大阪府営公園 夏のイベント
公園名

平成28年6月10日時点
イベント名

場所

内容

問合せ窓口

備考

父の日にちなみパパに喜んでもらえるイベントを取り揃えています。ぜひ、皆様お誘いの上ご来園ください。
内容：ポニーに乗ってみよう、パパへありがとうのお花を贈ろう、パパと体験！ファミリーキャンプ他グルメコーナーなど

服部緑地 都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料（ブースにより有料あり）
※別途入園料210円が必要
但し中学生以下は無料

平成28年7月1日（金曜日）から平成28年8月31日 服部緑地 ウォーターランド
（水曜日）まで

服部緑地でプールがオープンします！

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：大人1,030円、中学生以下510円

ハス、スイレンの見ごろ

平成28年6月下旬から8月上旬頃まで

服部緑地 山ヶ池、日本庭園

子どもの楽園の東側に位置する山ヶ池の北側、日本庭園寄りには6月～8月頃には水面を覆い尽くすハスが見ごろとなりま
服部緑地管理事務所
す。ハスは開くときに「ポン」と音がするとか（諸説あります）子どもの楽園横のデッキからの眺めは迫力満点です、また日本
電話番号：06-6862-4945
庭園のスイレンも鮮やかな花びらの競演です。ハス、スイレンとも午前中の観賞がお勧めです。

円形花壇のヒマワリ

平成28年7月中旬から8月上旬頃まで

服部緑地 円形花壇

服部緑地円形花壇では7月中旬から8月上旬まで、1万本のヒマワリで南西側の花壇が覆い尽くされます。太陽に向かって
服部緑地管理事務所
の姿は夏の女王の迫力満点です。暑さに負けない元気をぜひヒマワリから貰ってください。また、早朝の露を含んだ姿も一
電話番号：06-6862-4945
興です。

第７回GREEN×LOHASFESTA

平成28年6月12日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

服部緑地 西中央広場

気軽に、楽しく環境の事を考えるイベント。「ロハス」に沿った約50の出展者によるこだわりぬいたお店。リユース食器や廃
油や間伐材を使ったワークショップやお買いもの企画など様々なイベントを実地。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：無料（ブースにより有料あり）

国際ヨガの日特別イベント

円形花壇でガーデンヨガ

平成28年6月21日（火曜日）
午前10時から午前11時30分まで
※雨天中止

服部緑地 円形花壇

国際ヨガの日に合わせたイベント。緑に囲まれた芝生でヨガを楽しみます。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員:50名

グリーンアロハ

平成28年7月10日（日曜日）
午前11時から午後6時まで

服部緑地 野外音楽堂

緑に囲まれた服部緑地の野外音楽堂で沢山のダンサーさんと一緒に、お客様にハワイアンを楽しんでいただきます。

セミの羽化をみよう！

平成28年7月25日（土曜日）
午後6時30分から午後8時30分まで

服部緑地 レストハウス前・時計塔集合、
夏ならでのイベント、黄昏ころから樹林地でセミの羽化の観察。生命の神秘の瞬間に立ち会えるかも！
レストハウス裏・樹林地

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

資料代：大人200円 小人100円

水てっぽうを作ってあそぼう！！

平成28年8月7日（日曜日）
午前10時30分から正午まで

服部緑地 都市緑化植物園

竹を使って昔懐かしい水てっぽうを作ります。出来上がった水てっぽう使って的当て等、夏空の下で遊びます。

服部緑地 都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：30名 材料費：100円
※別途入園料210円が必要
但し中学生以下無料

第21回星空ファミリーコンサート

平成28年8月27日（土曜日）、28日（日曜日）
午後6時30分会場
午後7時30分開演

服部緑地 野外音楽堂

毎年恒例の人気の野外クラッシックコンサート。今年も首席指揮者、飯森範親の指揮でお送りします。大人気の指揮者体
験コーナーもあり、ご家族で気軽にクラッシックを楽しめます。

日本センチュリー交響楽団
電話番号：06-6868-3030

箕面川 ほたる観賞の夕べ

平成28年6月18日（土曜日）
午後6時30分から午後9時まで
※雨天中止

箕面公園 梅屋敷

自然豊かな箕面の森で美味しい川床料理に舌つづみ。夜も深くなるころ蛍観賞おさんぽへ。ガイドが案内します。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：3,000円（川床料理付き）
定員：30名（先着順） ※対象：高校生以上
申込：5月18日より受付開始

箕面公園 滝道沿い（箕面駅前から箕面
大滝までの各所）、箕面大滝

恒例の箕面大滝ライトアップをはじめ、滝道の夜を幻想的に照らす「キャンドルロード」など夏の夜を彩ります。夕涼みをか
ねてカップルで、ご家族で！滝道そぞろ歩きはいかが♪

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

注意事項：暴風警報・土砂災害警戒情報など
の気象警報発令時、ライトアップ中止。

箕面公園 昆虫館前

幻想的なキャンドルの灯りが彩る滝道。さらにいろどる歌声とメロディ・・・。ジャンルのちがう3組が織りなす箕面の森の夜の
箕面公園管理事務所
コンサート。
電話番号：072-721-3014
出演：ｈａｔａｏ＆ｎａｍｉ（アイリッシュ・ケルトミュージック）、イマニシ ユカ（ジャズ、民族音楽） ほか

