旬から中旬ま
で

泉佐野市

サトザクラ

りんくう公園 海への道
（泉佐野市りんくう往来北
1-271）

4月上旬から中旬ま メイヨシノよりも少し遅れて咲きます。ベンチ
に座ってのんびりと春の訪れを感じられてはい
で
かがですか？

http://www.osak
ＪＲ線、南海線「りん
aくうタウン」駅下車、
park.or.jp/rinkai/ri
徒歩5分
nku/main.html

15種類の品種・約40,000球のチューリップ
を育てています。早生の品種を植え込んでいま
す。チューリップの畑のグラデーションを楽し
んでいただけます。

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

公園のシンボルのフェニックスの木の下の芝

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

和泉市

和泉市

海への道沿いに植えられているサトザクラ。ソ

チューリップ

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

4月から5月初旬

芝桜

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

4月初旬頃から4月 桜、ピンクの色がとても鮮やかで満開時期は、
まるでピンクのじゅうたんのように見えます。
下旬
開花時期が短いのでご注意ください。
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泉州
和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

和泉市

シャーレポピー

和泉市

デンタータラベン
和泉リサイクル環境公園
ダー・ストエカス （納花町407-15）
ラベンダー

泉南市

泉南市

信達宿の野田藤

泉南市（熊野街道沿い）

熊野街道信達宿藤
泉南市（熊野街道沿い）
まつり

4月から6月初旬

バラと同じ時期くらいに咲きます。赤、白、ピ
ンクと柔らかい花びらが風に揺られてとても素
敵です。

四季咲きのラベンダーで綺麗な時期は、春と秋
の2回です。葉に切れ込みがあり、フリンジの
4月中旬から6月中 ような薄紫色の苞葉で全草に強い香りがありま
旬
す。開花時期が、雨季の前で観賞しやすい季節
に咲きます。

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

JR阪和線「和泉砂
http://kumanokai
川」駅下車海側出口を
do出て、1つ目の信号を
fuji.sakura.ne.jp/
右へ徒歩3分。

4月中旬から下旬

歴史の香りが漂う熊野街道（紀州街道）沿いの
信達宿で、「平成の花咲か爺さん」として親し
まれた故梶本先生が育てた1本の野田藤が、毎
年4万房もの花房を咲かせます。

4月23日（月曜
日）から4月29日
（日曜日）

熊野街道沿いに点在する信達宿のひとつ「梶本
家」の野田藤が一般公開されます。1本の野田
JR阪和線「和泉砂
http://kumanokai
藤が4万房にも及ぶ花房を咲かせることから、
※開花状況により、変更す 川」駅下車海側出口を
do毎年3万人もの来場者が訪れます。藤房の通り
ることがあります。
出て、1つ目の信号を
fuji.sakura.ne.jp/
抜けのほか、高台から紫雲のごとき藤を眺める
右へ徒歩3分。
ことができ、ミニコンサートや市民ボランティ
アによるガイドも行われています。

4月下旬

園内には3箇所の藤棚があり、そのうち猿飼育
舎の北側に位置する藤は大浜公園が開設された
頃に植えられたもので、樹齢は130年を超えて
います。
4月下旬が開花時期で、25センチメートルほど
の房状の白色の花をつけます。

http://www.city.s
南海本線堺駅より西へ akai.lg.jp/kurashi/
800メートル
koen/shokai/sho
kai/ohama/

http://www.osak
ＪＲ線、南海線「りん
aくうタウン」駅下車、
park.or.jp/rinkai/ri
徒歩5分
nku/main.html

堺市

大浜公園の藤

泉佐野市

りんくう公園
花海道（宿根草） （泉佐野市りんくう往来北
1-271）

4月下旬から5月中 歩きながら四季折々の花や海の景観を楽しむこ
とができる空間。花畑には50種類以上もの宿
旬ごろ
根草が春から秋にかけて次々と咲きます。

泉南市

林昌寺（りんしょ
うじ）のつつじ・ 泉南市信達岡中395
さつき

4月下旬から5月中 作庭のモダンな寺庭では、毎年5月、ツツジに
続いて美しく刈り込まれたサツキが見頃を迎え
旬ごろ

堺市堺区大浜北町4丁3-50

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

行基により開創された真言宗の寺。重森三玲氏

ます。
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ＪＲ阪和線「和泉砂
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泉州

