
平成29年3月21日時点

公園名 イベント名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

しょくぶつえんでシェフの屋台＆早春のハーモニー
平成29年3月12日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

服部緑地　都市緑化植物園　芝生広場周
辺

国際色豊かな料理とアイリッシュ・フィドル(バイオリン）の第一人者とギターが織りなす素晴らしいハーモニーの世界をお楽
しみ下さい。また、園内椿山の約500種1000本の椿も見頃です。
内容：国際色豊かなグルメを楽しめる。アイリッシュ・フィドル(バイオリン）演奏。

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）
植物園開園時間：午前10時から午後5時まで
（ただし入園は午後4時まで）

しょくぶつえんの週末特別イベント版「ガーデンヨガ&
ピラティス」

平成29年4月1日（土曜日）、5月6日（土曜日）
午前10時30分から正午まで

服部緑地　都市緑化植物園　芝生広場周
辺

ふかい深呼吸で心をコントロール！普段では意識していない体の部分に集中し、身体と心に向き合い骨格や筋肉を整えま
す。

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）
当日午前10時20分までに芝生広場集合

しょくぶつえんのガーデンヨガ
平成29年4月10日（月曜日）、24日（月曜日）、5月
8日（月曜日）、22日（月曜日）
午後2時から午後3時30分まで

服部緑地　都市緑化植物園　芝生広場周
辺

緑に囲まれた芝生広場で、空の青さを眺め、自然の恵みを受け、五感をフルに使ってのリラックスヨガです。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）
申込：要事前受付

チューリップガーデン
平成29年4月12日（水曜日）から4月24日（月曜
日）まで
午前10時から午後5時まで

服部緑地　都市緑化植物園 小川の周辺にの花壇に、カラフルなチューリップが咲きます。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）

竹林管理体験会
平成29年4月16日（日曜日）
午前9時30分から午前11時頃まで

服部緑地　旧ユースホステル前広場 園内の竹林内で、タケノコを掘り起こしたりする竹林管理の体験会です。皆様お誘い合わせの上ご参加下さい。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：無料
※事前申込：4月3日(月曜日）午前10時から
電話か来所にて受付

花の咲く木と草でしおり作り
平成29年4月16日（日曜日）
午後1時30分から午後3時まで

服部緑地　こどもの楽園入口にて集合
服部緑地において、自然観察会「花の咲く木と草でしおり作り」を実施します。花いっぱいの園内をめぐってお花を集め、そ
のお花を使って、自分だけのオリジナルしおりを作ってみませんか？服部緑地ボランティア（わくわく探検隊）の皆さんがご
指導いたします。皆さまご参加下さい。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：無料

植物写真の撮り方教室①② 平成29年4月16日（日曜日）、23日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

服部緑地　都市緑化植物園 プロの写真家の指導を受けて、植物園内の草花を撮影します。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）
定員：25名
申込：要事前受付　※全2回講座に参加でき
る方

しょくぶつえんのフラワーセラピー
平成29年4月19日（水曜日）
午前10時30分から正午まで

服部緑地　都市緑化植物園　第１スタジオ
小さなお子さんがいる、お母さんが対象に、お花に触れながらリラックスしてもらう時間を提供し、お母さんも、子供も笑顔に
なれるイベントです。

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：1,000円（材料費）　※別途、入園料210
円が必要（中学生以下は無料）
定員：32名
申込：要事前受付

しょくぶつえんの育みサロン「音楽で赤ちゃんと遊ぼ
う」

平成29年4月20日（木曜日）、5月18日（木曜日）
【はいはいクラス】午前10時30分から午前11時20
分まで
【よちよちクラス】午前11時30分から午後0時20分
まで

服部緑地　都市緑化植物園　第１スタジオ はいはい、よちよちの赤ちゃん対象の音楽で赤ちゃんと遊ぼう
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）
定員：15組
申込：要事前受付

しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室
平成29年4月21日（金曜日）、5月26日（金曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

服部緑地　都市緑化植物園　第１スタジオ 音楽に合わせてゆったりと踊るフラダンス
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）
定員：20名
申込：要事前受付

草花の春をみよう～タンポポでで遊ぼう
平成29年4月23日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで

服部緑地　レストハウス前（時計塔横） 服部緑地ボランティア（服部緑地自然を楽しむ会）の皆さんがご指導いたします。ぜひご参加ください。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

ハーブウィーク
平成29年4月27日（木曜日）から5月15日（月曜
日）まで

服部緑地　都市緑化植物園　展示スタジ
オ

ハーブを使った作品の展示とハーブティーのサービス提供
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）

春の花を観察しよう・木で名札を作ろう
平成29年4月29日（土曜日）
午前10時15分から午後2時30分まで

服部緑地　こどもの楽園入口
服部緑地において、自然観察・工作のイベントを実施します。春の園内に咲き誇る草花を観察した後は、木の小枝などを用
いて工作に挑戦です。みんな上手に作れるかな？対象は幼稚園児から中学生までとなっています。服部緑地ボランティア
（ファミリー自然教室）の皆さんがご指導いたします。ぜひご参加ください。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：無料