しょくぶつえんのパパフェスタ

平成28年6月19日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

服部緑地でプールがオープンします！

服部緑地

第31回サマーフェスタ箕面公園2016～火と水と光の
祭典～

箕面公園

日時

「箕面公園夜間ライトアップ」
平成28年7月16日（土曜日）から8月31日（水曜
日）まで
日没から午後10時まで

服部緑地 都市緑化植物園

服部緑地 野外音楽堂
電話番号：06-6863-3780

緑金：500円

「みのおキャンドルロード２０１６」
平成28年7月23日（土曜日）
午後7時から午後9時まで ※雨天中止

みのおこうえん まちやまライブ at キャンドルロード
2016

平成28年7月23日（土曜日）
午後6時から午後9時まで
※雨天中止

おやこ自然観察会 夏休みスペシャルその1
「夏の夜 灯りにあつまる生きもの観察」

平成28年7月30日（土曜日）
午後6時30分から午後9時まで
※雨天中止

集合：箕面公園昆虫館前

夏の夜 夜の森ではどんな生きものが活動しているかな？ そして特別な灯りをつけて、そこに集まる虫たちもしらべてみよ
箕面公園管理事務所
う。
電話番号：072-721-3014
※箕面の自然をたのしむ観察会です。昆虫採集を目的とはしておりませんのでご了承ください

おやこ自然観察会 夏休みスペシャルその2
「夏の朝 早おき生きもの観察」

平成28年7月31日（土曜日）
午前6時30から午前9時まで
※雨天中止

集合：阪急箕面駅前

早起きの鳥たち、夜中から森のレストランにあつまっている虫たち。昼間とはちがった生きものが見つかるよ。清々しい早朝
箕面公園管理事務所
の森をめぐってみよう！ コース：駅前～聖天山～望海展望台～瀧安寺前 約5ｋｍ アップダウンのある山道を歩きます。
電話番号：072-721-3014
※箕面の自然をたのしむ観察会です。昆虫採集を目的とはしておりませんのでご了承ください

第19回 箕面の森の音楽会

平成28年8月20日（土曜日）
午後4時から午後8時まで（予定）
※雨天中止

箕面公園 瀧安寺前広場

風に揺れる葉の音、小鳥のさえずり、水のせせらぎ、流れる音色に身をまかせて、五感で楽しむ森の音楽会。
主催：箕面の森の音楽会実行委員会、箕面公園管理事務所

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

観覧無料

料金：ひとり100円
定員：おやこ30名（先着順 ・要事前申込
6月末より受付開始

料金：ひとり100円
定員：おやこ30名（先着順 ・要事前申込
6月末より受付開始

観覧無料

「自然の神秘」 ～セミの羽化を観察しよう～

平成28年7月23日（土曜日）
午後7時から午後9時まで

寝屋川公園管理事務所 会議室、現地

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：親子40名（先着順）
申込：6月23日（木曜日）午前9時から午後5時
まで、寝屋川公園管理事務所で窓口・電話に
て受付

寝屋川公園において、恒例の星のソムリエによる「夏の星空観察会」を実施します。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご
参加ください。
内容：芝生広場の高台を利用して、大きな天体望遠鏡で【月】【土星】【火星】を観察します。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：小学生以下の親子50名（先着順、ただ
しお子様だけの申込は不可）
申込：7月10日（日曜日）午前9時から午後5時
まで、寝屋川公園管理事務所で窓口・電話に
て受付

寝屋川公園において、「セミの羽化を観察しよう」イベントを実施します。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加くださ
い。
内容：公園管理事務所にて勉強会を実施、夜の公園で土から出てきて羽化をするセミを観察。

寝屋川公園
「夏の星空観察会」

平成28年8月10日（水曜日）
午後7時から午後8時30分頃まで

花しょうぶ園開園

平成28年5月25日（水曜日）から6月26日（日曜
日）まで
午前9時30分から午後7時まで
山田池公園 花しょうぶ園
※ライトアップの期間（6月4日（土曜日）から6月12
日（日曜日）まで）は、午後8時30分まで延長しま
す。

130種8,000株のハナショウブが見られます。見頃には、ライトアップも行いますので、ぜひお越しください！

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

料金：無料

初夏の俳句大募集

平成28年5月29日（日曜日）から6月12日（日曜
日）まで

山田池公園花しょうぶ園開園に伴い花しょうぶにちなんだ俳句を募集します。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

応募方法：応募用紙に記入して応募箱に投函
してください。
応募数：１人１句です。

農作業体験しません科 親子で楽しむジャガイモの収
穫体験会

平成28年6月19日（日曜日）
午前10時から正午まで

2月に植えた苗がどんなに大きくなっているか楽しみです。3歳児ぐらいから小学生以下の親子で収穫を楽しみましょう！

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：ひと組200円
定員：20組の親子（先着順）
申込：山田池公園パークセンターの窓口・電
話にて受付