堺市

浅香山つつじまつ
4月28日から5月6
堺市堺区香ヶ丘町5丁1-80
日 10時から17
り（旧浅香山浄水 （浅香山緑道）
時
場）

岬町

あたご山（淡輪遊
泉南郡岬町淡輪
園）のつつじ

「ＪＲ阪和線」
浅香駅下車、徒歩約
浅香山緑道と旧浅香山浄水場に植えられている
10分
樹齢80年を超えるツツジと、新しく植えたツ
ツジの合計約2,500本を、延長約600mに渡
「南海高野線」
り楽しんでいただけます。（期間中、旧浄水場
内にて上下水道局によるテント（配水場施設説 ⑥関連サイトは4月中旬ご 浅香山駅下車、徒歩約
10分
明・見学会）や市民ボランティアによるテント ろの更新予定。
（出店）、花緑の相談コーナー、休憩スペース
「南海バス」
などがあります。）
河内天美線愛泉学園前
※会場周辺には駐車場はありません。公共交通
バス停下車、徒歩約
機関のご利用をお願いいたします。
10分

http://www.sakai
park.or.jp/event/
asakatutuji.html

http://www.town
南海本線「淡輪」駅か .misaki.osaka.jp/k
ら徒歩10分
anko/spot/1614.
html

4月下旬から5月上
旬

5月の花
岡田浦漁港近くの砂浜では、直径5、6センチ
の海浜植物「ハマヒルガオ」が咲き乱れ、 普
段は、白い砂浜もこのときばかりは薄ピンク色
の絨毯を敷き詰めたように彩られます。

泉南市

ハマヒルガオ（岡
泉南市岡田7丁目先
田浦砂浜）

5月

泉南市

春のローズフェス 泉南市農業公園「花咲き
ファーム」
ティバル
（泉南市幡代2001）

5月7日（月曜日） デビッドオースチンロージズ社の本国以外では
から6月10日（日 初となる公式ガーデンにおいて、約3,000本の 入場無料
バラが咲き誇ります。
曜日）

岸和田市

バラ

蜻蛉池公園
5月中旬から6月上
（岸和田市三ケ山町 701）
旬まで
ローズガーデン

http://welcomesennan.com/flow
南海本線「岡田浦」駅 erspots/okadaurahamahirugao
大阪方面より 国道
26号線幡代北交差点
左折、そのまま直進
し、泉南IC前交差点の
次の信号を右折。

https://www.davi
daustinroses.co.jp
/japan/advanced
.asp?PageId=198
8

JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
愛彩ランド行き「蜻蛉
園内では、約200種、2,300株の春のバラが
池公園前」下車すぐ
見頃を迎えています。バラ園内のポケット広
場、7段花壇とガゼボ周辺、大池前5段花壇、 入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
南海本線「岸和田」駅
水と緑の音楽広場回廊あたりが華やかに彩られ 金1日620円）
から南海バス 道の駅
ておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみく
愛彩ランド行き「蜻蛉
ださい。
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）

http://www.osak
apark.or.jp/rinkai/t
onbo/main.html
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春爛漫 大阪花紀行2018花だより（泉州）
市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

泉州
和泉市

堺市

堺市

バラ

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

ばら庭園ライト
アップイベント
浜寺公園ばら庭園
「ROSE DE MAI
2018」

白鷺公園 ハナ
ショウブ園

堺市東区白鷺町

四季咲きのバラを中心に香りが良いもの、病気

5月中旬から6月中 等の強い品種を選んで育てています。バラの下
にはクローバーを育てています。バラとクロー
旬
バーの競演も素敵です。

5月13日（日曜
日）から5月27日
（日曜日）
日没から21時まで

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

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
http://www.osak
没から21時までの間、ばら庭園をライトアッ
21時までの夜間開園、13
a南海電鉄本線「浜寺公
プし、夜間営業を行います。
日以外の土曜・日曜はたそ
park.or.jp/rinkai/
園」駅から徒歩3分
また、ばら庭園内において、ガーデンコン
がれコンサート開催
hamadera/main.h
サートを実施し、幻想的なライトアップの中、
tml
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
5月下旬から6月上旬にかけて約100種1万株
のハナショウブが水辺に咲き誇ります。5月末
の土曜日曜、6月の第1土曜日曜のみ「花と緑
の相談コーナー」を設けています。

