
2022/８/31時点

公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

箕面公園
昆虫館企画展「昆虫図鑑ができるまで－館長奮闘編
－」

2022年９月７日（水曜日）から
2022年12月５日（月曜日）まで
火曜定休　※ 11月は全日開館

箕面公園昆虫
館

生きた状態で新規撮影され、総勢50名の研究者による最新・正確な情報を掲載した『学研の図鑑 
LIVE昆虫新版』（㈱学研プラス発行）が出版されるまでの舞台裏を紹介します。
当館中峰館長もその研究者の1人、また副監修としてもたずさわりました。館長の奮闘もみどころで
す。（パネル展示中心）
共催：九州大学総合研究博物館　
協力：株式会社学研プラス／伊丹市昆虫館

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

参加費（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及び介助者1
名：無料
■対象：どなたでも　
＊小学生3年生以下：入館は保護者同伴要
■申込：不要

箕面公園 箕面大滝シルバーウィークライトアップ

2022年９月16日（金曜日）から
2022年９月19日（月曜日・祝日）まで
2022年９月23日（金曜日・祝日）から
2022年９月25日（日曜日）まで
日没から21時まで

箕面大滝
箕面大滝のライトアップをシルバーウィークバージョンで行います。
※９月20日（火）から９月22日（木）はありません。

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：無料
■申込：不要
※河川増水時、気象警報発令時は中止

箕面公園 みのおこうえん自然観察会「シダづくしの観察会」
2022年９月18日（日曜日）
10時から正午まで
※ 雨天中止

箕面公園内 箕面公園はシダの宝庫。シダのひみつにせまるシダオンリーの観察会。（野外観察）
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円
■定員：15名
■対象：高校生以上
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴（熱中症対
策、虫対策も必要です）
■申込み方法：電話受付（事前申込制・先着順）

箕面公園 昆虫クラブ「初秋の昆虫観察」

2022年９月18日（日曜日）
10時から正午まで
2022年10月16日（日曜日）
10時から正午まで
※ 各日　雨天中止

箕面公園内 昆虫館から修業古場（しげのこば）までの道沿いで初秋の昆虫をさがして観察します。（野外観察）
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：15名
■対象：小学生以上（※小学生は保護者の同伴
要）
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴（熱中症対
策、虫対策も必要です）
■申込：電話受付（事前申込制・先着順）

箕面公園 箕面大滝・まちやまライブ
2022年９月23日（金曜日・祝日）
19時から20時まで

箕面大滝前
ライトアップされた箕面大滝前にて、テナーサックス＆ギターの音楽ライブを行います。
出演：PEPE Django(ぺぺ　ジャンゴ）

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：無料
■申込：不要
※河川増水時、気象警報発令時は中止

箕面公園 昆虫ＤＩＹ「甲虫の標本作り」
2022年９月25日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園昆虫
館研修室

昆虫館で飼育していた甲虫をつかって標本作りにチャレンジしよう。（室内ワークショップ）
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：標本作り500円／付添い100円
■定員：15名
■対象：未就学児～小学生とその保護者
■持ち物：なし
■申込：電話受付（抽選制）

箕面公園
山岳ライター・根岸真理さんといく、みのおの山シーズン
トレッキング
「たそがれ～ナイトトレッキング」

2022年９月25日（日曜日）
17時から19時30分（予定）
少雨決行

箕面公園および
周辺山麓

山のスペシャリストを招き、四季折々の箕面の山・森をより楽しむための連続企画ハイク。
六甲山を活動拠点とし、六甲山・摩耶山に関する本を多く執筆する山歩きの達人、
山岳ライター・根岸真理さんが街の近くの山での楽しみ方を案内します。
今回は黄昏時に出発し夕ぐれから夜の森を楽しむショートトレッキング　約７～８km

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：1,500円
■定員：15名
■対象：高校生以上
■申込：電話受付（事前申込制・先着順）

箕面公園 みのおこうえん自然観察会「秋の生きもの観察」
2022年10月10日（月曜日・祝日）
10時から正午まで
※ 雨天中止

箕面公園内 秋の箕面の森で観察しよう。渡りをする蝶「アサギマダラ」には出会えるかな？（野外観察）
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円(保護者も）
■定員：15名
■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同
伴）
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴
■申込：電話受付（事前申込制・先着順）
＊受付は、９月中旬頃から開始予定(公園ホーム
ページに掲載）

箕面公園 昆虫DIY「秋の観察会」
2022年10月23日（日曜日）
10時から正午まで
※ 雨天中止

箕面公園内 秋の箕面の森で昆虫観察を行います。（野外観察）
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：20名
■対象：未就学児～小学生とその保護者
■持ち物：なし
■申込：電話受付（事前申込制・抽選制）
＊抽選受付は、９月下旬頃から開始予定（昆虫
館ホームページに掲載）

箕面公園 「みのお山とみどりのフェスティバル」
2022年11月３日（木曜日・祝日）
11時から15時30分まで
※ 雨天中止

箕面公園内（瀧
安寺前広場・梅
屋敷）

みのおの山とまちのみどり　みんなで守る！育てる！活かす！
箕面の山麓保全・美化活動、街中での緑化活動などの活動を行う市民グループやＮＰＯ団体が集ま
る体験PRフェア。　自然工作（竹や木工ほか）、丸太切り体験、緑化相談、花苗配布など各団体の特
色を生かしたブースが出展されます。
＊梅屋敷休憩所では「箕面国定公園の自然　写真展」（期間：10月29日から11月６日まで）開催
（主催：箕面市公園緑地室／NPO法人みのお山麓保全委員会）

■ＮＰＯ法人みのお山麓保全委員
会
電話番号：072-724-3615

■参加費：無料　※各ブースや内容によって有料
あり
■申込：当日受付（先着順）
※感染症対策のため、各ブース内座席の間隔を
あけており一度に参加できる人数に限りあり