星に願いを込めて

平成28年6月25日(土曜日)から7月7日(木曜日)ま 山田池公園パークセンター
で

七夕の短冊に願い事を書いて笹に結んでください。七夕終了後、願い事を書いた短冊は機物神社へ奉納します。7月1日か 山田池公園パークセンター
ら7月7日まで、毎日先着15名に笹をプレゼントします。
電話番号：072-866-6132

朝顔展

平成28年7月30日（土曜日）から8月14日（日曜
日）まで
午前9時30分から午後4時30分まで

山田池公園 花しょうぶ園入口

大輪朝顔など約30品種の展示を行います。

自然工作～オタスケマンがやってきた！～

平成28年8月28日（日曜日）
午前10時から正午まで

山田池公園パークセンター

夏休みの工作は何にしようかな？と迷っている子供たちのためにオタスケマンが山田池公園にやってきます。オタスケマン 山田池公園パークセンター
と一緒に自然の材料で作品をつくりましょう。
電話番号：072-866-6132

料金：無料

深北緑花大作戦 チューリップの球根のほりあげ

平成28年6月11日（土曜日）
午前10時から正午まで
※雨天延期

深北緑地 円形花壇

花を育ててみんなで公園を花いっぱいにしよう。昨年冬にみんなで植えたチューリップの球根を堀りあげます。参加者には 深北緑地管理事務所
球根をプレゼント！
電話番号：072-877-7471

料金：無料
申込：当日受付

深北緑花大作戦 マリーゴールドの植つけ

平成28年6月26日（日曜日）
午前10時から正午まで
※雨天延期

深北緑地 円形花壇

花を育ててみんなで公園を花いっぱいにしよう。タネから育てたマリーゴールドを花壇に植えます。参加者には花苗をプレ
ゼント！

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料
申込：当日受付

こども達に伝えたい年中行事 「七夕の節句 七夕か
ざり」

平成28年7月1日（金曜日）から7日（木曜日）まで 深北緑地
午前10時から午後5時まで

今年もパークインフォメーションで七夕かざりを飾ります。みんな願いを込めてたんざくを書こう～。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料
申込：当日受付

はじめての自然観察 昆虫編

平成28年7月23日（土曜日）
午後7時30分から午後8時30分まで
※雨天延期：7月30日（土曜日）

セミの羽化を観察します。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：200円
定員：20名（先着順）
対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
申込：6月23日（木曜日）より受付

スポーツ塾 走り方教室

平成28年8月4日（木曜日）から5日（金曜日）まで 深北緑地
午前9時30分から午前11時まで

はやく走るコツを身につけて苦手を克服しよう。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：2,000円
定員：30名（先着順）
対象：小学1から3年生まで（保護者同伴）
申込：事前申込。定員に達し次第終了。

寝屋川公園管理事務所前集合後、現地
（芝生広場）へ

山田池公園

山田池公園 実りの里 棚田

山田池公園

深北緑地

深北緑地

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

料金：無料

料金：無料

ドッグスクール

平成28年6月11日（土曜日）
午前10時30分から正午時まで

レッツ久宝探検隊「自然工作」

平成28年6月26日（日曜日）
集合時間：午前9時30分
午前10時から正午まで

久宝寺緑地でプールがオープンします！

犬のしつけで困っていることはありませんか？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
久宝寺緑地 北地区 ファミリー広場横の の扱い方が上手になります。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！
久宝寺緑地管理事務所
芝生広場付近
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）。
電話番号：072-992-2489
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。

料金：無料
定員： 15人（お一人様犬は一匹に限らせてい
ただきます。）
申込： 当日まで先着順（電話申込可）

自然の材料を使った工作を楽しみましょう。自然材料を生かした木工・クラフトの作成。
※体を動かしやすい服装、靴でお越しください。水筒、雨具、あればルーペ、虫めがねをお持ちください。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
久宝寺緑地管理事務所までお問い合わせく
ださい。
※当日参加も歓迎です。

平成28年7月9日（土曜日）から8月31日（水曜日） 久宝寺緑地 プール
まで

久宝寺緑地でプールがオープンします！

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：大人830円、中学生420円、4歳以上小
学生以下210円

七夕まつり

①ネットにしつらえた七夕飾りの掲揚
平成28年7月7日（木曜日）午前9時から7月10日
(日曜日）午後5時まで
久宝寺緑地 中地区 花の道
②短冊に願い事を書こう
平成28年7月3日（日曜日）午後1時から午後3時ま
で

久宝寺緑地の天の川に願いをかけてみませんか？
内容：花の道でネットにしつらえた七夕飾りを掲揚します。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