5月下旬から6月上
「南海高野線」
⑥関連サイトは5月中旬ご
白鷺駅下車、徒歩約
旬 10時から16
ろの更新予定。
10分
時
※白鷺公園には駐車場はありますが台数に限り
があります。公共交通機関のご利用をお願いい
たします。

http://www.sakai
park.or.jp/event/s
hirasagikouenhanasyoubu.html

堺市

大浜公園の花しょ
5月下旬から6月上
堺市堺区大浜北町4丁3-50
旬
うぶ

散策路に沿って約470平方メートルの花菖蒲園
があり、約50種・約1200株のハナショウブ
が紅、紫、黄、白と色とりどりに咲く光景は、
初夏の到来を感じさせます。

http://www.city.s
南海本線堺駅より西へ akai.lg.jp/kurashi/
800メートル
koen/shokai/sho
kai/ohama/

泉南市

浄光寺（じょうこ
うじ）の花しょう 泉南市鳴滝2-5-5
ぶ

数えきれないほどの鉢が並び、色とりどりの花
菖蒲が咲く光景は圧巻です。

http://welcome南海本線「樽井」駅下
sennan.com/sen
車 府道堺阪南線を北
nan_flower_upda
へ徒歩15分
te

5月下旬から6月

6月の花

岸和田市

あじさい

蜻蛉池公園
6月上旬から下旬ま
（岸和田市三ケ山町 701）
で
あじさい園

JR阪和線「下松」駅
から南海バス 道の駅
園内では、約40種、10,000株のアジサイが
愛彩ランド行き「蜻蛉
見頃を迎えています。約1.6haのあじさい園内
池公園前」下車すぐ
がホンアジサイに西洋アジサイ、ヤマアジサ
入園無料（ただし駐車場料 （所要時間約15分）
イ、アナベルなどで埋め尽くされ、華やかに彩 金1日620円）
南海本線「岸和田」駅
られておりますので、ゆっくりと散策をお楽し
から南海バス 道の駅
みください。
愛彩ランド行き「蜻蛉
池公園前」下車すぐ
（所要時間約25分）
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春爛漫 大阪花紀行2018花だより（泉州）
市町村

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

泉州
園内に自生しているササユリの花をゆっくりお
泉佐野市

ささゆり

泉佐野丘陵緑地
（泉佐野市上之郷90）

6月上旬から6月中 楽しみください。
【ササユリ鑑賞会】
旬
開催日：6月3日（日曜日）（予定）
ササユリの説明や園内の案内などを行います。

泉南市

長慶寺（ちょうけ
泉南市信達市場815
いじ）のあじさい

6月

参道石段の両脇をはじめ全山でアジサイが咲く
ことから「アジサイ寺」とも呼ばれています。

品種はラバンディン系のボゴング。初夏には、
和泉市

ラベンダー

和泉リサイクル環境公園
（納花町407-15）

紫の穂が一面に咲きラベンダーの香りいっぱい
6月中旬から７月初 に包まれます。誘われたかのようにミツバチ
旬
も・・・。オイル抽出体験も行っています。
（期間限定・要予約）
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JR阪和線「長滝」駅
から徒歩30分または
JR阪和線「日根野」
駅から徒歩35分
http://izumisanoコミュニティーバス
（土曜日）と観光周遊 kyuryo.jp/about/
バス（日曜日・祝日）
はパークセンターバス
停に停車（詳細は泉佐
野市のHP参照）

ＪＲ阪和線「和泉砂
川」駅から徒歩約25
分

http://welcomesennan.com/flow
er-spots/chokeijiajisai

泉北高速線「和泉中
http://www.dinsg
央」駅から南海バス
r.co.jp/rcpark/ind
「納花」下車、徒歩約
ex.html
15分

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（大阪市内）

区

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

大阪市内
早春の花
６００平方メートルの敷地に１６０本の花梅

旭区

城北公園の梅

大阪市旭区生江3-29

大阪市営バス10号・
34号系統「城北公園
前」下車すぐ

2月中旬から3月上 大阪城内濠の東側、約1.7haの広さに100品種
をこえる約1,270本近くの梅が植えられてお
旬
り、多くの方が観梅に訪れます。

地下鉄谷町線「谷町四
http://osakacastl
丁目」駅「天満橋」
epark.jp/flower/p
駅、地下鉄中央線「谷
lum_grove.html
町四丁目」駅