大阪府営公園　秋のイベント　2022



箕面公園 昆虫クラブ「秋の昆虫観察2」
2022年11月20日（日曜日）
10時から正午まで
※ 雨天中止

箕面公園内 昆虫館から修業古場（しげのこば）までの道沿いで秋の昆虫をさがして観察します。（野外観察）
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：15名
■対象：小学生以上（※小学生は保護者の同伴
要）
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴
■申込：電話受付（事前申込制・先着順）
＊受付は、10月下旬頃から開始予定（昆虫館
ホームページに掲載）

箕面公園 昆虫DIY「チョウの標本づくり」
2022年11月27日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園昆虫
館研修室

チョウの標本をつくります。（室内ワークショップ）
■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：300円（標本作成参加費）／付添者は
100円
■定員：15名
■対象：未就学児～小学生とその保護者
■持ち物：なし
■申込：電話受付（抽選制）
＊抽選受付は、10月下旬頃から開始予定（昆虫
館ホームページに掲載）

箕面公園
山岳ライター・根岸真理さんといく、みのおの山シーズン
トレッキング
「紅葉・黄葉トレッキングinみのお」（仮称）

2022年11月27日（日曜日）
10時から15時まで（予定）

箕面公園および
周辺山麓

山のスペシャリストを招き、四季折々の箕面の山・森をより楽しむための連続企画ハイク。
六甲山を活動拠点とし、六甲山・摩耶山に関する本を多く執筆する山歩きの達人、
山岳ライター・根岸真理さんが街の近くの山での楽しみ方を案内します。
晩秋の箕面の山をいろんな紅葉・黄葉をたずねてトレッキング。

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：1,500円
■定員：15名
■対象：高校生以上
■申込：電話受付（事前申込制・先着順）
＊受付は10月下旬頃から（箕面公園ホームペー
ジに掲載）

服部緑地 しょくぶつえんで子育てママのためのフラワーセラピー
2022年９月28日（水曜日）
10時30分から正午まで

服部緑地都市
緑化植物園　第
１スタジオ

お花に触れると心が癒されますよ。育児で忙しい毎日自分で選んだお花をアレンジしてゆとりあるひ
と時を一緒に過ごしましょう。

■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
■対象：２才までのお子様をお持ちのママ
■申込：要事前申込。電話または窓口にて受付
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 服部緑地ふれあい祭り～わくわくワークショップ～
2022年10月1日(土曜日)
11時から15時まで
雨天の場合、10月2日（日曜日）に順延

集いの原っぱ、
西中央広場

服部緑地で活動するボランティアグループによる自然工作を中心に、働く車の展示、エアー遊具、縄跳び世
界チャンピンによる縄跳びパフォーマンスなど楽しい体験がいっぱい。

■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■参加費：無料　※一部有料ブース有
■申込：不要

服部緑地 しょくぶつえんでフラワーピクニック
2022年10月16日（日曜日）
11時から15時まで

服部緑地都市
緑化植物園

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

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：無料　※一部有料ブース有
■対象：どなたでも
■申込：不要
※別途入園料220円が必要
・但し中学生以下は無料

服部緑地 しょくぶつえんでシェフの屋台＆Civic Jazz
2022年10月30日（日曜日）
11時から15時まで

服部緑地都市
緑化植物園

シェフが提供するこだわりグルメと本格的なジャズビッグバンドによる迫力満点の演奏をご堪能くださ
い。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：無料　※一部有料ブース有
■対象：どなたでも
■申込：不要
※別途入園料220円が必要
・但し中学生以下は無料

服部緑地 ミズノ健康の日　ノルディックウォーク教室
2022年11月3日（木曜日・祝日）
10時から12時30分まで

東中央広場・園
内

秋空のもと、ノルディックウォークで園内を歩きましょう！レンタルポールも20セットご用意しておりま
すので、初めての方もお気軽にご参加ください。

■服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■参加費：500円　※レンタルポール代200円
■定員：先着50名
■申込：要事前申し込み。10月3日（月曜日）より
受付開始。
※東中央広場集合

山田池公園 中秋の名月でお月見会
2022年９月10日（土曜日）
日没から21時まで

山田池公園
観月堤休憩所

観月提休憩所をススキなどで飾り付け、中秋の名月を鑑賞します。
■山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

■参加費：無料
■申込：不要

山田池公園
実りの農作業体験　家族で楽しむサツマイモの収穫体
験会

2022年10月9日（日曜日）
2022年10月23日（日曜日）
10時から正午まで

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

■山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■参加費：100円（※一人につき）
■定員：20組（先着順。ただし、小学生以下の子
どもを含むご家族）
■申込：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。）

山田池公園 第14回山田池公園フェスティバル
2022年10月15日（土曜日）
10時から15時まで

山田池公園
芝生広場

公園主催のイベントで色々なブース出展（工作教室、レクリエーション、ゲームなど）があります。
■山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

■参加費：無料
■申込：不要

山田池公園 古典菊展
2022年11月１日（火曜日）から
2022年11月30日（水曜日）
９時30分から16時30分まで

花しょうぶ園 肥後菊などの古典菊を約80品種展示します。
■山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

■参加費：無料
■申込：不要



山田池公園 実りの農作業体験　家族で楽しむ落花生の収穫体験会
2022年11月６日（日曜日）
10時から正午まで

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

■山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■参加費：100円（※一人につき）
■定員：20組（先着順。ただし、小学生以下の子
どもを含むご家族）
■申込：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。）

山田池公園 樹名板づくり
2022年11月13日（日曜日）
10時から15時まで

パークセンター
横広場

参加者に手作りの樹名板を作ってもらい、樹木へ取り付けます。
■山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■参加費：無料
■定員：30名（先着順）
■申込：当日受付

寝屋川公園
公園の四季を楽しむ散歩倶楽部　その2
～昆虫もいっぱいの公園～

2022年９月12日（月曜日）
10時から正午まで

寝屋川公園管
理事務所前集
合

恒例の寝屋川公園お散歩倶楽部です。今回は園内にいる昆虫を観察します。
■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費:無料
■定員：20名（先着順）
■申込：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