レッツ久宝探検隊「セミの羽化観察会」

平成28年7月23日（土曜日）
午後6時30分から午後8時まで
※集合時間：午後6時30分

セミの生涯を知り、生態を学ぶと共に命の大切さを学びます。セミの幼虫が夕方穴から這い出し、木に登り羽化する様子を
久宝寺緑地 中地区 花の道
観察します。
久宝寺緑地管理事務所
※集合場所：久宝寺緑地管理事務所前集 備考：虫よけスプレー（必需）、長袖、長ズボン、水筒、雨具、タオル、帽子、ノート、あればカメラ、懐中電灯をお持ちくださ
電話番号：072-992-2489
合
い。
※体を動かしやすい服装、靴でお越しください。水筒、雨具、あればルーペ、虫めがねをお持ちください。

久宝寺緑地で打ち水大作戦！

平成28年8月5日(金曜日）、8月12日(金曜日）、8
月19日(金曜日）
午後1時30分から午後2時30分まで

久宝寺緑地 中地区 硬式球場前

久宝寺こうえんマルシェ

平成28年6月26日（日曜日）、7月24日（日曜日）、
久宝寺緑地 北地区 風の広場付近
8月28日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

久宝寺緑地「みどり塾」 ～花とミツバチのあまーい関
係～

平成28年6月19日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

花とみどりのあらゆる知識を植物の専門家に年12回シリーズで教えていただきます。栽培から文化史、雑学まで楽しいお
話いっぱいです。心豊かな生活環境づくりを応援します。
久宝寺緑地 中地区 ボランティアルーム
内容：専門分野で活躍する講師達による植物や自然についての講演。実際の蜂蜜の試食をしていただきます。
※内容は変更になることがあります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：1,000円（材料代）
定員：20名
申込：事前にお申し込みください。久宝寺緑地
管理事務所までお問い合わせください。

久宝寺緑地「みどり塾」

平成28年7月17日（日曜日）、8月21日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

花とみどりのあらゆる知識を植物の専門家に年12回シリーズで教えていただきます。栽培から文化史、雑学まで楽しいお
久宝寺緑地 中地区 ボランティアルーム 話いっぱいです。心豊かな生活環境づくりを応援します。
内容：専門分野で活躍する講師達による植物や自然についての講演

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
申込：久宝寺緑地管理事務所までお問い合
わせください。※当日参加も歓迎です。

久宝寺緑地

久宝寺緑地 中地区 花の道

「うんどう教室」
平成28年6月11日（土曜日）、7月9日（土曜日）、8
月13日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

お家にある水鉄砲を持って集まって、みんなで水鉄砲合戦を行います。大人も子供もいらっしゃい！水鉄砲の貸し出しもあ
久宝寺緑地管理事務所
るよ。
電話番号：072-992-2489
※開催場所が変更になることがあります。

料金：無料
久宝寺緑地管理事務所までお問い合わせく
ださい。
※当日参加も歓迎です。

料金：無料

地元の農業を応援したい！毎月第4日曜日は久宝寺こうえんマルシェを開催。久宝寺緑地の近郊をはじめ大阪府内の農
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。
久宝寺緑地管理事務所
内容：（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 電話番号：072-992-2489
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

介護に頼らない、自立した生活を送る為のお手伝いとして、生活にかかわりの深い4種類の運動に、準備運動、整理運動を
加えたうんどうプログラムを、トレーナーが指導致します。そして習慣日には、習慣化するために楽しくトレ－ナーと一緒に
質問しながら運動しましょう。
久宝寺緑地管理事務所
内容：おはよううんどう、つまずかないうんどう、かいだんうんどう、全身のびのびうんどうなど、いろいろな運動をトレーナー 電話番号：072-992-2489
と一緒に楽しく運動をして体力づくりをしましょう。
※体を動かしやすい服装、靴でお越しください。帽子やタオル、水分補給の準備もお忘れなく。

当日健康広場までお越しください。
料金：無料

フィットネス型ノルディックウォーク講習会 火曜日
コース

平成28年6月7日（火曜日）、6月21日（火曜日）、7
月5日（火曜日）、7月19日（火曜日）、8月2日（火 久宝寺緑地 中地区 スポーツハウス
曜日）、8月１6日（火曜日）
午前10時30分から正午まで

ノルディックウォークに挑戦してみませんか？インストラクターの指導のもと、今話題のノルディック・ウォークをしながら都会
の中の自然を再発見！
内容：全日本ノルディック・ウォーク連盟のインストラクターの指導のもと、ノルディック・ウォークで園内を歩きます。参加料 久宝寺緑地管理事務所
にポールの貸し出し料金も含んでいます。初めての方も是非この機会に試してみてください。体を動かしやすい服装、靴で 電話番号：072-992-2489
お越しください。帽子やタオル、水分補給の準備もお忘れなく。
※雨天中止の場合があります。管理事務所までお問い合わせください。

定員：各20名（先着順）
料金：500円

リハビリ型ノルディックウォーク講習会 木曜日コース

平成28年6月9日（木曜日）、6月23日（木曜日）、7
月14日（木曜日）、7月28日（木曜日）、8月11日
久宝寺緑地 中地区 スポーツハウス
（木曜日）、8月25日（木曜日）
午前10時から正午まで