す。

中央区

大阪城公園梅林

大阪市中央区大阪城２

http://www.city.o
saka.lg.jp/asahi/p
age/000024914
9.html

2月中旬から3月上 （「思いのまま」「鹿児島紅」など）、実梅
（「南高梅」「豊後梅」など）を植栽していま
旬

3月中旬からの花

中央区

中央区
北区

大阪城西の丸庭園 大阪城西の丸庭園
（大阪市中央区大阪城２）
観桜ナイター

3月24日（土曜
日）から4月15日
（日曜日）
※期間中は無休

大川沿いの桜（大
桜の見ごろ
大阪市中央区大手前1丁目周
3月下旬から4月上
川沿いのまちな
辺他
旬
み）

【開園時間】9時から21
時（最終入場20時30分）
※ライトアップは18時か
ら
ソメイヨシノを中心に約300本の桜がライト
【入園料】高校生以上
アップされた西の丸庭園から眺める天守閣。
この時期にしか見る事ができない桜と天守閣が 350円
コラボする幻想的な春の景色をお楽しみ頂きま ※障害者手帳提示・市内在
住65歳以上は無料
す。
※団体割引（30名から1
割引/50名から2割引
/100名以上3割引）

地下鉄谷町線「谷町四
丁目」駅「天満橋」
http://osakacastl
駅、地下鉄中央線「谷 epark.jp/
町四丁目」駅

水の都を代表する大川は、淀川の旧流路で、水
を満々と蓄えながら都心部を突き抜けて、静か
に大阪湾に注いでいます。川沿いは公園や緑道
が整備され、背景には超高層ビルやマンション
が建設されていますが、ゆったりと流れる川と
一体となったまちなみは、都心の喧騒を忘れさ
せてくれます。春は桜花爛漫、夏は天神祭りの
舞台、秋は紅葉と四季折々の美しい景観の素晴
らしさの演出のなか、様々な船が行き交い、
ゆっくりとしたクルージングが楽しめます。川
沿いには、みどりの回廊の整備が進められると
ともに、夜間景観としてのライトアップの整備
も進んでおり、水辺の様々な景色が楽しめるエ
リアです。

地下鉄谷町線、京阪
「天満橋」駅 徒歩2
分
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http://www.pref.
osaka.lg.jp/kenshi
_kikaku/keikanustukushii/100k
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春爛漫

大阪花紀行2018花だより（大阪市内）

区

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

大阪市内

中央区

水都大阪川開き
3月24日（土曜
川の駅はちけんや、八軒家浜
日）から4月15日
2018 はちけん 周辺
（日曜日）
やお花見フェスタ

中央区

中央区

中央区

住之江区

各プログラムにより実施
日・時間・料金が異なりま 地下鉄谷町線、京阪電 http://nigiwaixing
車「天満橋」駅 徒歩 .wixsite.com/oha
す。
namifesta
3月1日より情報解禁。そ 2分
れまで取扱い注意。

大川さくらクルー
（大阪市中央区北浜東1ズ
13）

3月24日（土曜
日）から造幣局の
桜の通り抜けが終
了するまで

大川沿いの桜並木を水上から眺められる期間限
定クルーズを運航。
八軒家浜船着場発着の約25分のクルーズは、
いつもと違った目線でお花見を楽しむことがで
大人1200円、小学生無料 地下鉄谷町線、京阪電
http://osakacitycr
きます。期間中は毎日10時から19時の間、
（大人1名につき小学生1 車「天満橋」駅 徒歩
uise.info/
10から30分間隔で出航していて、予約なしで
名まで）
2分
乗船できます。今年も小学生以下のお子様は乗
船料無料！（※大人1名につき小学生1名ま
で）。その他、大阪周遊パスもご利用いただけ
ます。