寝屋川公園
バッタの運動会
～バッタをつかまえて飛ばそう～

2022年10月１日（土曜日）
10時から正午まで

寝屋川公園管
理事務所前集
合

みんなでバッタを捕まえて、バッタの種類や不思議について少しお勉強した後に、捕まえたバッタの
中から代表選手を選んで飛距離を競います。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費:無料
■定員：親子で30名（先着順）
■持ち物：虫網、虫かご、水筒、帽子等
■申込：９月１日（木曜日）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

深北緑地 深北の日（ボランティアデー）
2022年９月４日（日曜日）
10時から11時まで

深北緑地
管理事務所

自由広場（BMXスペース）の整備を行います。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 まちかどプランツ
2022年９月11日（日曜日）
2022年９月25日（日曜日）
10時から11時まで

深北緑地
とりで花壇

９月11日：ヒマワリの刈り取りを行います。
９月25日：水仙の植え付けを行います。

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 おおきなボールであそぼう！
2022年９月17日（土曜日）から
2022年11月27日（日曜日）までの
土日祝 ９時から16時まで

芝生広場 芝生広場におおきなボールが登場！蹴ったり転がしたり、めいっぱいからだを使ってあそぼう！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：不要
■芝生広場でお好きなボールをご利用いただけ
ます。おひとり様おひとつまで。

深北緑地 ログインマルシェ
2022年９月23日（金曜日・祝日）
2022年10月30日（日曜日）
各日 10時から16時まで

水辺広場
ハンドメイド雑貨やわんこグッズ、ランチやスイーツのキッチンカーなど、約40店舗が出店します。ご来店者様
特典もご用意！

■Log-in事務局
メールアドレス：
login2019.event@gmail.com

■参加費：無料
■申込：不要

深北緑地 まちかどプランツ
2022年10月８日（土曜日）
10時から11時まで

円形花壇 コスモスの刈り取り予定です。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 深北の日（ボランティアデー）
2022年10月９日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 波の広場とバスケットボール広場の清掃を行います。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 フィカタック
2022年10月16日（日曜日）
10時から11時まで

テニスコート前 植物クイズにチャレンジ！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 まちかどプランツ
2022年10月23日（日曜日）
10時から11時まで

バスロータリー ミックスフラワーの種まき予定です。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 レンコン堀り体験
2022年10月30日（日曜日）
10時から11時まで

レンコン畑 レンコン掘り体験をしていただきます。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■定員：15組
■申込：当日受付
■汚れても良い服装と靴でご参加ください

深北緑地 ふかきたdeコンサート
2022年11月３日（木曜日・祝日）
13時から16時まで

芝生広場 地元の吹奏楽を盛り上げたい！のんびりくつろぎながら音楽を楽しみましょう！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：不要

深北緑地 深北の日（ボランティアデー）
2022年11月６日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 テニスコート周辺の落ち葉清掃を行います。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 エシカルフェスタ
2022年11月12日（土曜日）
2022年11月13日（日曜日）
９時から16時まで

芝生広場
パフォーマンスステージやワークショップ、エア遊具も登場！キッチンカーや販売ブースもあり丸一日
楽しめます！

■エシカルフェスタ実行委員会
電話番号：080-8068-5796

■参加費：無料
■申込：不要

深北緑地 まちかどプランツ
2022年11月12日（土曜日）
10時から11時まで

円形花壇 チューリップの植え付け予定です。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 フィカタック
2022年11月13日（日曜日）
10時から11時まで

テニスコート前 植物クイズにチャレンジ！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込：当日受付

深北緑地 段々花壇づくり・ふかきたへの花道
2022年11月20日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 寄せ植え講座のあと、公園までの道しるべとして花苗のプレゼントをいたします。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■定員：20組
■申込：当日受付

枚岡公園 ウォークラリー

2022年９月18日（日曜日）
2022年９月19日（月曜日・祝日）
９時30分から15時30分まで
※ 雨天中止

枚岡公園全域
園内の５か所に設置したラリーポイントの文字を並べ替えると、ある言葉になります。正解の方、各
日先着10名様に公園協会オリジナルグッズを差し上げます。（合計20名様）

■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：無料
■定員：各日10名（先着順定員になり次第受付
終了）
■持ち物：歩きやすい服装・マスク等感染予防対
策
■申込：当日、管理事務所にて参加用紙を配布
配布時間は９時30分から14時まで



枚岡公園 秋の生駒自然観察会

2022年10月23日（日曜日）
９時30分から15時30分まで
※ 雨天中止：開催日前日17時の大阪府
の天気予報で当日午前6時から正午まで
の降水確率が60％以上の場合は中止

枚岡公園全域 秋の草花や樹木の実をハイキングをしながら観察しよう。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：大人:300円・小人100円
■定員：各日15名（先着順定員になり次第受付
終了）
■持ち物：歩きやすい服装・マスク等感染予防対
策
■申込：当日、管理事務所にて参加用紙を配布
配布時間は９時30分から14時まで

枚岡公園 どんぐり遊び

2022年11月６日（日曜日）
９時30分から正午まで
※ 雨天中止：開催日前日17時の大阪府
の天気予報で当日午前6時から正午まで
の降水確率が60％以上の場合は中止

枚岡公園森の
おもちゃ箱周辺
及び森の工作
室にて

園内でドングリや小枝を探し、観察を行い、どんぐり工作を行います。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：大人:300円・小人100円
■定員：10名（先着順定員になり次第受付終了）
■申込：11月１日（火曜日）午前10時から先着順
定員になり次第終了
■持ち物：動きやすい服装・飲み物・雨具・マスク
等感染予防対策

枚岡公園 クリーンハイキング
2022年11月12日（土曜日）
９時30分から１１時30分ごろまで
※ 雨天中止

枚岡公園園内
全域

園内をクリーン活動（清掃活動）をしながら園内全域をハイキング。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：無料
■定員：10名（先着順定員になり次第受付終了）
■申込：当日、管理事務所前にて午前９時から
先着順受付定員になり次第終了。
■持ち物：動きやすい服装・飲み物・マスク等感
染予防対策