かわいいハーブのサシェをつくりましょう
平成29年5月7日（日曜日）
午前11時から正午まで、午後1時から午後2時ま
で

服部緑地　都市緑化植物園　ハーブ園 香りの良いハーブを使ってオリジナルサシェ（匂い袋）を作ります。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：100円　※別途、入園料210円が必要
（中学生以下は無料）
定員：各回30名（先着順）

しょくぶつえんのママフェスタ
平成29年5月14日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

服部緑地　都市緑化植物園

服部緑地・都市緑化植物園において、「しょくぶつえんのママフェスタ」を開催致します。毎日忙しいママに、感謝の気持ちを
お花に託しての「フラワーアレンジメント講習」や「美ママ＆ファミリー写真撮影会」「グルメコーナー」他楽しいイベントが盛り
だくさんです、是非お誘いあわせの上ご来園ください。
内容：フラワーアレンジメント教室、美ママ＆ファミリー写真撮影会、クリエイティブなママ達と一緒に作ろう（クラフトコー
ナー）、グルメコーナー、マザーズDAYコンサート

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：ブースにより有料　※別途、入園料210
円が必要（中学生以下は無料）
申込：ブースにより事前申込あり
植物園開園時間：午前10時から午後5時まで
（ただし入園は午後4時まで）

しょくぶつえんの育みサロン「ベビーマッサージ」
平成29年5月17日（水曜日）
午前11時から正午まで

服部緑地　都市緑化植物園　ベビースタ
ジオ

生後3～6ヶ月の赤ちゃんとのベビーマッサージイベント
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：1,000円（材料費）　※別途、入園料210
円が必要（中学生以下は無料）
定員：5組
申込：要事前受付

ヘルシージョイフェス　with　フィンランド
平成29年5月20日（土曜日）
午前10時から午後4時まで

服部緑地　集いの原っぱ
ちょっとオシャレなで健康＆自然派のライフスタイルを見つけよう。ヨガやモルックなどの健康体験、大人も子供も楽しめるイ
ベントです。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：無料（一部有料ブース有）

春の虫探し～ダンゴムシはいるかな～
平成29年5月21日（日曜日）
午前10時から正午まで

服部緑地　レストハウス前（時計塔横） 草花観察や春の虫探し
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

受付：午前9時45分から午前10時まで

花に来る虫を探そう
平成29年5月21日（日曜日）
午後1時30分から午後3時頃まで

服部緑地　こどもの楽園入口・売店横 こどもの楽園にて、花にやってくる虫たちを観察します。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

開始30分前に集合
定員：人数制限有

豊中和太鼓まつり 平成29年5月21日（日曜日）
午後2時から午後5時まで

服部緑地　野外音楽堂 豊中市を中心に活動するアマチュアの和太鼓サークル11団体が出演。観客と出演者が一体となれるお祭りです。
服部緑地　野外音楽堂
電話番号：06-6863-3780

料金：無料

キッズファーム６th 第１回「ジャガイモの収穫とさつま
いも＆夏野菜の植え付け」

平成29年5月27日（土曜日）
午前10時から正午ごろ終了予定

服部緑地　苗圃

野菜を「植える」「育てる」「収穫する」「おいしく食べる」を全5回シリーズでの食育プログラム

第１回　5月2７日(土)ジャガイモの収穫とさつまいも＆夏野菜の植え付け
第2回　7月29日(土)夏野菜の収穫
第3回　8月26日(土)さつまいもの蔓を食べよう
第4回　9月30日(土)落花生の収穫
第5回　10月21日(土)さつまいもの収穫と焼きいも体験、修了証書授与

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

料金：1,000円（全5回）／お子様ひとり
申込期間：平成29年4月10日（月曜日）午前
10時から4月17日（月曜日）午後5時まで
※参加希望者多数の場合、参加者の決定は
抽選とさせていただきます。

服部緑地

大阪府営公園　春のイベント　2017

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


木の生長の様子をしらべよう
小枝の輪切りを使った工作

平成29年5月27日（土曜日）
午前10時15分から午後2時30分まで

服部緑地　こどもの楽園入口・売店横 春の草花観察や楽しい工作作り
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：10名（先着順）
申込：当日随時受付

しょくぶつえんでシェフの屋台＆ハワイアンフェア 平成29年5月28日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

服部緑地　都市緑化植物園（芝生広場周
辺）

毎回大人気の「シェフの屋台」にハワイアンの演奏とフラダンスによるトロピカルムードいっぱいのステージのコラボイベント
です。皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料（グルメブースは有料）　※入園料
210円が必要（中学生以下は無料）
植物園開園時間：午前10時から午後5時まで
（ただし入園は午後4時まで）

ミニ盆栽と苔玉展
平成29年5月31日（水曜日）から7月3日（月曜日）
まで

服部緑地　都市緑化植物園　展示スタジ
オ

季節の恵みを小さな鉢に表現した日本独自の園芸文化の盆栽と苔玉を展示
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

料金：無料　※別途、入園料210円が必要（中
学生以下は無料）

花の見所　ツバキ 見ごろ：12月上旬から4月上旬まで 服部緑地　都市緑化植物園
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ます。見頃は種類によって
様々で12月上旬から4月上旬です。

