
令和５年　府営公園の主なイベント予定 令和5年１月31日 時点

公園名 実施月 イベント名 内容 イベントジャンル

浜寺公園 2月 KIX泉州国際マラソン フルマラソンイベント スポーツ・健康

枚岡公園 2月26日～3月5日 梅まつり 野点、和風カフェなど 花・みどり

服部緑地 3月 シェフの屋台 キッチンカー持ち込みイベント 企画もの

山田池公園 3月 つばき展 肥後つばき等約30鉢を展示 花・みどり

深北緑地 3月 グリーンフェスタ 障がい者と健常者が一緒にスポーツを楽しむ健康イベント、ライトアップ スポーツ・健康

久宝寺緑地 3月 ハッピーアースデイ大阪 環境に配慮した飲食・物販や体験型ワークショップなど 総合

住之江公園 3月 春ウィンパーチィ キッチンカ－の出店を中心にステ－ジ、大道芸、フリマ、縁日 食・マルシェ

住之江公園 3月 わんにゃんマルシェ＠住之江公園vol.3 犬猫に特化した手作り品即売とワークショップ、アクティビティ 企画もの

大泉緑地 3月 ボランティアフィスティバル 指定管理とボランティアや関係団体よるイベント 企画もの

せんなん里海公園 3月 第10回せんなん里海さくらフェス ライブ・タッチングプール・海藻万華鏡教室、大阪湾フォーラムなど 総合

深北緑地 3月・4月 さくらまつり （仮称） キッチンカー出店など 花・みどり

深北緑地 3月・4月 さくらライトアップ 桜のライトアップ・キッチンカー出店など ライトアップ

住之江公園 3月 イザ！カエルキャラバン ゲ－ムをしながら防災知識を身に着ける 企画もの

長野公園 3月・4月 長野公園さくらと光の回廊 さくらのライトアップ、竹のトンネル、竹灯籠、和傘のライトアップなど（※） ライトアップ

山田池公園 4月 桜草展 日本桜草約100品種を展示 花・みどり

浜寺公園 4月 スプリングフェスタ イベントブースの出店、ステージ（和太鼓等）など 企画もの

浜寺公園 4月 中央花壇セレモニー 中央エントランス噴水リニューアル竣工記念式、大学連携によるパフォーマンス 企画もの

服部緑地 5月 ママフェス キッチンカー持ち込みイベント 企画もの

箕面公園 5月 まちやまコンサートin箕面大滝 ライトアップされた滝前での野外音楽ライブ 音楽・憩い

箕面公園 5月 ライトアップ 箕面大滝ライトアップ ライトアップ

住之江公園・住吉公園 5月 すみすみ公園フェスタin住之江公園 2公園で開催するライブステ－ジ、フリマ、屋台、縁日、アクティビティ、フリマ等 総合

住之江公園 5月 すみのえハート♡スタジアム2023 市民による手作り感一杯のお祭りイベント 総合

浜寺公園 5月 ROSE DE MAI・浜寺ローズカーニバル ばら庭園ライトアップ他 花・みどり

蜻蛉池公園 5月 ローズフェア（仮） バラ園でのカフェ、キッチンカー集合、フリーマーケット開催 花・みどり

服部緑地 6月 パパフェス キッチンカー持ち込みイベント 企画もの

服部緑地 6月 ロハスパーク キッチンカー持ち込みイベント 企画もの

山田池公園 6月 花しょうぶ園開園 140品種１万株のハナショウブ　ライトアップも実施 花・みどり

蜻蛉池公園 6月 ユリ祭り（仮） ユリの展示とキッチンカー集合、フリーマーケット開催 花・みどり

蜻蛉池公園 6月 あじさい祭り（仮） バラ園でのカフェ、キッチンカー集合、フリーマーケット開催 花・みどり

大泉緑地 6月・12月 ロハスパーク おしゃれでかわいくエコを実践するイベント（時期未定） 総合