枚岡公園 やまの日・ウォークラリー
2022年11月12日（土曜日）
９時30分から15時まで
※ 雨天中止

枚岡公園園内
全域

園内の５か所に設置したラリーポイントの文字を並べ替えると、ある言葉になります。正解の方、先
着20名様に公園協会オリジナルグッズを差し上げます。

■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：無料
■定員：20名（先着順定員になり次第受付終了）
■申込：当日、管理事務所にて参加用紙を配
布。配布時間は９時30分から14時まで
■持ち物：歩きやすい服装・飲み物・マスク等感
染予防対策

久宝寺緑地 久宝寺こうえんマルシェ

2022年９月25日（日曜日）
10時から16時まで
2022年10月23日（日曜日）
10時から16時まで
2022年11月20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

■参加費：無料
■申込：不要

久宝寺緑地
みどり塾
「春の準備、秋まき草花の種まきと育て方」

2022年９月18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

植物専門の先生より、秋に種を蒔いて春に咲く草花について学びます。
育て方のテクニックや種の蒔き方など詳しく教えていただけます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：500円
■定員：16名様（先着順・要事前予約）
■申込：開催日の１か月前から窓口・電話にて受付

久宝寺緑地
みどり塾
「苔テラリウム」

2022年10月16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

苔や石でメルヘンな世界を表現します。
世界に一つだけのオリジナル世界を作りましょう。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：1000円
■定員：16名様（先着順・要事前予約）
■申込：開催日の１か月前から窓口・電話にて受付

久宝寺緑地
みどり塾
「小春日和に作りたい！冬の寄せ植え」

2022年11月20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

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。
今回は春の寄せ植えです。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：2000円
■定員：16名様（先着順・要事前予約）
■申込：開催日の１か月前から窓口・電話にて受付

久宝寺緑地
レッツ久宝探検隊
「昆虫観察会　不思議な昆虫の世界へようこそ」

2022年９月25日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　花の道 公園内にどんな昆虫が生息しているかを観察し、昆虫の生態を学びます。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：無料
■申込：開催日の１か月前から当日まで窓口・電話
にて受付
■虫眼鏡、ルーペ、虫よけスプレー。長袖長ズボンの
着用でお越しください。

久宝寺緑地
レッツ久宝探検隊
「どんぐりを食べてみよう」

2022年10月23日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　花の道
どんぐりのなる木をさがし観察します。
食べられるどんぐりがあることを学び、実際にどんぐりを使ったクッキーを作り味わってみましょう。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：無料
■申込：開催日の１か月前から当日まで窓口・電話
にて受付
■虫眼鏡、ルーペ、虫よけスプレー。長袖長ズボンの
着用でお越しください。

久宝寺緑地
レッツ久宝探検隊
「丸太切り体験」

2022年11月27日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　花の道
鋸の正しい使い方を知り、丸太切を体験します。
また、森作りに間伐や枝打ちが必要なことも学びます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：無料
■申込：開催日の１か月前から当日まで窓口・電話
にて受付
■軍手、長袖長ズボンの着用でお越しください。



久宝寺緑地 ドッグスクール
2022年10月８日(土曜日)
10時から11時30分まで

北地区　
芝生広場

犬のしつけで困っていることはありませんか？
ペットの扱い方のちょっとしたコツをドッグトレーナーから学びましょう。
リードの使い方、犬の叱り方、褒め方。ちょっとしたコツを学ぶことで、飼い犬の扱い方が上手になり
ます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：無料　
■定員：先着10名様まで　要予約　（お一人様犬
は一匹に限らせていただきます）
■申込：10月１日から申込開始
■持ち物：普段使用しているリード、首輪、いつも
の散歩の用意 (ビニール袋等)、おやつ(ご褒美
用）
■参加資格： 生後６か月以上であること、予防注
射（狂犬病・ワクチン）接種済みであること
※雨天の場合は中止とさせていただきます

久宝寺緑地
ハロウィンイベント
～久宝寺緑地に魔女がやってくる！～

2022年10月30日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

北地区　
芝生広場

魔女と一緒に緑地のドングリの秘密を調べよう！
久宝寺緑地にあるいろいろな種類のドングリについて学びます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：無料
■定員：先着３０人まで（要予約）
■申込：10月１日から申込開始

錦織公園 秋の自然観察会
2022年９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。
秋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

■参加費：無料
■定員：先着10名
■対象：18歳以上
■申込：窓口及び電話にて受付随時

錦織公園 森の実習隊
2022年９月10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

■参加費：無料
■定員：先着５名
■対象：18歳以上
■申込：窓口及び電話にて随時受付

錦織公園 稲刈りと秋野菜の収穫体験
2022年10月２日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

河内の里 河内の里の田んぼで稲刈り体験と秋野菜の収穫体験をします。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■参加費：500円
■定員：先着10名
■対象：小学４年生以上（保護者同伴）
■申込：窓口及び電話にて受付
■９月２日から申込受付開始

錦織公園 河内の里の河内綿をつむぐ
2022年10月９日（日曜日）
10時30分から正午まで

河内の里 河内の里で綿つむぎ体験をします。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■参加費：500円
■定員：先着10名
■対象：小学生以上
■申込：窓口及び電話にて受付
■９月９日から申込受付開始

錦織公園 森の実習隊
2022年10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

■参加費：無料
■定員：先着５名
■対象：18歳以上
■申込：窓口及び電話にて随時受付

錦織公園 河内の里のお茶会

2022年10月23日（日曜日）
①12時30分から
②13時30分から
③13時50分から

河内の里（里の
家）

河内の里の里の家でお茶会を行います。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■参加費：400円
■定員：先着30名
■対象：どなたでも
■申込：窓口及び電話にて受付
■９月23日から申込受付開始

錦織公園 10月の花の見所　シオン 2022年９月下旬から10月下旬 河内の里 河内の里で、シオンが見頃を迎えます。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0241