服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

花の見所　クリスマスローズ 見ごろ：1月中旬から4月下旬まで 服部緑地　都市緑化植物園 都市緑化植物園内、四季の庭の南側のクリスマスローズは、1月中旬から4月下旬に見頃を迎えます。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

花の見所　梅 見ごろ：2月上旬から3月上旬まで 服部緑地 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。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

そうだ！お花見に行こう！！ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 服部緑地　園内各所
四月上旬はソメイヨシノ、ヤマザクラ、オオシマザクラ等（約1700本）で広い園内が淡桃色に染められ、あちらこちらにお花
見スポットが、、、。また、東中央広場から乗馬センターへの桜並木は一見の価値が。子ども達の遊び場も充実しています、
どうぞ皆様お花見におこしください。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

花の見所　チューリップ 見ごろ：4月中旬 服部緑地　都市緑化植物園 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。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

花の見所　アジサイ 見ごろ：5月中旬から6月下旬まで 服部緑地　都市緑化植物園 都市緑化植物園内の芝生広場周りの園路沿いにアジサイの花が、5月中旬から6月下旬に見頃を迎えます。
服部緑地　都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

まちやまウォーキング3月
平成29年3月5日（日曜日）
午前9時30分から午後4時まで随時
※荒天中止

受付：箕面公園管理事務所 前（昆虫館
横）

箕面公園にある滝道は、美しい自然のなかで適度な距離を歩ける最適なウォーキングコース。健康管理・体力アップ・ダイ
エット・・　テーマをきめて歩いてみませんか！　楽しみながら歩ける１dayウォーキング、お気軽にご参加ください♪
■コース：公園内　約6km
■内容：クイズラリーウォーキング。阪急箕面駅から箕面大滝まで片道約2.8km。アップダウンあり。舗装されています。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：無料
対象：どなたでも
申込：当日、随時受付

まちやまウォーキング4月
平成29年4月2日（日曜日）
午前9時30分から午後4時まで随時
※荒天中止

受付：箕面公園管理事務所 前（昆虫館
横）

箕面公園にある滝道は、美しい自然のなかで適度な距離を歩ける最適なウォーキングコース。健康管理・体力アップ・ダイ
エット・・　テーマをきめて歩いてみませんか！　楽しみながら歩ける１dayウォーキング、お気軽にご参加ください♪
■コース：公園内　約6km
■内容：クイズラリーウォーキング。阪急箕面駅から箕面大滝まで片道約2.8km。アップダウンあり。舗装されています。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：無料
対象：どなたでも
申込：当日、随時受付

箕面観光ボランティアガイドと行く－箕面の山ヤマザ
クラ探訪ハイキング－

平成29年4月9日（日曜日）
午前10時から午後3時30分まで
集合時間：午前9時45分

箕面駅、才ヶ原林道、こもれびの森、箕面
大滝　約8km
集合場所：　阪急箕面駅前

箕面の自然、名所・旧跡のことならおまかせ！の箕面観光ボランティアガイド。そのガイドの案内で公園周辺山麓のヤマザ
クラを
訪ねます。サクラ、若葉、春の息吹あふれる箕面の森を歩いてみませんか。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：200円
定員：30名
対象：中学生以上
申込：要事前申込

新緑カーニバル
平成29年4月15日（土曜日）から5月31日（水曜
日）まで

明治の森箕面国定公園及び箕面公園、
箕面駅周辺

新緑の季節、箕面の森はさまざまな木々たちのみどりで山肌がリフレッシュ。滝道では生まれたてのモミジの緑が、歩く私
たちに爽やかな空気を運んでくれています。新緑の息吹を体感しに箕面の森を歩いてみませんか！
「新緑カーニバル」期間中は期間中だけのイベントや、ふもとや駅周辺の店舗・施設などのお得なプログラムなども。

箕面市観光協会
電話番号：072-723-1885

箕面川床 平成29年4月22日（土曜日）から営業開始 箕面公園
府営箕面公園の風物詩となった箕面川床。春は平成29年4月22日（土曜日）から営業開始です。
水都大阪ならではの事業であり、より多くの方に、水辺・川に親しんでもらう機会を提供することができます。
市街地よりも数度涼しい箕面公園で、清流のせせらぎを聴きながら、お食事を楽しむことができます。

箕面市観光協会
電話番号：072-723-1885

料金：食事代必要
申込：予約必要

新緑まちやま健康ピクニック
平成29年5月7日（日曜日）
午前10時30分から午後3時30分まで
※雨天中止

瀧安寺前広場（箕面公園内）
木々の芽吹きのシーズン。箕面の森ではモミジの瑞々しい若葉に出会えます。ゴールデンウイークにはそんな箕面健康や
癒しをテーマにしたワークショップや体験コーナー、フード、雑貨などの青空市を開催。新緑の爽やかな息吹あふれる箕面
公園で健康的に美味しく楽しい時間をすごしませんか。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：無料

自然観察会「新緑の森を楽しむ」
平成29年5月21日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで
※荒天中止

箕面公園昆虫館前 小鳥のさえずりを聞きながら、新緑の公園を観察。コバルトブルーにかがやくオオルリは見えるかな？
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

