
企業の森活動体験会及び式典について（案） 

 

■実施日：平成 29年 11月 12日（日） 9時 45分～14時 

        ※雨天決行 

         （大雨警報または暴風警報が泉佐野市内に発令している場合は中止） 

 

■実施場所：大阪府営泉佐野丘陵緑地（泉佐野市上之郷） 

 

■実施内容： 

 ① 確認書締結記念式典（11時 30分～12時まで 30分程度実施） 

   【確認書締結の内容】 

   ○泉佐野丘陵緑地の整備運営（シナリオ型公園づくり）のため、企業グループ大輪会より

平成 20年度～平成 29年度の 10年間に 2億円の支援を受けている。 

   ○このたび、平成 30 年度以降の支援継続が決定し、平成 39 年度までの 10 年間に 1

億円の支援をいただく予定（1 年あたり 1000 万円）。支援継続をいただくための確認

書締結の記念式典を実施する。 

 

 ② 企業の森活動体験会  

   【企業の森活動体験会の内容】 

   ○企業グループ大輪会の会員企業を対象に、企業の社員が泉佐野丘陵緑地で竹林管理

体験等を行い、金銭的な支援だけではなく、実際の公園づくり等にも参加していただくため

に平成 27年度より実施、今回の体験会で 6回目の開催 

   ○今回体験会より、地元の泉佐野市の企業にも対象を広げ、参加呼びかけを実施。 

   ※季節を感じるお楽しみ企画については、参加人数を 30名と想定。 

      【参加予定人数内訳】 

      ●大輪会 

○りそな銀行 ：池田副代表ほか 7～12名程度（大人のみと思われる） 

○富士火災海上（株）：大輪会理事ほか大人 3人 

○奥村組（株）：大輪会理事ほか大人 8人、小学生 2人 

の合計 20～25名。 

      ●泉佐野市内企業（想定）5名。 

      ●その他 ：大阪府副知事、（想定）都市計画室長、公園課長３名 

      計 30名程度 

  

報告－４ 



  



■企業の森活動体験会及び式典スケジュールイメージ   

 

時    間 内    容 

9:30 ～ 9:45 パークセンターにて受付 

9:45 ～ 10:00 体験会スケジュール説明（5分）、公園の概要説明（10分） 

10:00 ～ 10:10 企業の森エリアへ移動（徒歩） 

10:10 ～ 11:20 

竹の間伐作業体験会【企業の森にて】 

・竹林についての説明（10分） 

・竹の切り方説明（10分） 

・間伐作業体験・園路づくり作業体験（40分） 

※竹間伐、竹整理、チップ敷均し、園路づくり 

・片付け（10分） 

11:20 ～ 11:30 
郷の館へ移動（徒歩） 

★ここまでに副知事到着 

11:30 ～ 12:00 

記念式典（候補地：郷の館周辺） 

・開式（事業概要説明、確認書締結について説明）５分 

・副知事あいさつ 3分 

・池田代表理事あいさつ 3分 

・パーククラブ代表あいさつ 3分 

・記念植樹 10分 

・記念撮影 ５分 

・閉式 １分 

12:00 ～ 13:30 

お楽しみ企画＆昼食（郷の館横 もしくは ヤード倉庫前） 

※参加人数 30名想定 

 

 

 

 

13:30 ～ 13:40 アンケート記入、解散 

14:01   観光周遊バス出発 

 

 

 

 



 

 

2017年11月 12日（日）  9:45〜14:00 

集 合：泉佐野丘陵緑地 パークセンター受付前（受付は 9:30～） 

対  象：小学生以上（この体験会にはご家族でご参加いただけます） 

服  装：長袖、長ズボン、汚れてもよい靴（サンダル不可）、軍手 

持ち物：飲み物、昼食 

費  用：300円/人 ※現地にて当日お支払いください 

※公共交通機関でのご来園の場合：JR日根野駅からいずみさの観光周遊バス(無料)をご利用ください 

（行き）9:16 に JR日根野駅を出発、パークセンター前に 9:25着 

（帰り）14:01 にパークセンター前を出発、JR日根野駅 14:10着 

※お車でのご来園の場合：阪和自動車道上之郷 ICから西へ 500m（駐車場無料） 

 

第 6回企業の森活動体験会 

 
公園づくり体験を 

してみませんか？ 

■企業の森活動とは？ 
府民と企業、団体や地域の人々とともにさまざまな

縁（えん）をつくっているこの公園で、企業の皆様

に取り組んでいただく「公園づくりの活動」のことで

す。現在は、活動イメージを知っていただくための

「体験会」を大阪府主催で年に数回行っています。

体験会は、竹林管理等の公園づくり活動と季節の

お楽しみ企画をセットで行っています。 

  泉佐野丘陵緑地の愛称です！ 

えん＋公園 
（えんぱく or えんパーク） 

★公園づくりの体験をしていただく「第 6 回企業の森活動体験会」として、竹林の管理作業体験会を行

います。なお、今回の「季節を感じるお楽しみ企画」については、『焼き芋＆秋の味覚のみそ汁作り』を

予定しています。 

 