ノルディックウォークで姿勢改善＆歩行能力ＵＰ！一生涯自分の足で歩くために転倒しにくい体づくりに取り組みましょう！
２本のポールを使った効果的な歩き方を（財）生涯歩行協会のインストラクターに教わります。
内容：参加者に合わせてロング・ショートのコースを設け、ゆっくり歩きます。元気でも姿勢が気になる方、長い距離を歩けな 久宝寺緑地管理事務所
い方、足腰が痛い方、シルバーカーやステッキの方、お気軽にご参加ください。体を動かしやすい服装、靴でお越しくださ
電話番号：072-992-2489
い。帽子やタオル、水分補給の準備もお忘れなく。
※雨天中止の場合があります。管理事務所までお問い合わせください。

定員：各20名（先着順）
料金：500円

七夕かざり ～星に願いを～

平成28年6月26日（日曜日）から7月7日（木曜日） 枚岡公園管理事務所前
まで

管理事務所前に設置した笹に、願いごとを書いた短冊を飾ってください。七夕終了後、短冊は神社に奉納します。

枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

セミの羽化観察会

平成28年7月23日（土曜日）
午後5時から午後9時まで

グリーンガーデンひらおか
枚岡公園梅林内

グリーンガーデンひらおかで、枚岡ネイチャークラブの方の説明を聞いたのち、梅林に移動し、セミの幼虫が穴から這い出
し木に登り、羽化する様子を観察します。

グリーンガーデンひらおか
電話番号：072-982-9920

圧倒的なボリュームで迫るあじさい鑑賞のオススメ！

平成28年6月上旬から6月下旬まで
午前9時から午後5時まで

長野公園 奥河内あじさい公園（河合寺
地区）、奥河内さくら公園（長野地区）

長野公園「奥河内あじさい公園」（河合寺地区）では、ガクアジサイなど、2,500株以上の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す。また、管理事務所がある奥河 長野公園管理事務所
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1,000 電話番号：0721-62-2772
株以上のアジサイを堪能することができます。

大阪ピンコロクラブ「うんどう教室」・「うんどう習慣日」

久宝寺緑地 北地区 健康広場

「うんどう習慣日」
平成28年6月25日（土曜日）、7月23日（土曜日）、
8月27日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

枚岡公園

長野公園
自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」でキャン
プをしよう！！

夏の期間中もオープンしています

長野公園 奥河内天野キャンプの森（天
野山地区）

府営公園で唯一キャンプが楽しめる長野公園。ボーイスカウトや子供会などの野営訓練や、各種サークルのバーベキュー
など、様々な形でご利用いただいています。奥河内天野キャンプの森(旧称：天野山地区)では2サイトのキャンプ場があり、 長野公園管理事務所
それぞれ広々とした敷地でキャンプやバーベキューを楽しむことができます。（1サイトおよそ30名程度でご利用できます。） 電話番号：0721-62-2772
緑の生い茂る新鮮な空気の中で、夏休みのひと時を過ごすのはいかがでしょうか？

定員：30名（先着順）
料金：300円

キャンプ場は事前予約が必要
（2ヶ月前から2日前まで受付しています。ただ
し、連泊の場合は、その希望される初日の2ヶ
月前までに受付が必要です。）
受付：長野公園管理事務所
※予約の際には、押印が必要となりますの
で、必ず、印鑑をお持ち下さい。
※料金の支払いは、利用する当日に、長野公
園管理事務所にて支払いに来てください。

河内の里の田んぼで田植え体験をしよう！

平成28年6月11（土曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

錦織公園 河内の里・田んぼ前

☆星に願いを☆ 七夕飾りをつくり､たんざくに願い事を書いて笹に飾ろう！作った七夕飾りと七夕笹は、お持ち帰り出来ま
錦織公園管理事務所
す。
電話番号：0721-24-1506
内容：田植え

料金：500円
定員：15名（先着順）
対象：どなたでも

にしこおりキッズ（錦織公園自然教室）

平成28年6月25（土曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

錦織公園管理事務所

竹と遊ぼう！竹の水鉄砲を作ろう★
内容：竹の水鉄砲作り

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：500円
定員：10名（先着順）
対象：小学生以上

☆星に願いを☆七夕飾りをつくろう！

平成28年7月3日（日曜日）
午後0時30分から午後3時まで

錦織公園 河内の里・里の家

☆星に願いを☆ 七夕飾りをつくり､たんざくに願い事を書いて笹に飾ろう！作った七夕飾りと七夕笹は、お持ち帰り出来ま
錦織公園管理事務所
す。
電話番号：0721-24-1506
内容：七夕笹の飾りつけ

料金：200円
定員：15名（先着順）
対象：どなたでも

錦織公園管理事務所

花の解説と季節に合った寄せ植えづくりを楽しんでいただけます。作っていただいたフラワーポットは、お持ち帰り出来ま
す。
内容：季節に合ったフラワーポットづくりと、花の解説