料金：100円
定員：20人（小学生以下は保護者同伴要）

新緑カーニバル　スタンプラリー『スタンプでつづる箕
面公園名所めぐり』

平成29年5月27日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで
（ゴール会場催し：午前10時30分から午後3時ま
で）
※雨天時は、5月28日（日曜日）に順延

受付：阪急箕面駅横野外ステージ

新緑の箕面公園をの名所を巡りながらお宝を探して歩こう！受付でもらった地図を片手に、箕面大滝など滝道の新緑の見
どころを巡る約5ｋｍのウォークラリー。ゴール会場では音楽ライブステージ「箕面の森の音楽会」やグルメブース「春うらら
広場」などが楽しめます。
※「箕面の森の音楽会」は27日のときのみ開催。

箕面市観光協会
電話番号：072-723-1885

料金：無料
定員：1,000名（先着）
申込：当日受付

花の見所　ヤマザクラ、エドヒガン 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 箕面公園周辺山麓、才ヶ原林道沿い等
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。
4月9日（日曜日）には、箕面観光ボランティアガイド同行「ヤマザクラ探訪ハイキング」を開催。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

花の見所　ハクサンハタザオ 見ごろ：3月下旬から5月上旬まで 箕面公園・瀧道沿い
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月にかけ滝道沿いや遊歩道沿いで見られま
す。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

花の見所　ユキノシタ 見ごろ：5月中旬から6月下旬まで 箕面公園滝道沿い、散策路沿い 水辺を好み群生して生えるユキノシタ。花びらの下2枚が長く特徴的な形をしています。見ごろは5月から6月です
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

箕面公園

服部緑地

http://www.mino-park.jp/
http://hattori.osaka-park.or.jp/


スロージョギング＆ハイキング
平成29年3月15日（水曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園スタート
寝屋神社他

寝屋川公園で準備体操をしみんなで、スロージョギングをしながら、寝屋川ふるさとハイクに出発！！景色を楽しみながら
のウォーキングです。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：40名（先着順）
申込：2月15日から寝屋川公園管理事務所で
窓口・電話にて（FAXでの申込不可）

ほうきを作ろう 平成29年3月20日（月曜日・祝日）
午前1時から午後3時まで

寝屋川公園管理事務所　会議室 寝屋川公園で育てたコキア（ホウキギ）を使って、自分だけのオリジナルミニ箒を作ってみませんか。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：15名（先着順）
申込：2月20日から寝屋川公園管理事務所で
窓口・電話にて（FAXでの申込不可）
持ち物：軍手・マスク

「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部　その１」　～樹木
に咲く花たち～

平成29年5月8日（月曜日）
午前10時から正午頃まで
※少雨決行

寝屋川公園管理事務所　会議室、及び、
中央広場周辺

寝屋川公園において、「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部　その１」～樹木に咲く花たち～の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：公園内会議室において、事前に本日観察する樹木の説明、中央広場現地にて、樹木及び樹木に咲く花についての
説明

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：30名（先着順）
申込：4月8日から寝屋川公園管理事務所で
窓口・電話にて受付開始(FAXでの申込不可）

花の見所　桜 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 寝屋川公園　花の道
寝屋川公園の桜と言えば、「花の道」の桜。ソメイヨシノやオオシマザクラが一斉に開花し、打上川沿い一帯を淡いピンク色
に染め上げ、絶好のお花見スポットになります。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

花の見所　アセビ 見ごろ：3月下旬から4月中旬まで 寝屋川公園　寝屋古墳に行く階段周辺 寝屋川公園のふれあいの丘にある寝屋古墳に行く階段の両側に白色とピンクの可愛い花が咲きます
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

花の見所　ツツジ 見ごろ：4月中旬から5月上旬まで 寝屋川公園　エントランス 寝屋川公園のエントラス、見上げると憩いの広場に赤色が壁泉を過ぎる白色とピンクのツツジがお迎えします。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

ゆうゆう自然クラブの自然工作
平成29年3月26日（日曜日）、4月23日（日曜日）、
5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 公園の自然素材を使って、公園ボランティアさんにコツを教えてもらいながら自由に工作を楽しみましょう。
山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：無料
申込：事前申込は不要

家族で楽しむ玉ねぎの収穫体験会
平成29年5月7日(日曜日）
午前10時から正午まで
※雨天の場合5月14日（日曜日）に延期

山田池公園　実りの里棚田
家族で楽しく玉ねぎの収穫体験をしよう！小学生以下の子供と一緒に家族で楽しむイベントです。　　実りの里で育てた玉
ねぎ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

料金：ひと家族300円
定員：20家族（先着順）ただし、小学生以下の
子供を含む家族
申込：山田池公園パークセンターで窓口・電
話にて受付（受付開始は未定）

花しょうぶ園開園
平成29年5月25日（木曜日）から6月25日（日曜
日）まで
開園時間：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
水鳥の暮らす山田池公園とその周りにある豊かな自然をいかした公園です。約１４０品種・約１０000株の花しょうぶや、約２
６00株のあじさいなど、色とりどりの花を観賞出来ます。開花の最盛期のライトアップは人気です。期間中は午前９時３０分
から午後７時まで開園します。ライトアップの期間は午後８時３０分まで延長します。