■参加費：無料
■申込不要

錦織公園 季節の寄せ植えづくり
2022年10月30日（日曜日）
10時30分から正午まで
13時30分から15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

■参加費：1,200円
■定員：先着各10名
■対象：中学生以上
■申込：窓口及び電話にて受付
■９月30日から申込受付開始

錦織公園 自転車安全教室
2022年11月３日（木曜日・祝日）
13時30分から15時30分まで

パークセンター 自転車シュミレーターを使った「自転車安全教室」を開催します。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■参加費：無料
■対象：どなたでも
■申込：不要

錦織公園 河内の里の秋まつり
2022年11月３日（木曜日・祝日）
11時から正午まで

河内の里 河内の里の畑で畑のクイズラリーをします。（ワタのお土産）
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■参加費：無料
■定員：先着20名
■対象：どなたでも
■申込：不要

錦織公園 森の実習隊
2022年11月12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

■参加費：無料
■定員：先着10名
■対象：18歳以上
■申込：窓口及び電話にて随時受付

錦織公園 11月の花の見所　ツワブキ 2022年10月下旬から11月下旬
河内の里（里の
家）

河内の里で、ツワブキが見頃を迎えます。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■参加費：無料
■申込：不要

石川河川公園 秋の公園でバッタと遊ぼう！

2022年９月11日（日曜日）
①午前の部10時～正午
②午後の部13時30分～15時30分
 ※ 少雨決行、荒天中止

駒ヶ谷地区管理
事務所

公園の原っぱでバッタとりをしよう！バッタのヒミツのお話や工作もあるよ！
■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■参加費：500円/人
■定員：各回先着６家族(１家族は５名まで)
■申込：HPより申込フォームにて。

石川河川公園
石川の希少種を守る！自然ボランティア
「石川自然クラブ」

2022年９月８日（木曜日）
10時から正午まで
2022年10月13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
■申込：不要
■集合：公園事務所前（駒ヶ谷地区）

石川河川公園 Family Nature Program　飛鳥川での魚とり
2022年９月19日（月曜日・祝）
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

■参加費：500円/人
■定員：５家族（１家族は５名まで）
■実施日の１か月前の一日より受付開始予定
■申込：窓口又は電話にて受付



石川河川公園 Family Nature Program　ため池の水抜き
2022年10月30日（日曜日）
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！

■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■参加費：各回 子ども500円、大人200円
■定員：先着順（子ども15名まで）
■実施日の１か月前の一日より受付開始予定
■申込：窓口又は電話にて受付

長野公園
簡単キャンプご飯～メスティンでご飯を炊いてみよう！
～

2022年９月11日（日曜日）
2022年９月18日（日曜日）
10時から正午まで

９月11日：長野
地区 奥河内さく
ら公園　みどり
の広場
９月18日：天野
山地区　天野山
キャンプ場（第
一サイト）

アルミ製飯盒「メスティン」を使ったカンタン炊飯体験。
ご参加の方はお米とおかず（ふりかけ、即席ラーメン等）をお持ちください。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■参加費：300円
■定員：先着順（10名まで）
（小学生以下は保護者同伴）
■申込：要事前申込。実施日の１か月前から電
話にて受付
■食材（米、箸、おかず）は参加者持参

長野公園 ハロウィン・パーティーin長野公園
2022年10月29日（土曜日）
11時から13時頃まで

長野地区 奥河
内さくら公園　
みどりの広場

管理事務所横の園路とウッドデッキにハロウィンの飾り付けをするとともに以下のイベントを実施しま
す。
　・魔女からの挑戦状　緑の広場で宝さがし
　・ハロウィーン英語イベント（Trick or Treatと言ってお菓子を貰う）
　・ジャック・オー・ランタンづくりワークショップ他

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■参加費：無料
■定員：先着順（30名まで）
■申込：実施日の１か月前から電話にて受付

長野公園 千年の音旅～夕照のもみじとともに～
2022年11月12日（土曜日）
14時30分から16時まで

長野地区 奥河
内もみじ公園
（延命寺地区）

奥河内もみじ公園（延命寺地区）真言宗御室派 延命寺の布教場で、河内長野市音楽団体による
「和」をモチーフとした音楽演奏を楽しむ。
その後、天然記念物の「夕照の楓」を愛でながら、抹茶とお菓子を提供。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■参加費：おひとり500円（お茶・お菓子つき）
■定員：先着順（30名まで）
■申込：１か月前から電話にて受付

住之江公園 バッタハンティング
2022年9月3日（土曜日）
10時から正午まで

バッタトレイル 自然のままに管理しているバッタトレイルでバッタ取りをしよう。バッタ以外の昆虫もたくさんいます。
■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■参加費：無料
■定員：30名　（先着順。小学生以下保護者同
伴）
■申込：不要

住之江公園 ミュージックガーデン
2022年10月9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ガーデンで地元ミュ-ジシャンによるライブを楽しんでみませんか。キッチン
カ－や屋台の出店、フリマも同時開催致します。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■参加費：無料　※ただし物販有料
■申込：不要

住之江公園 日本の食まつり
2022年10月1日（土曜日）
2022年10月2日（日曜日）
10時から17時まで

児童広場
「食との縁」を基本テーマにキッチンカ－総勢30台が大集合。各種ブースも展開。食べて笑ってつな
がるがコンセプトのイベントです。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■参加費：無料　※ただし物販有料
■申込：不要

住之江公園 3日遅れのハロウィンパーチィ
2022年11月3日（木曜日・祝日）
10時から16時まで

児童広場
縁日ブ－ス、フリマブース、マルシェブースにキッチンカー15台。各ブーススタッフは全員仮装して皆
様のお越しをお待ちしております。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■参加費：無料　※ただし物販有料
■申込：不要

住之江公園 わんにゃんマルシェvol.3
2022年11月13日（日曜日）
10時から16時まで（荒天中止）

球技広場
犬猫との暮らしを真面目に考えるイベントで、毎回3,000人以上（犬猫3,000頭以上）が参加します。お
目当ての手づくりペット用品やおやつなどをゲットしよう。抽選会もあります。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-9985-9521