大阪水上バス ひ 乗船場所：八軒家浜船着場
（大阪市中央区北浜東1まわり 桜スペ
13）
シャルクルーズ

3月28日（水曜
日）から4月15日
（日曜日）頃まで
※造幣局の桜の通
り抜け終了日まで

クルーズ船「ひまわり」にのって、大川沿いの
桜並木をゆったり眺められるクルーズです。
「ひまわり」は雨でも安心の屋根がある船内の
他、天井部分にデッキを備えており、水辺の桜
風景を余すところなくご覧いただけます。9時
50分から15時50分の間、毎時50分に出航し
ます。

大人2,160円 小学生
1,080円
http://suijo地下鉄谷町線、京阪電
予約優先制
bus.osaka/event/
天候・潮位・河川状況によ 車「天満橋」駅 徒歩
detail.php?seq=1
り予告なく運休・コース変 2分
02
更・時間変更する場合があ
ります。

乗船場所：
アクアライナーお 八軒家浜船着場（大阪市中央 3月29日(木曜日)
から4月8日(日曜
花見ナイトクルー 区北浜東1-13）
大阪城港（大阪市中央区大阪 日)
ズ
城３）

大川の両岸に咲き誇る夜桜鑑賞クルーズを運航
します！大阪城や中之島を巡る約50分クルー
ズでは、水都大阪らしい水辺の見どころを余す
ところなくお楽しみいただけます。
大阪城港発：(1)18時10分 (2)19時10分
八軒家浜船着場発：(1)18時25分 (2)19時
25分
※乗船した港での下船となります。

大人2,000円 小学生
1,300円（ワンドリンク
付）
要予約（満席になり次第締
め切り）
天候・潮位・河川状況によ
り予告なく運休・コース変
更・時間変更する場合があ
ります。

3月30日（金曜
アクアmini 大阪 乗船場所：
大阪城港（大阪市中央区大阪 日）から4月8日
城港ミニクルーズ 城３）
（日曜日）まで

大阪城公園内にある大阪城港を出航し、天満橋
付近の桜の見どころを中心にめぐります。約
25分のミニクルーズなので、空いた時間にサ
クッと楽しめるのも魅力的！今年の春は、大阪
城公園にお越しの際は、大阪城港ミニクルーズ
をお楽しみください。

大人1,200円 小学生
600円
予約優先制
JR大阪環状線「大阪
天候・潮位・河川状況によ
城公園」駅徒歩3分
り予告なく運休・コース変
更・時間変更する場合があ
ります。

乗船場所：八軒家浜船着場

中央区

桜・船・水辺の三拍子が揃う八軒家浜。3月24
日の「水都大阪川開き パレード」を皮切に、
メガサップ体験会や、ノルディックウォーク体
験会、リバーサイドヨガ、屋台出店など水辺の
お花見が楽しめるプログラムが盛りだくさんで
す。今年の春は、アクティビティを楽しみなが
ら、水辺でのんびり過ごしてみませんか。

住吉公園の桜

住吉公園
（大阪市住之江区浜口東11-13）
◆桜広場、心字池周辺

桜広場には、ソメイヨシノを中心に桜が咲きま

3月下旬から4月上 す。見ごろは、3月下旬から4月の上旬です。
公園では、ソメイヨシノ・八重紅枝垂れ桜をは
旬
じめ併せて100本の桜が花を咲かせます。お楽
しみください。
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【大阪城港】JR大阪
環状線「大阪城公園」
駅徒歩3分
【八軒家浜船着場】地
下鉄谷町線、京阪電車
「天満橋」駅 徒歩2
分

http://suijobus.osaka/event/
detail.php?seq=1
01

http://suijobus.osaka/event/
detail.php?seq=1
03

http://www.toshi
南海本線「住吉大社」
駅すぐ、阪堺軌道阪堺
kouen.jp/staticpa
線「住吉鳥居前」駅す
ges/index.php/su
ぐ
miyoshi_top