山田池公園管理事務所
電話番号072-851-4761

料金：入園無料

初夏の俳句大募集
平成29年5月28日（日曜日）から6月11日（日曜
日） まで

山田池公園　花しょうぶ園
花しょうぶ園の開園に伴い、ハナショウブや山田池公園への想いを俳句に託してみませんか？応募作品は花しょうぶ園特
設掲示板に展示します。全応募作品の中から優秀作品を選び表彰します。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

料金：無料
申込：おひとりにつき1句の応募とさせていた
だきます。所定の用紙を花しょうぶ園の特設
応募箱に投函してください。

花の見所　梅 見ごろ：2月中旬から3月中旬まで 山田池公園　花木園
【早春の俳句】　梅にまつわる俳句を募集し、応募作品は梅林特設掲示板に展示します。
開催期間：平成29年年2月12日（日曜日）から2月28日（火曜日）まで
場所：花木園

山田池公園管理事務所
電話番号072-851-4761

料金：入園無料

グリーンフェスタ
平成29年3月5日（日曜日）
午前10時から午後3時まで

深北緑地　球技場周辺
スポーツ通じてノーマライゼーションへの理解を深め、皆で障がい者スポーツを楽しむイベントです。
グリーンランも同時開催します。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：イベント参加は無料
※グリーンランのみ参加費必要：1人1,000円

防災フェア　そなえパークの日

平成29年3月12日（日曜日）
午前11時から正午まで　防災講演会
午後1時から午後3時まで　防災イベント（防災クイ
ズラリー等）

深北緑地　テニスコート前広場　外
地域の防災に関する展示や、水害についての講演会、防災クイズラリーや防災食の試食など、楽しみながら地域防災につ
いて考えるひとときを。（クイズラリー参加者には防災グッズ等の粗品プレゼント）
【防災講演会】講師：松田順一郎氏（鴻池新田会所 学芸員）

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471
ファックス：072-877-7423

■講演会：事前申込必要（2月12日より3月5
日まで　電話、FAXにて受付）
定員：30名（申込が30名を越えた場合は抽
選）
■防災クイズラリー：申込不要
（防災食・クイズラリー粗品の数には限りがあ
ります）

Pocket   Marche＜ポケットマルシェ＞
平成29年3月18日（土曜日）から3月19日（日曜
日）まで
午前10時から午後4時まで

深北緑地　水辺広場

芝生とポプラの広場に、素敵なお店が集まった。お散歩気分で覗いてごらん。今日は賑やかな蚤の市。
ワークショップや花苗、雑貨、フード販売ほか。

Flourish   Garden＜フローリッシュガーデン＞同時開催
公園やまちにお花とみどりを育てましょう。園芸の基礎講座やふれあいワークショップあり。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：入場無料

春休みスポーツ塾　走り方教室

平成29年3月27日（月曜日）から3月28日（火曜
日）まで
※2日間連続講座
午前9時30分から午前11時まで

深北緑地　球技広場 正しい姿勢とコツを身に着けて速く走れるようになろう。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

定員：20名（保護者同伴）
対象：新小学1年生から新3年生まで
申込：3月21日より電話にて先着順に受付

ちょいボラ　深北の日
平成29年4月2日（日曜日）、5月7日（日曜日）
午前9時30分から午前10時30分まで

深北緑地管理事務所
ゴミ拾いや簡単な花の剪定など、だれでも参加していただける気軽なボランティアデーです。
みんなで一緒に体を動かし、気持ちよい公園づくりにご参加ください。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

対象：どなたでも
申込：なし

深北まちかどプランツ　マリーゴールドの花づくり

１．平成29年4月15日（土曜日）　種まき
２．平成29年5月14日（日曜日）　ポット苗づくり
３．平成29年6月11日（日曜日）　球根掘り
４．平成29年6月25日（日曜日）　花植え
それぞれ、午前10時から正午まで

深北緑地
１、２：苗圃
３、４：円形花壇

マリーゴールドを花から育てて公園やまちかどに植えます。
タネや球根をお持ち帰りいただき、まちの花づくりにもご協力ください。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

定員：10名（先着順）
対象：どなたでも
申込：なし

路上お絵かきフェスタ

平成29年5月5日（金曜日）
午前10時30分から正午まで、午後1時から午後3
時まで
※雨天中止

深北緑地　管理事務所前 こどもの日の今日だけは路上にらくがきし放題。みんなでこいのぼりをたくさん描いてみよう。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：無料

花の見所　桜 見ごろ：3月中下旬から5月初旬まで 深北緑地　園内全体　桜の園
公園一帯をソメイヨシノなど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、春の訪れと共
に5月上旬まで次々に咲き誇ります。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。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

深北緑地

山田池公園

寝屋川公園

http://www.fukakitaryokuchi.jp/
http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/yamada/main.html
http://neyagawa.osaka-park.or.jp/