■参加費：500円
■対象：犬猫の好きな人ならどなたでも
■申込：不要

住吉公園 キャンドルナイト　in　住吉公園
2022年９月10日（土曜日）
18時30分から21時まで

花と水の広場
中秋の名月のもと、柔らかいキャンドルの光の中で、困難にも負けない「たいせつなもの」に想いを
はせてみませんか？

■住吉公園管理事務所
電話番号06-6671-2292

■参加費：無料
■対象：どなたでも
■申込：不要

住吉公園 楽しい自然工作
2022年10月16日（日曜日）
13時から15時まで

住吉公園遊戯
場南側

自然の中にあるものを使って工作をします（どんぐり、小枝、タイサンボク等使用）こいのぼり・蝶々ス
トラップ・金魚・タヌキ・水鳥・トトロ・カブトムシ・クワガタなどの工作。

■住吉公園管理事務所
電話番号06-6671-2292

■参加費：無料　
■定員：どなたでも
（小学生以下保護者同伴）
■申込：当日受付（なくなり次第終了）

住吉公園 葉っぱでアート
2022年10月22日（土曜日）
①10時から正午まで
②13時から15時まで

住吉公園　管理
事務所前

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

■参加費：無料　
■対象：どなたでも（小学生以下保護者同伴）
■申込：当日受付（なくなり次第終了）

住吉公園 わんわんおさんぽ塾 in 住吉公園
2022年11月20日（日曜日）
15時から16時まで
※ 雨天中止

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

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料（参加賞あり）
■定員：30組（先着予約順）
■申込：電話又は窓口にて受付
■お約束事：愛犬のうんち袋、おしっこを流す水
は飼い主様がご用意ください

浜寺公園 ごち惣マルシェ
2022年9月4日（日曜日）
10時から17時まで（雨天決行）

中央エントランス
キッチンカーによる飲食ブースに加え、子供縁日や新鮮野菜販売などのブースが出店。
大人から子どもまで、ご家族で楽しめるイベントです。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■参加費：無料（ただし、物販・ブース催し等有料）
■申込：不要
■対象：どなたでも

浜寺公園 ２０２２バッタまつり
2022年9月11日（日曜日）
10時から正午まで（※ 雨天中止）

中央エントランス
バッタの原っぱに生息するバッタなど昆虫の観察をします。
捕獲した昆虫の同定と説明を行う親子対象のイベントです。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■参加費：無料
■定員：こども１５人(親子同伴　こどもは小学生まで　
こどものみの参加可)
■持ち物：汚れても良い服装（長そで、長ズボン推
奨）虫アミ、マスク、タオル、飲み物、筆記用具など
■申込：９月５日より、先着順受付。

浜寺公園 日本の食まつりin浜寺公園
2022年9月23日（金曜日・祝日）
2022年9月24日（土曜日）
10時から17時まで

中央エントランス

全国各地からたくさんのキッチンカーが集まり、美味しいメニューを提供します。
飲食ブースだけでなく、大阪府産の野菜・果物・穀物・加工品など、幅広いジャンルを取りそろえ、多くの方に
楽しく購入してもらえるブースも出店。更に全国各地の野菜・果物・穀物・加工品など、幅広いジャンルを取り
そろえ、購入してもらえるブースもあります。
また、地元の食材を使った「子供料理教室」や体験を通じ、フードロスについても楽しみながら学んでいただ
けるブースもご用意しています。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■参加費：無料（ただし、物販・ブース催し等有料）
■対象：どなたでも
■申込：不要

浜寺公園 ごち惣マルシェ
2022年10月2日（日曜日）
10時から17時まで（雨天決行）

中央エントランス
キッチンカーによる飲食ブースに加え、子供縁日や新鮮野菜販売などのブースが出店。
大人から子どもまで、ご家族で楽しめるイベントです。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■参加費：無料（ただし、物販・ブース催し等有料）
■対象：どなたでも
■申込：不要

大泉緑地 観葉植物でカラーサンド
2022年９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

カラフルなグリーンインテリアでお部屋に彩りを！
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1000円
■定員：18名（先着順）
■申込：不要
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの
着用をお願いします。



大泉緑地 秋風ヨガ
2022年９月17日（土曜日）
10時から11時まで

中央花壇
大泉緑地の美しい景観、秋の心地よい風、鳥のさえずりなど、自然の魅力を感じながらリラックスし
てヨガをします。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■参加費：500円
■定員：20名（先着順）
■対象：高校生以上
■持ち物：運動しやすい服装、飲み物、着替え、
タオル、あればヨガマット(貸出有り)
＊着替えは管理事務所2階会議室をご利用くださ
い。
■申込：窓口、または電話にて受付(先着順) 
＊キャンセル待ちの場合は、前日までにご連絡さ
せて頂いた方のみ参加可能です。
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの
着用をお願いします。

大泉緑地 秋色アジサイでリースづくり
2022年９月25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

アジサイや色々なドライフラワーを使って、かわいいリースを作りましょう。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：700円
■定員：20名（先着順）
■申込：不要
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの
着用をお願いします。

大泉緑地 ニゲラのトピアリー作り
2022年10月２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

ハーブティーを楽しみながらニゲラのトピアリー作りを行います。
トピアリーは、玄関などに飾っていただけるサイズになっています。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：400円
■定員：18名
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの
着用をお願いします。
■申込：９月２日（金曜日）10時より、花と緑の相
談所　窓口又は電話にて受付開始。（先着順）
■持ち物：ハサミ、ボンド、持ち帰り用袋