※当日の活動は、公園ボランティア「パーククラブ」がサポートします。 

※当日は、企業グループ「大輪会」に参加している企業数社も参加予定です。 

 

■当日の予定 
・竹林管理作業体験  約 70分 
（竹伐採体験や竹整理、チップの敷均しなどの作業） 
・記念式典※  約 30分 
※泉佐野丘陵緑地では企業グループ「大輪会」より公園づくりの支援をいた
だいています。その支援継続記念式典についても同日に行う予定です。
（出席予定：大輪会代表理事、大阪府副知事） 

・昼食及び季節のお楽しみ企画 約 90分 
 （焼き芋＆キノコ汁づくりと試食） 

参加申込締切 
10月 27日

(金) 



■ 大阪府営泉佐野丘陵緑地について 

大阪府営泉佐野丘陵緑地は、2016 年 8月にオープンした 19 番目の府営公園です。この公園では、府民の皆さんと大阪

府が計画づくりの段階から一緒につくる取組みを進めています。また、この新しい公園づくりの考え方に賛同いただ

いた企業グループ「大輪会」から事業を支援していただいています。 

 

 

 

 

 
 

■ 泉佐野丘陵緑地パーククラブについて 

泉佐野丘陵緑地パーククラブは、大阪府のパートナーとして園内での整備活動やイベント活動を企画・実施する公園

ボランティアです。2010年 8 月に設立され、2017年 7月末現在 101名の方々が活動されています。企業の森活動では、

パーククラブと連携することもできます。 

 

 

 

 

 

 

■ 公園へのアクセス 

［公共交通でお越しの場合］ 

・JR日根野駅前から、いずみさの観光周遊バスで約 10 分 

 南海泉佐野駅前から、いずみさの観光周遊バスで約 25 分 

「泉佐野丘陵緑地パークセンター」バス停下車（バス無料） 

［お車でお越しの場合］ 

・阪和自動車道上之郷インターすぐ（駐車場無料） 

 

■ お問い合わせ先 

「企業の森活動」「パーククラブ」に興味をお持ちいただけまし

たら、ぜひパークセンターまでお問い合わせください。 

 

泉佐野丘陵緑地 パークセンター 

〒598-0024 泉佐野市上之郷 90番地 

TEL：072-467-2491  9:00-17:00（除く月曜日） 

※但し、月曜日が祝祭日の場合は、火曜日が休館日 

FAX：072-467-2493 

Email： kishiwadadoboku-g17@sbox.pref.osaka.lg.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

園内ガイド 園路・広場づくり 農体験 各種イベント 

泉佐野丘陵緑地 検索 

http//izumisano-kyuryo.jp 

企業の森活動体験会へ参加申込希望の方は別紙参加申込書に必要事項をご記載の上、FAX ください。 

もしくは、下記内容をご記載の上、メール（kishiwadadoboku-g17@sbox.pref.osaka.lg.jp）にてお申し込みく

ださい。 

(1)貴社名、(2)参加者お名前(フルネーム、全員分)、(3)参加者にお子様がいらっしゃる場合はお子様の年齢、

(4)ご来園手段（車 or公共交通機関）、(5)当日の緊急連絡先電話番号（1 グループにつき 1 つ以上） 



 
 
 
 

第 6回企業の森活動体験会 参加申込書 
 

申込日  平成 29年    月    日 

 

貴社名：                         

ご担当者名：                      

お電話番号：                      

メールアドレス：                     

 

 お名前 年齢※1 来園手段 当日の緊急連絡先※２ 

１   車 ・ 公共交通機関 
 

２   車 ・ 公共交通機関 
 

３   車 ・ 公共交通機関 
 

４   車 ・ 公共交通機関 
 

５   車 ・ 公共交通機関 
 

※１：年齢はお子さまの場合のみご記載ください 

※２：当日連絡できる番号を必ず 1名様分以上ご記載ください 

 

申込受付後、パークセンターよりご担当者様あて、受付完了の連絡をさせていただきます。 

 

 
お問い合わせ先：泉佐野丘陵緑地 パークセンター 

〒598-0024 泉佐野市上之郷 90番地 

TEL：072-467-2491  9:00-17:00（除く月曜日）※但し、月曜日が祝祭日の場合は、火曜日が休館日 

FAX：072-467-2493  Email： kishiwadadoboku-g17@sbox.pref.osaka.lg.jp 

泉佐野丘陵緑地パークセンター 行き 
FAX番号 ０７２－４６７－２４９３ 

申込締切： 
10月 27日（金） 

 