ノルディックウォーク講習会　火曜日コース

平成29年3月7日（火曜日）、3月21日（火曜日）、4
月4日（火曜日）、4月18日（火曜日）、5月2日（火
曜日）、5月16日（火曜日）
午前10時30分から正午まで

久宝寺緑地スポーツハウス

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！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。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500円
定員：20名（先着順）

ノルディックウォーク講習会　木曜日コース

平成29年3月9日（木曜日）、3月23日（木曜日）、4
月13日（木曜日）、4月27日（木曜日）、5月11日
（木曜日）、5月25日（木曜日）
午前10時から正午まで

久宝寺緑地  スポーツハウス

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。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。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500円
定員：20名（先着順）

大阪ピンコロクラブ「うんどう教室」・「うんどう習慣日」

【うんどう教室】
平成29年3月11日（土曜日）、4月8日（土曜日）、5
月13日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで
【うんどう習慣日】
平成29年3月25日（土曜日）、4月22日（土曜日）、
5月27日（土曜日）
午前10時30分から午前11時30分まで

久宝寺緑地　北地区健康広場

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。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。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
申込：当日健康広場までお越しください。

「みどり塾」 ～サクラ～
平成29年3月19日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで
※毎月第3日曜日

久宝寺緑地　管理事務所会議室 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。日本人が愛してやまないサクラについてのお話です。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料
定員：25名
久宝寺緑地管理事務所までお問い合わせく
ださい。

Ｈａｐｐｙ Ｅａｒｔｈ Ｄａｙ ＯＳＡＫＡ 2017 平成29年3月25日（土曜日）、26日（日曜日） 久宝寺緑地　東地区

ハッピーアースデイ大阪2017開催テーマ「ぼくらの未来地図」
[ぼくら]は学生主体で運営をしているハッピーアースデイ大阪ならではのフレッシュさを表現しており、[未来]は実行委員や
出店者さん、そして来場者さん1人1人が想い描く理想の未来を表しています。これらの想いを[地図]として具現化すること
によって多くの人々に伝え、広めたいという意志がこめられています。アースデイに関わる1人1人の想い(ピース)を元に、未
来地図の完成を目指してハッピーアースデイ大阪を開催させていただきます！！
アースディにちなんだイベントの開催や、オーガニック食品や商品などを扱った出店など、皆さんに環境や社会問題を身近
に感じ、考えて頂く催しです。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

当日東地区　修景広場付近にお越しくださ
い。

レッツ久宝探検隊「キノコを育てる」
平成29年3月26日（日曜日）、4月23日（日曜日）
午前10時から正午まで
集合時間：午前9時30分

集合場所：久宝寺緑地　中地区　花の道 シイタケ等ををどうやって育てているか実際に体験してみよう。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

久宝寺こうえんマルシェ

平成29年3月26日（日曜日）、4月23日（日曜日）、
5月28日（日曜日）
午前10時から午後4時まで
※毎月第4日曜日

久宝寺緑地　北地区　風の広場付近

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。
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

久宝寺こうえんマルシェのコンセプトに賛同し
てくださる出店者の方も募集中！

「みどり塾」
平成29年4月16日（日曜日）、5月21日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

久宝寺緑地　ボランティアルーム
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。4月16日は、シャクヤクとボタンについて。
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

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。

レッツ久宝探検隊「春の野草観察会～名も知らない草
木とお友達になろう～」

平成29年4月23日（日曜日）
午前10時から正午まで
集合時間：午前9時30分

集合場所：久宝寺緑地　中地区　花の道

雑草と呼ばれている草花にも名前があり、存在意義があります。園内に育つ、いつもなら気にせずに通りすぎてしまう雑草
たちに目を向けてみませんか？そのたくましい姿に感動すら覚えます。公園内の草花を観察し、特徴と名前を覚えていきま
す。
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

第8回久宝寺緑地手作りこいのぼり祭り 平成29年4月24日（月曜日）から5月7日（日曜日）
まで

久宝寺緑地　中地区　花の道
近隣の幼稚園、保育園、保育所などの子どもたちが思い思いに描いたこいのぼりが久宝寺緑地　花の道の大空を泳ぎま
す。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

シャクヤク園開園

平成29年4月28日（金曜日）から5月21日（日曜
日）まで
午前9時30分から午後6時まで
※ライトアップ：5月6日・7日・13日・14日
午前9時30分から午後8時まで
※早朝開園：5月9日から5月11日まで
午前7時から午後6時まで

久宝寺緑地　シャクヤク園

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。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

みどりの日のイベント「花の種をまきましょう！」
平成29年5月4日（木曜日・祝日）
午後1時30分から（材料が無くなり次第終了）

久宝寺緑地　北地区　花の広場
自分のまいた小さな種が大きく成長するのを楽しみませんか？
内容：北地区の花の広場で花の種を植え付けます。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

子どもの日イベント
平成29年5月5日（金曜日・祝日）
午後1時30分から午後3時ごろまで

久宝寺緑地　中地区　花の道

緑いっぱいのユリノキ並木を背景にこいのぼりが悠々と泳いでいます。そんな中で繰り広げられるピエロによるバルーン
アートやマジック。他にも紙芝居や歌などお楽しみがいっぱい。
内容：ピエロがやってきてバルーンアートとマジックのパフォーマンスをしたり、ボランティアの皆さんによる紙芝居や歌な
ど。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：無料