料金：1000円（苗と鉢つき）
定員：10名（先着順）
対象：13歳以上
申込：6月17日（金曜日）から公園管理事務所
窓口及び電話にて受付

季節の寄せ植えづくり教室（フラワーポットづくり）

藍の生葉でハンカチを染めよう！

平成28年7月17日（日曜日）
午後1時から午後3時まで

平成28年8月6日（土曜日）
午前10時30分から正午まで

錦織公園 河内の里・里の家

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

河内の里で栽培した藍の生葉を摘み、それよりしぼりだした天然染料で白の絹ハンカチを染めていただきます。染めたハン
錦織公園管理事務所
カチは、お持ち帰り出来ます。
電話番号：0721-24-1506
※河内の里は、9時30分から16時30分まで開園しています。

料金：600円
定員：10名（先着順）
対象：小学生以上(小学3年生以下の方のご
参加は、保護者同伴でお願いします)
申込：7月6日（水曜日）から公園管理事務所
窓口及び電話にて受付
料金：500円（1組）
定員：3組（先着順）
対象：保護者を含むグループ
申込：7月7日（木曜日）から公園管理事務所
窓口及び電話にて受付

錦織公園

石川河川公園

河内の里の畑を守るかかし作り

平成28年8月7日（日曜日）
午後1時30分から午後3時まで

錦織公園 河内の里・里の家

河内の里を守るかかしを、公園内の資材からみんなで作ります。お作り頂いたかかしは、河内の里の畑に設置します。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

6月の花の見所 アジサイ

平成28年6月上旬から

錦織公園 河内の里

桜木の里や河内の里で､アジサイが見ごろを迎えます。
※河内の里は、9時30分から16時30分まで開園しています。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

6月の花の見所 キンシバイ

平成28年6月上旬から

錦織公園 中の谷

中の谷で､キンシバイが見ごろを迎えます。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

7月の花の見所 ハス

平成28年7月中旬から

錦織公園 河内の里

河内の里でハスの花が見ごろをむかえます！
※河内の里は、9時30分から16時30分まで開園しています。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

8月の花の見所 ワタ

平成28年8月初旬から

錦織公園 河内の里

南河内の里の風景として、里の家（河内の里）の畑でワタを育てています。どこか懐かしいワタの花が見ごろをむかえます。 錦織公園管理事務所
※河内の里は、9時30分から16時30分まで開園しています。
電話番号：0721-24-1506

石川で魚とりをしよう

平成28年7月16日（土曜日）、7月31日（日曜日）、 7月16日は石川河川公園駒ヶ谷地区
石川に入って魚の取り方を教えてもらおう。どんな魚が取れたかは専門の先生が教えてくれます。同伴の大人の方には投 石川河川公園管理事務所
7月31日、8月7日は石川河川公園星の広
網の体験もあります。
電話番号：072-956-1900
8月7日（日曜日）
場地区

お父さんと一緒に魚とり

平成28年7月24日【日曜日）

石川河川公園駒ヶ谷地区

親子そろって冷たい水の石川に入って魚とり。川の生き物とのふれあいは楽しい思い出となるでしょう。魚とりの技を伝授し 石川河川公園管理事務所
ます。
電話番号：072-956-1900

石川にぎわい祭り

平成28年7月24日【日曜日）

石川河川公園駒ヶ谷地区

面白自転車のムーンカートの試乗してみませんか。綿くり体験などの体験コーナーもあります。

七夕まつり ～星に願いを～

平成28年7月2日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

織姫と彦星が出会う年に一度の素敵な日です。みなさんも短冊にお願いごとを書いて、星に願いを込めてみませんか？
浜寺公園 中央エントランス及びプール付
浜寺公園管理事務所
内容：来園している子どもたちを対象に、手作り短冊に願い事を書いていただき、設置されている笹へ折り紙等と一緒に飾
近
電話番号：072-261-0936
りつけを行う。

浜寺公園でプールがオープンします！

平成28年7月2日（土曜日）、7月3日（日曜日）、7
月9日（土曜日）から8月31日（水曜日）まで

浜寺公園 プール

浜寺公園でプールがオープンします！

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

料金：大人930円、中学生510円、4歳以上小
学生以下310円

「わんにゃんカフェ」
（可愛いペットと一緒に参加しよう！）

平成28年6月4日（土曜日）
午後1時から午後4時まで

住之江公園 花と緑のスクエア

木陰でペット談義。自慢のペットと散歩した後は、花を愛でながら、お茶しませんか？ゆったりした時を楽しみましょう。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

料金： 200～300円

ミュージックガーデンイベント

平成28年6月12日（日曜日）、7月10日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

住之江公園 花と緑のスクエア周辺

四季折々の花の咲く住之江公園で音楽を聴きながらオーガニックな季節の野菜やフード、温かみのある手作り品、アートな
作品を楽しんでください！
住之江公園管理事務所
内容：音楽コンサート、オーガニック野菜販売、手作り品販売、簡易レストランなど
毎月第2日曜日 午前10時～午 電話番号：06-6685-9521
後3時頃

住之江公園でプールがオープンします！

平成28年7月23日（土曜日）から8月31日（水曜
日）まで

住之江公園 プール

住之江公園でプールがオープンします！

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

料金：大人620円、中学生420円、4歳以上小
学生以下210円

すみすみマルシェ

平成28年6月25日（土曜日）、7月23日（土曜日）、
住吉公園 花と水の広場
8月27日（土曜日）
午前10時から午後4時まで

・マルシェの実施（主に大阪産の有機およびエコ農産物、無添加食品の販売）。
・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、音楽演奏。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