箕面公園 7月 まちやまコンサートinキャンドルロード サマーフェスタキャンドルロードに合わせ野外音楽ライブ 音楽・憩い

住之江公園 7月 ハロ海パーチィ キッチンカ－の出店を中心にステ－ジ、大道芸、フリマ、縁日 食・マルシェ

二色の浜公園 7月頃 二色の浜オープニングイベント（仮） 二色の浜公園沢地区リニューアルに伴うイベント 企画もの

箕面公園 7月中旬～8月 ライトアップ 箕面大滝ライトアップ ライトアップ

箕面公園 8月 箕面の森の音楽会 山麓保全活動のＰＲも兼ねた野外音楽ライブ 音楽・憩い

住吉公園 8月 第2回住吉公園歴史探訪フォーラム 住吉公園の歴史と魅力を再発見し、広く発信するシンポジウムなど 企画もの

服部緑地 9月 夢番地 音楽フェス 音楽・憩い

浜寺公園 10～11月 浜寺公園フォーラム 浜寺公園の歴史と魅力を再発見し、広く発信するシンポジウムなど 企画もの

服部緑地 10月 シェフの屋台 キッチンカー持ち込みイベント 企画もの

服部緑地 10月 ふれあい祭り ボランティアの発表会 企画もの

山田池公園 10月 山田池公園フェスティバル 色々なパフォーマンスやケータリングカー、ゲームや工作も 総合

住之江公園 10月 日本の食まつり キッチンカ－の出店を中心にステ－ジ、大道芸、フリマ、縁日 食・マルシェ

箕面公園 10月 健康ピクニック（仮称） 健康に関するワークショップなどの体験フェア スポーツ・健康

二色の浜公園 10月～11月頃 二色の浜 Autumn Beach Festa 砂浜の清掃やビーチスポーツ体験の実施・キッチンカー出店 総合

浜寺公園 11月 おおさか都市緑化フェア 2023 花とみどりあふれる街づくりを推進するイベント 花・みどり

浜寺公園 11月 オータムフェスタ 秋の恒例イベント（フリーマーケット、松ぼっくり釣りなど） 企画もの

住吉公園・浜寺公園 11月 住吉公園・浜寺公園間阪堺電軌鉄道貸切運行 ガイド付き住吉公園・浜寺公園間の阪堺電軌鉄道貸切運行ツアー 企画もの

箕面公園 11月 ライトアップ ➀瀧安寺鳳凰閣　②昆虫館前～公園事務所前　➂箕面大滝　ライトアップ ライトアップ

寝屋川公園 11月 寝屋川公園フェスティバル 指定管理とボランティアや関係団体によるイベント 総合

寝屋川公園 11月 ねやがわ MIX ALIVE＆フリーマーケット 第一野球場で音楽と食のコラボイベント 音楽・憩い

山田池公園 11月 古典菊展 肥後菊などの古典菊を約80品種展示 花・みどり

深北緑地 11月 ふかきたdeコンサート 吹奏楽を中心とした音楽祭 音楽・憩い

住之江公園 11月 3日遅れのハロウィンパーチィ キッチンカ－の出店を中心にステ－ジ、大道芸、フリマ、縁日 食・マルシェ

住之江公園 11月 わんにゃんマルシェ＠住之江公園vol.4 犬猫に特化した手作り品即売とワークショップ、アクティビティ 企画もの

大泉緑地 11月 MIKROCK 堺出身のアーティストを起用する無料野外ライブ　キッチンカーも 音楽・憩い

蜻蛉池公園 11月 ローズフェア（仮） あじさい園でのカフェ、キッチンカー集合、フリーマーケット開催 花・みどり

久宝寺緑地 12月 きらきらナイト ライブコンサートを含む各種クリスマスイベント 音楽・憩い

浜寺公園 12月 クリスマスイベント クリスマスツリーの装飾、キッチンカーなどの出店 企画もの

久宝寺緑地 毎月 久宝寺こうえんマルシェ 大阪府内の農業を応援することを目的にマルシェを開催 食・マルシェ

詳細の日程及び内容については各公園のホームページをご確認ください。