レッツ久宝探検隊「樹木観察会」
平成29年5月28日（日曜日）
午前10時から正午まで
集合時間：午前9時30分

集合場所：久宝寺緑地　中地区　花の道
公園にはいろいろな種類の樹木があり、生態を観察して身近な自然に親しみます。どんぐりのなる木を中心に楽しく樹木を
観察しましょう
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

花の見所　梅 見ごろ：2月中旬から 久宝寺緑地　北地区ファミリー広場 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。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

花の見所　モモ 見ごろ：3月中旬から 久宝寺緑地　北地区ファミリー広場 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。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

花の見所　桜 見ごろ：4月上旬 久宝寺緑地　北地区ファミリー広場 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。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地

http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top


ウォークラリー
平成29年4月29日（土曜日・祝日）、30日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

枚岡公園内
園内５箇所に設置したラリーポイントのキーワードを並べ替えるとある言葉になります。正解者の中から、各日先着10名様
に公園協会特製オリジナルグッズをプレゼントします。

枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

料金：無料

ウォークラリー
平成29年5月3日（水曜日・祝日）から5月5日（金
曜日・祝日）まで
午前10時から午後4時まで

枚岡公園内
園内５箇所に設置したラリーポイントのキーワードを並べ替えるとある言葉になります。正解者の中から、各日先着10名様
に公園協会特製オリジナルグッズをプレゼントします。

枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

料金：無料

花の見所　桜 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 枚岡公園
枚岡公園は、国定公園のなかにある府営公園です。公園の入り口となる桜園路で、花のトンネルが現れ、桜広場や枚岡山
展望台まで登ると、見事なサクラが皆さんの目を楽しませてくれます。

枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

さくらライトアップ
平成29年3月25日（土曜日）から4月9日（日曜日）
まで
午後6時から午後9時まで

長野公園　「奥河内さくら公園」（長野地
区）

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、さくらライトアップを実施します。
長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

料金：無料

みんなでつくる鯉のぼり
平成29年5月1日（月曜日）から5月31日（水曜日）
まで
午前10時から午後4時まで

長野公園　「奥河内さくら公園」（長野地
区）　緑の広場周辺

長野公園を楽しんでくれる各種団体にオリジナルの鯉のぼりを作成してもらい、園内に掲げて、思い出作りをしていただき
ます。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

料金：無料
申込：管理事務所までお問合せください。

延命寺で初夏のバードウオッチング！！
平成29年5月13日（土曜日）
午前9時から午後3時まで

長野公園　「奥河内もみじ公園」（延命寺
地区）および周辺
集合場所：南海「三日市町駅」2階改札口
付近

三日市町駅から延命寺を目指して初夏に現れる野鳥を観察しながら約6キロの行程を歩きます。延命寺ではサンコウチョウ
やオオルリなどの美しい声が聴けるかもしれません。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

料金：無料
申込：当日集合場所で受付します。
コース：三日市町駅、延命寺、千早口駅

河内長野市の桜の名所で春を楽しもう！ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで
長野公園　「奥河内さくら公園」（長野地
区）、「奥河内あじさい公園」（河合寺地
区）

新河内長野八景にも選ばれている長野公園の桜。２００本以上の桜を背景に桜を楽しみませんか。
長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

早春の花まつり
平成29年3月19日（日曜日)
午前11時から午後2時まで
※雨天中止

錦織公園 河内の里・里の家
菜の花、ミツマタ、サンシュユなどが咲き誇る河内の里、里の家にて『早春の花まつり』を開催。花のガイドツアーや、簡単
工作コーナーなどを行います。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■花のｶﾞｲﾄﾞﾂｱｰ：料金：無料、定員10名
■おりがみ教室：料金：無料
申込不要
河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

森の実習隊
平成29年3月25日（土曜日)
午前10時から正午まで
※雨天中止

錦織公園管理事務所 公園内の樹林管理や間伐作業を体験していただきます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
申込：2月25日から電話または事務所にて受
付開始（先着順）

春の自然観察会
平成29年4月18日（火曜日）
午後1時から午後2時まで

錦織公園　河内の里 花々が咲き誇る河内の里で、自然観察会を開催します。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
申込方法：3月18日から電話または事務所に
て受付開始（先着順）

琴・尺八演奏会
平成29年4月29日（土曜日・祝日）
午前10時30分から午後3時まで

錦織公園　河内の里・里の家 毎年ご好評いただいている琴・尺八演奏会を河内の里、里の家で行います。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
申込不要
河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

河内の里のお茶摘み（茶粥付き）
平成29年5月7日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

錦織公園　河内の里・里の家
河内の里の茶畑でお茶摘み体験してみませんか？その後、里の家にてお茶の話を実演を交え楽しみながら学むことがで
きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※茶粥の試食つき

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：500円
申込：4月7日から電話または事務所にて受付
開始（先着順）
河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

愛パークフェスタ
平成29年5月14日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

錦織公園　一の谷芝生広場
地域に親しまれる府営公園として､毎年恒例の愛パークフェスタを開催します。
内容：様々なイベントが盛りだくさん。
(予定）花のミニガイドツアー：料金無料・定員 10名、クラフトコーナー：料金未定