料金：入場は無料

セミのぬけがら探しと昆虫観察

平成28年8月28日（日曜日）
午前10時から正午まで

先着30名程度、無料。雨天中止。持ち物アミ・カゴ・水筒・虫よけ・長袖・長ズボン。住吉公園内でセミのぬけがらや昆虫を
探します。そのぬけがらでセミの種類やオス・メスがわかります。また、園内のバタフライガーデンには蝶をはじめどんな昆
虫がいるか観察します。さらに、自然工作もあります。夏休み後半を楽しんでください。

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

料金：入場は無料

料金：参加費子供400円、大人200円
定員：15名
小学生以上（小学2年生以下は保護者同伴の
こと）

定員：30名

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

料金：無料
当日自由参加

浜寺公園

住之江公園

料金：無料（但し、物販は有料）

住吉公園
住吉公園 遊戯場南側

二色の浜公園

七夕まつり

平成28年7月2日(土曜日）から7月7日（木曜日）ま 二色の浜公園 スポーツハウス 海浜緑 七夕笹飾りを作り、来園者の方や二色の浜公園の傍にある脇浜保育園の園児の方に短冊に願い事を書いていただきま
す。
地
で
七夕終了後、短冊は脇浜戎大社へ奉納いたします。

あじさいフェア２０１６

平成28年6月12日（日曜日）
午前10時30分から午後3時まで

（仮称）手作りロケットを飛ばそう！

平成28年7月31日（日曜日）
午前10時から正午まで

ビーチサッカー教室

平成28年6月12日（日曜日）
午後1時から午後3時まで
※雨天決行

親子しぜん体験会

平成28年6月18日（土曜日）
午後1時から午後3時まで
※小雨決行

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

料金：無料

蜻蛉池公園 あじさい園

斜面一面に咲き誇るアジサイを眺めながら、約40種、1万株のアジサイの花に囲まれて、ゆったりとした時間を過ごしてみま
せんか？
「呈茶コーナー」や「アジサイの挿し木教室」も開催します。
蜻蛉池公園管理事務所
「呈茶コーナー」：（１）午前10時30分から正午まで、（２）午後1時30分から午後3時まで、各先着60名（有料：300円）
電話番号：072-443-9671
「アジサイの挿し木教室」：（１）（午前10時30分受付開始）午前11時から正午まで、（２）（午後1時30分受付開始）午後2時か
ら午後3時まで、各先着20名（無料）

料金：無料（「呈茶コーナー」のみ有料300円
（抹茶・菓子代））
①「呈茶コーナー」
定員：（１）60人、（２）60人（各回先着順）
申込：当日会場にて
②「アジサイの挿し木教室」
定員：（１）20人、（２）20人（各回先着順）
申込：当日会場にて、（１）午前10時30分受付
開始、（２）午後1時30分受付開始

蜻蛉池公園 大芝生広場

蜻蛉池公園がお送りする「とんぼの学校シリーズ」。子ども達を対象とした夏休みの工作編「（仮称）手作りロケットを飛ばそ
う！」を開催します。
蜻蛉池公園管理事務所
園内の大芝生広場で、ペットボトルに水と空気を圧縮して飛ばすロケットを工作し、大空へと打ち上げます。うまく飛ぶか
電話番号：072-443-9671
な？？。夏休みの宿題にもピッタリかも？？

料金：無料

せんなん里海公園 潮騒ビバレー

ビーチサッカー日本代表選手が、ビーチサッカーのテクニックと楽しさを教えてくれます。
初めての方も気軽に参加してみませんか？

料金：無料
定員：30名（先着順）
対象：小学生以上
申込：5月9日（月曜日）から電話またはFAXに
て受付

せんなん里海公園 人工磯浜（砂浜）

身近な海で、生き物達と仲良くなろう！親子でできる自然探検をしてみませんか？
せんなん里海公園管理事務所
せんなん里海公園の自然の中で、親子でゲームや遊びを通じて生き物達の生態や環境について体験しながらたくさん学ぼ
電話番号：072-494-2626
う。

蜻蛉池公園

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

せんなん里海公園
料金：無料
定員：20名（先着順）
対象：幼稚園から小学生（親子同伴）
申込：6月2日（水曜日）から電話にて受付

第1回優雅なアフタヌーンティーを楽しみませんか？

平成28年6月10日（金曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

りんくう公園 総合休憩所3階

アフタヌーンティーで楽しくおしゃべりしませんか？プラスちょびっと花壇のボランティアも！

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：300円（食材費）
定員：12名
申込：1か月前から電話にて受付
※花壇の散策と草抜きの軽いボランティアを
していただきたいので、汚れてもいい服装と日
よけ対策をお願いします。