大泉緑地 黄昏ヨガ
2022年10月15日（土曜日）
16時から17時まで

中央花壇
夕日からの癒しパワーを浴びながらリラックスしてヨガを行います。
暑さが和らぎ、秋の感じられる夕方をゆったりとお過ごしください。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■参加費：500円
■定員：20名
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの
着用をお願いします。
■対象：高校生以上
■持ち物：運動しやすい服装、飲み物、着替え、
タオル、あればヨガマット(貸出有り)
※着替えは管理事務所２階会議室をご利用下さ
い。
■申込：９月15日（木曜日）10時より、窓口又は
電話にて受付開始。（先着順）
※キャンセル待ちの方は、前日までにご連絡させ
て頂いた方のみ参加可能です。

大泉緑地 大泉緑地開設50周年記念イベント
2022年10月22日（土曜日）
2022年10月23日（日曜日）
10時から16時まで

園内各地

50周年を記念し、ふれあいの庭では夜間ライトアップや「月明かりの映画館」、中央花壇では軽トラ
ガーデンコンテストやキッチンカーの出店、22日（土曜日）限定で、大芝生広場では健康関連イベント
の開催など、大泉緑地の園内各地で催しを行います。
大泉緑地を満喫しませんか？みなさまのお越しをお待ちしております。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■参加費：無料
■申込：不要
■対象：どなたでも

大泉緑地 おおさか都市緑化フェア2022
2022年10月23日（日曜日）
10時から15時まで

園内各地

『みどりをつなぎ、人とつなぎ、未来へつなぐ』をテーマに、都市緑化に関する知識を深め、公園のも
つ魅力や新たな楽しみ方などを再認識していただけるようなワークショップなどを開催します。どんぐ
りを使ったネイチャークラフト、多肉植物寄せ植え講習会、軽トラガーデンコンテスト作品展示、大阪
産（もん）野菜のマルシェなど、盛りだくさんです。会場内で同時開催される『大泉緑地開設50周年記
念イベント』によるキッチンカーも多数出店します。詳しくは府HPをご確認ください。

■都市整備部　公園課　企画推進
グループ
電話番号：06-6944-7594

■参加費：無料　（ただし、物販・ブース催し等有
料）
■申込：不要
■対象：どなたでも

大泉緑地 木の実のリース
2022年10月30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

大泉緑地で集めた木の実などを使いリースを作ります。
多種多様な木の実がありますので、お気に入りのものをぜひ作ってくださいね！

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：800円
■定員：20名
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの
着用をお願いします。
■申込：９月30日（金曜日）10時より、花と緑の相
談所　窓口又は電話にて受付開始。（先着順）

大泉緑地 ネイチャークラフト講習会
2022年11月６日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

講習会室 大泉緑地の自然素材である、どんぐりや剪定枝を用いた工作を行います。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：無料
■定員：18名
■申込：10月6日(木曜日)10時より、花と緑の相
談所窓口または電話にて受付開始。（先着順）
※キャンセル待ちの方は、前日までにご連絡させ
て頂いた方のみ参加可能です。

大泉緑地 おしゃれなインテリアハーバリウム
2022年11月13日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

講習会室

ガラスボトルの中にプリザーブドフラワーやドライフラワーなどを入れ、専用のオイルを注ぎ、クリス
マスにも飾れる素敵なハーバリウムを作ります。簡単なプリザーブドフラワーや、ドライフラワーの作
り方も紹介します。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1,300円
■定員：18名
■申込：10月13日(木曜日)10時より、花と緑の相
談所窓口または電話にて受付開始。（先着順）
※キャンセル待ちの方は、前日までにご連絡させ
て頂いた方のみ参加可能です。

大泉緑地 ひつじの毛で干支のウサギづくり
2022年11月20日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

講習会室 大泉緑地ひつじ広場の羊の毛を使って、可愛いウサギを作りましょう。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：500円
■定員：20名
■申込：10月20日(木曜日)10時より、花と緑の相
談所窓口または電話にて受付開始。（先着順）
※キャンセル待ちの方は、前日までにご連絡させ
て頂いた方のみ参加可能です。



大泉緑地 クリスマスリース

2022年11月26日（土曜日）
13時30分から15時30分まで
2022年11月27日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

講習会室
大泉緑地の自然素材であるブルーアイス、ハイビャクシン、フィラオーレなどの剪定枝でリースをつく
り、リボン、オーナメントなどをつけて飾り付けます。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1,000円
■定員：各回20名
■申込：10月23日(日曜日)10時より、花と緑の相
談所窓口または電話にて受付開始。（先着順）
※キャンセル待ちの方は、前日までにご連絡させ
て頂いた方のみ参加可能です。

二色の浜公園 TOYOTA　SOCIAL　FES!!2022　㏌　二色の浜
2022年10月９日（日曜日）
９時30分から15時まで（予定）

二色の浜公園
沢地区
中央海岸

TOYOTAとタイアップして今年で4回目の開催。参加者全員でビーチクリーン・水辺の安全教室を実
施後、エンジン付キッズボート・水上オートバイ・カヌー・スタンドアップパドル（SUP）の体験をしなが
ら、海上のゴミを回収します。マイクロプラスチックがどれくらいあるかなど、SDGｓ環境学習を行いま
す。来園した方が残したゴミや、海から流れ着いたゴミが自然環境にどのように影響するか、楽しみ
ながら学べます！ぜひ親子でご参加下さい！

■二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

■参加費：無料
■定員：一部・二部制　それぞれ15名
■申込：要事前申込み
■濡れても良い服装と着替え

りんくう公園 サンセットヨガ
2022年９月10日（土曜日）
17時30分から18時30分まで

シンボル緑地　
太鼓橋上

海に沈む夕日を眺めながらヨガを行い、心と身体をリラックスしませんか。
■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■参加費：500円
■定員：20名（16歳以上）
■申込：窓口または電話にて受付
■持ち物：運動しやすい服装、飲み物、着替え、
タオル、蚊対策
■ヨガマット貸出あり（お持ちの方はご持参くださ
い）

りんくう公園 リラクゼーションヨガ
2022年10月10日（月曜祝日）
10時00分から11時00分まで

シンボル緑地
太鼓橋上

海を眺めながら、気持ちよくヨガを楽しみませんか。
■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■参加費：500円
■定員：20名（年齢制限なし。どなたでも参加可
能）
■申込：９月９日（金曜日）10時より窓口または電
話にて受付
■持ち物：運動しやすい服装、飲み物、着替え、
タオル、蚊対策
■ヨガマット貸出あり（お持ちの方はご持参くださ
い）