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（大阪市内）

区

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

大阪市内
中央区
北区
都島区

毛馬桜ノ宮公園の 大阪市北区天満1-1、天満橋 3月下旬から4月上
1-8・2-1
旬
桜

http://www.osak
ＪＲ環状線「桜ノ宮」 apark.osgf.or.jp/k
駅ほか
ema_sakuranomiy
a/

大川の流れに沿ったプロムナードに、桜並木が
続いています。

約150本のソメイヨシノが観桜できる「桜の
旭区

城北公園の桜

3月下旬から4月上 園」があり、隠れた桜の名所として数多くの
人々から愛でられています。大池周辺で淡紅に
旬
染まった雲海のような風景は、淀川河川堤防か

大阪市旭区生江3-29

大阪市営バス10号・
34号系統「城北公園
前」下車すぐ

http://www.city.o
saka.lg.jp/asahi/p
age/000024914
9.html

地下鉄御堂筋線「長
居」駅 ・ＪＲ「長
居」駅から徒歩約10
分

http://www.nagai
-park.jp/n-syoku/

らの眺めとしても絶景と評判です。

大阪市立長居植物園
3月下旬から4月上
(大阪市東住吉区長居公園1旬
23)

長居植物園では、様々な品種のサクラが栽培さ
れており、約1ヶ月に渡り花を楽しんでいただ
けます。3月末には「ヤマザクラ」や「ヨウコ
ウ」などの品種が咲き、次いで「ソメイヨシ
ノ、サトザクラ、フゲンゾウ」といった品種が
見ごろを迎えます。

花博記念公園鶴見緑地

3月中旬のカワヅザクラやカンヒザクラ、オカ

東住吉区

長居植物園の桜

鶴見区

花博記念公園鶴見 全域
（大阪市鶴見区緑地公園2緑地の桜
163）

公園

無料（別途入園料）
大人：200円
※中学生以下、障がい者手
帳等をお持ちの方（介護者
1名を含む）、大阪市内在
住の65歳以上の方は無料
【要証明（健康手帳、敬老
優待乗車証等の原本）】

メザクラに始まり続いてソメイヨシノ、ラスト
3月中旬から4月中 は八重桜。鶴見緑地の桜は4月中旬頃まで楽し
入園無料
旬
めます。

地下鉄長堀鶴見緑地線
http://www.tsuru
「鶴見緑地」駅から
mi-ryokuchi.jp/
徒歩5分

ぜひ足をお運びください。

4月からの花

城東区

鶴見区

城北川桜まつり～
通り抜け・夜桜ラ
イトアップ～

4月7日（土曜日）
大阪市城東区（城北川）
から8日（日曜日）
北会場：北菫橋～中菫橋 ／
区内の桜の名所のひとつである城北川遊歩道沿
※ライトアップは いの桜の木を幻想的にライトアップします。 入場無料
南会場（7日のみ）：今福大
18時30分から20
橋周辺ほか
時30分

〈北会場〉
・地下鉄「新森古市」
駅から徒歩8分
・京阪電車「関目」駅
及び地下鉄「関目成
http://www.city.o
育」駅から徒歩10分 saka.lg.jp/joto/pa
ge/000042482
〈南会場〉
8.html
・地下鉄「今福鶴見」
駅から徒歩7分
・地下鉄「蒲生四丁
目」駅から徒歩8分

チューリップ

花博記念公園鶴見緑地 風車
の丘
4月上旬
（大阪市鶴見区緑地公園2163）

約2万株のチューリップの背後には巨大な風
車。春の鶴見緑地には、まるでオランダのよう
な光景が広がっています。期間限定のこの景
入園無料
色、ぜひご堪能ください。今年はピンク色の
チューリップが満開になります。

地下鉄長堀鶴見緑地線
http://www.tsuru
「鶴見緑地」駅から
mi-ryokuchi.jp/
徒歩5分

41 / 43 ページ

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（大阪市内）

区

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

http://www.city.o
saka.lg.jp/fukushi
ma/page/00001
94121.html

大阪市内
福島区

のだふじ

春日神社ほか大阪市福島区内
4月中旬から下旬
各所

区内各所にある藤棚に、福島区の花である「の
だふじ」が咲き誇る。

JR大阪環状線「野
田」駅、阪神｢野田」
駅、千日前線「野田阪
神」駅

花博記念公園鶴見緑地 バラ
園
5月
（大阪市鶴見区緑地公園2163）

ヨーロッパの香りを漂わせる景色が魅力のバラ
園。原種をメインとした約310品種1400株の 入園無料
バラの咲き誇る様子をぜひお楽しみください。

地下鉄長堀鶴見緑地線
http://www.tsuru
「鶴見緑地」駅から
mi-ryokuchi.jp/
徒歩5分

5月の花
鶴見区

バラ

鶴見区

5月11日(金曜日)
から13日（日曜
花博記念公園鶴見緑地 バラ 日）
園
10時から17時(入
大阪ばら祭2018 （大阪市鶴見区緑地公園2- 館は16時30分ま
163）
で)
※11日は13時か
ら開催