第1回多肉植物寄せ植え講習会

平成28年7月5日（火曜日）
午前10時30分から午後0時30分まで

りんくう公園 総合休憩所3階

手間いらずで、ちょっと素敵な多肉植物の寄せ植え講習会に参加しませんか？おしゃれな鉢植えが簡単にできますよ。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：未定
定員：15名（予定）
申込：約1か月前頃から電話にて受付

田植え体験

平成28年6月4日（土曜日）
午前10時から午後1時まで

泉佐野丘陵緑地内

レンジャー棚田には田んぼがあり、6月4日（土曜日）は、うるち米を植えます。もち米とキノコで作ったおこわの試食もありま
す。
泉佐野丘陵緑地 パークセンター
ぜひ、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒にお米づくりを体験してください！
電話番号：072-467-2491
※うるち米の稲刈りは9月17日（土曜日）に開催予定です。6月4日（土曜日）の参加者は優先してご案内します。

料金：100円
申込期限：5月25日（水曜日）15時まで
定員：20名
※申込多数の場合は抽選
※参加決定者のみ連絡

ササユリ観賞と園内散策

【鑑賞】
平成28年6月3日（金曜日）から6月5日（日曜日）ま
で
午前10時から午後4時まで
泉佐野丘陵緑地内
【ガイド】
平成28年6月5日（日曜日）
（１）午前11時から正午まで
（２）午後1時から午後2時まで

泉佐野丘陵緑地ではササユリが自生しています。谷口池西側の道は通常立ち入り禁止ですが、6月3日（金曜日）から5日
（日曜日）までは、今回特別に開放されます！
堤防の斜面に咲く、かれんなササユリをゆっくりとご鑑賞ください。
6月5日（日曜日）は、日ごろササユリを守る活動をしている公園ボランティア「パーククラブ」が、ガイドとして、ササユリを紹
介しながら園内を案内します。

泉佐野丘陵緑地 パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料
申込：6月5日（日曜日）のガイドは、当日の午
前9時30分より先着順で受付
※6月3日（金曜日）から5日（日曜日）の鑑賞
は、申込不要
定員：6月5日（日曜日）のガイドは、（１）20人、
（２）20人
※6月3日（金曜日）から5日（日曜日）の鑑賞
は、定員なし

じゃがいもの収穫体験

平成28年6月11日（土曜日）
午前10時から午後1時まで

泉佐野丘陵緑地内

レンジャー棚田には、畑があり、野菜づくりに取り組んでいます。
6月11日（土曜日）は、2月に植えたじゃがいもを収穫します！
収穫したじゃがいもは、蒸して試食するほか、1kg程度持って帰っていただく予定です。

泉佐野丘陵緑地 パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：300円
申込期限：6月1日（水曜日）15時まで
定員：10名
※申込多数の場合は抽選
※参加決定者のみ連絡

田植え体験とそうめん流し

平成28年6月18日（土曜日）
午前10時から午後1時まで

泉佐野丘陵緑地内

レンジャー棚田には田んぼがあり、6/18（土）は、もち米を植えます。今回はみんなで田植えをした後に、そうめん流しもしま
す。
泉佐野丘陵緑地 パークセンター
ぜひ、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒にお米づくりを体験してください！
電話番号：072-467-2491
※もち米の稲刈りは10月2日（日曜日）に開催予定です。6月18日（土曜日）の参加者は優先してご案内します。

料金：300円
申込期限：6月7日（火曜日）15時まで
定員：20名
※申込多数の場合は抽選
※参加決定者のみ連絡

泉佐野丘陵緑地内

泉佐野丘陵緑地では、たくさんの昆虫を観察することができます。
7月10日（日曜日）は、大阪府立大学の平井先生に教えていただきながら、夏の昆虫観察を楽しみましょう！

泉佐野丘陵緑地 パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料
申込期限：6月29日（水曜日）15時まで
定員：20名
※申込多数の場合は抽選
※参加決定者のみ連絡

泉佐野丘陵緑地内

泉佐野丘陵緑地では、たくさんのキノコが自生しています。
7月10日（日曜日）は、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、キノコを観察しながら園内を散策します！
ぜひ、他ではなかなか見られないキノコを発見してみてください。

泉佐野丘陵緑地 パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：無料
申込期限：7月9日（土曜日）15時まで
定員：20名
※先着順

泉佐野丘陵緑地内

公園ボランティア「パーククラブ」はコラボレーション区域にある園路や広場の整備・管理に取り組んでいます。
7月17日（日曜日）は、パーククラブのサポートのもと、竹林の間伐や園路づくりを体験することができます。
「竹を伐ってみたい！」「公園づくりを体験してみたい！」という方は、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

料金：無料
申込期限：7月16日（土曜日）15時まで
定員：10名
※先着順

りんくう公園

泉佐野丘陵緑地

夏の昆虫観察会

平成28年7月10日（日曜日）
午前10時から正午まで

キノコ観察と園内ガイド

平成28年7月10日（日曜日）
午後1時から午後3時まで

園路づくりと竹林の育成

平成28年7月17日（日曜日）
午前10時から正午まで

↑ 各府営公園の名前をクリックすると、公園のホームページにリンクします！