りんくう公園 手作りバームクーヘン体験
2022年11月３日（木曜日）
13時から15時まで（※ 雨天中止）

石舞台
家族で、友人で、バームクーヘンを手作りしませんか！
みんなで力を合わせて上手に焼きましょう。

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■参加費：１組１本2,000円（当日受付でお支払い
ください）
■定員：６組（大人２名以上を含む１組４名まで）
※対象年齢６歳以上
■申込：10月３日（月曜日）１０時から電話にて受
付
■持ち物：軍手、エプロン、マスク、タオル、三角
巾または帽子、飲み物

りんくう公園 マーブルドリル

2022年11月25日（金曜日）【定員：10名】
2022年11月26日（土曜日）【定員：20名】
2022年11月28日（月曜日）【定員：20名】
各日：10時30分から12時30分

総合休憩所３階 園内の花木を利用したおしゃれなクリスマス飾り講習会を行います。
■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■参加費：1,500円（当日受付でお支払いくださ
い）
■定員：20名
■申込：10月25日（火曜日）10時より電話にて受
付
■持ち物：花ばさみ、ゴム手袋、持ち帰り用袋
※１回の電話での受付は２名までとさせていただ
きます

蜻蛉池公園 きらっと泉州☆育
2022年10月23日(日曜日)
10時から16時まで

野原の広場
水と緑の音楽広
場

農業、福祉などが協力し繋がるきっかけとなり、また障がいがあってもなくても子供さんたちが同じ空
間で楽しく遊び、音楽を感じながら楽しめるイベントを開催します。

■きらっと泉州実行委員会
E-mail:
pocapoca.himawari@gmail.com

■問い合わせ先
「きらっと泉州☆育」実行委員会

蜻蛉池公園
ハロウィンパーティー
㏌蜻蛉池公園

2022年10月29日(土曜日)
10時から16時まで
2022年10月30日(日曜日)
10時から19時まで

野原の広場
『 全員が楽しめるイベント 』
お子様、お母さん、お父さん、出展者、主催者すべて参加型で楽しむハロウィンイベントです。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号072-443-9671

■参加費：無料
■対象：どなたでも
■申込：不要

蜻蛉池公園 ローズフェア　２０２２　Autumn
2022年11月12日(土曜日)
2022年11月13日(日曜日)
各日　10時から16時まで

バラ園
蜻蛉池公園において、毎年恒例の秋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

■参加費：無料
■対象：どなたでも
■申込：不要

蜻蛉池公園 ロハスパーク
2022年11月26日(土曜日)
2022年11月27日(日曜日)
各日　10時から16時まで

大芝生広場 公園で、遠くから家族連れのみんながあつまるおしゃれでかわいくエコを実践するイベントを開催！
■ロハスパーク実行委員会
メール：info@lohas-park.jp

■参加費：無料
■対象：どなたでも
■申込：不要

せんなん里海公園 ビーチテニス教室
2022年９月10日（土曜日）
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

■参加費：無料、駐車参加費別途640円
■定員：先着20名　小学生以上
■申込：要事前申込み。2022年８月26日（金曜
日）10時より窓口・電話にて受付

せんなん里海公園 ヒップアップヨガ
2022年10月23日（日曜日）
10時から11時30分まで

しおさい楽習館　
横芝生

公園で自然を感じながら気持ち良くヨガを体験していただく事によって、疲れた心とからだを開放し、
スッキリとリラックスし健康増進につなげましょう。

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■参加費：無料、駐車参加費別途640円
■定員：先着20名　小学生以下は保護者同伴
■申込：要事前申込み。2022年10月9日（日曜
日）10時よりに電話・窓口で申込み

せんなん里海公園 親子しぜん体験会
2022年11月23日（水曜日・祝日）
10時から11時30分まで

しおさい楽習館　
横芝生

公園内の様々なドングリを採集し、ドングリ遊びやドングリ工作を楽しみ、自然の大切さを学ぶ観察
会を行います。

■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、駐車参加費別途640円
■定員：20名　小学生以下は保護者同伴
■申込：要事前申込み。2022年11月3日（木曜
日）10時から5日（土曜日）15時までに窓口・電話
にて受付
定員以上の申込みがある場合は抽選（先着優先
ではない）
・抽選の発表は、11月6日（日曜日）



泉佐野丘陵緑地 自然観察会
2022年９月25日（日曜日）
10時から正午まで

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

■参加費：無料
■定員：先着20名
■対象：小学生以上（小学生は要保護者同伴）
■持ち物：マスク、タオル、飲み物、帽子、虫よけ
スプレー
■服装：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、歩
きやすい運動靴）
■申込：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の窓口・電話にて
受付
■申込期限：９月15日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 竹細工教室　六芒星編みかごを作ろう！（全３回）

2022年10月15日（土曜日）
2022年10月16日（日曜日）
2022年10月22日（土曜日）
10時から15時まで

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、蜘蛛の巣
のような編み目の六芒星編みかごを作ります。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

■参加費：500円
■定員：８名（申込多数の場合は抽選）
■対象：高校生以上
■持ち物：作業用ゴム手袋、昼食、飲み物、マス
ク
■服装：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、運
動靴）
■申込：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の窓口・電話に
て受付
■申込期限：2022年10月５日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 秋の郷遊び
2022年11月５日（土曜日）
10時から15時まで

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」がサトイモの収穫やつるし柿づくりなど、秋の魅
力を感じる体験プログラムを企画しています。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

■参加費：各プログラムによる
■定員：各プログラムによる
■対象：各プログラムによる
■持ち物：軍手、飲み物、帽子、マスク
■服装：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、運
動靴）
■申込：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の窓口・電話にて
受付
■申込期限：2022年10月26日（水曜日）正午まで