会場内がバラの花色や香りでいっぱいに！関西
ばら会によるガーデンローズコンテスト、パス
テル調の上品な無農薬栽培のバラによる大デコ
レーションが会場を華やかに彩ります。バラの
香りの持つ効能や利用法について解説する「バ
ラの香りツアー」も開催予定。バラの販売もあ
り。 また、屋外庭園プチイングリッシュガー
デンのバラもあわせてお楽しみください。
[共催]関西ばら会
[協力]おくだばらえん
※バラの販売は無くなり次第終了とさせて頂き
ます。

城北公園の花しょ
大阪市旭区生江3-29
うぶ

城北菖蒲園
開園時間：9時30分から
17時（入園は16時30分
主に江戸、伊勢、肥後の三系統の花菖蒲（約
250品種）を栽培しています。たくさんの花が まで）
大阪市営バス10号・
咲き競い、「大阪みどりの百選」のひとつに選 入園料：大人200円
34号系統「城北公園
ばれています。貴重な古種（長井古種など）も ※中学生以下、大阪市在住
前」下車すぐ
の65歳以上の方、障がい
観ることができます。
者手帳等をお持ちの方（介
護者1名を含む）は無料。
（要証明書提示）

旭区

5月下旬から6月中
旬
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無料（別途入館料）
入館料 大人500円 ※
中学生以下、障がい者手帳
等をお持ちの方（介護者1
地下鉄長堀鶴見緑地線
http://www.saku
名を含む）大阪市内在住の
「鶴見緑地」駅から
65歳以上の方は無料
yakonohana.jp/
徒歩約10分
【要証明（健康手帳、敬老
優待乗車証等の原本）】
30人以上は団体割引あ
り。

http://www.city.o
saka.lg.jp/asahi/p
age/000024914
9.html

春爛漫

大阪花紀行2018花だより（大阪市内）

区

花・イベント

場所

見ごろ・開催日時

内容

料金その他

アクセス

URL

大阪市内
6月の花

此花区

此花区

あじさい展

大阪舞洲ゆり園

ホテル・ロッジ舞洲
（大阪市此花区北港緑地23-75）

6月1日から6月30
日まで

大阪舞洲ゆり園
6月1日（金曜日）
（大阪市此花区北港緑地2丁 から7月1日（日曜
目）
日）

【開園時間】
多くの花と緑に囲まれた森のガーデンで舞洲ブ 平日 9時から17時
ルーをはじめ、約60種類以上1200株の鮮や 土・日 9時から19時
【お問合せ】
かに彩られたあじさいをお楽しみ頂けます。
ホテル･ロッジ舞洲
TEL:06-6460-6688

JRゆめ咲線「桜島」
駅下車、舞洲アクティ
ブバス「ホテル・ロッ
ジ舞洲前」下車
http://www.lodge
大阪市営地下鉄中央線
-maishima.com/
「コスモスクエア」駅
下車、コスモドリーム
ライン「ホテル・ロッ
ジ舞洲前」下車

【開園時間】
月曜日から木曜日 10時
から17時
大阪湾を望む最高のロケーションに250万輪の 金曜日から日曜日 9時か
ゆり園が出現。空と海のブルーと、ゆりの花々 ら19時30分
の鮮やかな色のコントラストを是非お楽しみく 【入園料】
大人（中学生以上）
ださい。
1,200円
こども（4歳から小学生）
400円

JRゆめ咲線「桜島」
駅下車、舞洲アクティ
ブバス「ホテル・ロッ
ジ舞洲前」下車
http://yurien.com
大阪市営地下鉄中央線
/
「コスモスクエア」駅
下車、コスモドリーム
ライン「ホテル・ロッ
ジ舞洲前」下車
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