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

申込不要

3月の花の見所　ミツマタ 見ごろ：3月中旬から 錦織公園　河内の里
枝が三本ずつ出て、必ず三つ又に分かれる特徴より名前がついた<ミツマタ>が里の家にて、見ごろをむかえています。樹
皮は､  和紙としても利用されています。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

４月の花の見所　サクラ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 錦織公園　桜木の里
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り、花見を楽しむ人たちでにぎわ
います。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

４・５月の花の見所　シャクナゲ 見ごろ：4月中旬から5月上旬まで 錦織公園　河内の里 しゃくなげの谷にてシャクナゲが見ごろをむかえます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

４・５月の花の見所　ツツジ 見ごろ：4月下旬から5月上旬まで 錦織公園　つつじの丘
河内の里、つつじの丘にてツツジが見ごろをむかえています。つつじの大群落が美しさを競います。そばには芝生広場や
あづまやが設けられ、ゆっくりと腰を掛けて美しい花を楽しんでください。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

河内の里は、午前9時30分から午後4時30分
まで開園しています。

枚岡公園

長野公園

錦織公園

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/hiraoka/main.html
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top
http://nishikori-park.jp/


リレーマラソン　IN　羽曳野・石川河川公園

2017年3月5日（日曜日）
スタート：ジュニアチームリレー　午後0時30分から
　　　　　　チームリレー　午後0時30分から
※雨天決行

石川河川公園　駒ヶ谷地区、羽曳野市コ
ロコロふれあいパーク（駒ヶ谷駅西側公
園）

石川河川公園（駒ヶ谷地区）と羽曳野市のコロコロふれあいパーク（駒ヶ谷駅西側公園）を舞台としたリレーマラソン大会を
行います。種目はハーフリレーマラソンとジュニアリレーマラソンです。軽トラ市や物産市開催します。ステージショーもあ
り、応援の方も楽しめる催しとなります。皆様ぜひお越しください。

石川河川公園リレーマラソン実行委員会
06-6441-6100

※マラソンのお申込は平成29年2月10日（金
曜日）に締め切りました。

花の見所　菜の花 見ごろ：2月上旬から4月上旬まで 石川河川公園　あすか花回廊 石川河川公園では、2月から4月上旬ごろに、あすか花回廊で、菜の花が見頃を迎えます。
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

花の見所　桜 見ごろ：3月末から4月初めまで
石川河川公園　駒ヶ谷地区、千早花街道
から千早つどいの広場まで

石川河川公園では、3月末から4月初めごろに、駒ヶ谷地区、千早花街道から千早つどいの広場までで、桜が見ごろを迎え
ます。

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

花の見所　レンギョウ 見ごろ：4月から5月まで 石川河川公園　駒ヶ谷地区ほか 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。
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

2017住之江区防災フェア×イザ!カエルキャラバン! in
住之江公園

平成29年3月5日（日曜日）
午後1時から午後4時まで

住之江公園　児童広場周辺

住之江公園において、『住之江区防災フェア×イザ！カエルキャラバン！』を実施します。このイベントは、東日本大震災か
ら得た教訓を風化させない為、参加者自らが体験することによって、防災意識の高揚を図ろう！というものです。防災プロ
グラムを周ってカエルポイントを集めるとおもちゃ（リサイクル品）をゲットできたり、その他楽しいイベントが盛りだくさんで
す。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

住之江公園管理所
電話番号：06-6685-9521

料金：無料

わんにゃん防災フェア2017
平成29年3月26日（日曜日）
午後1時から午後4時まで

住之江公園　児童広場周辺
住之江公園において、ペットに焦点を当てた防災イベントを実施します。ペットを飼っていらっしゃる方もそうでない方も、み
なさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
ラリー形式で発災時におけるペットを同伴した避難方法を体験しながら注意点などを学びます。

住之江公園管理所
電話番号：06-6685-9521

料金：無料

すみすみフェスタ×ソーラーフェスティバル2017
平成29年5月5日（金曜日）
午前10時から午後4時まで

住之江公園　児童広場周辺
太陽光ソーラーで発電している電気だけで、スピーカーやアンプなどの機材を稼働させて様々なイベントを行います。音楽
ライブや食と健康を交えた講座を聴いたり、縁日を楽しみながら環境保護の一端を体感してみませんか。

すみすみフェスタ2017事務局・ソーラーフェ
スティバル実行委員会
電話番号：06-6685-9521

料金：無料

すみのえ❤ハートスタジアム2017前夜祭
平成29年5月19日（金曜日）
午後7時から午後9時頃まで

住之江公園　野球場
すみのえ❤ハートスタジアム2017の前夜祭として、野外映画会を行います。スコアボードに町の皆さんから寄付していただ
いたシーツで作成した巨大なスクリーンを掲げ映画を上映します。天然芝生に身を委ねて観る映画は最高ですよ。

すみのえ❤スタジアム実行委員会
電話番号：06-6685-9521

料金：無料

2017すみのえ❤ハートスタジアム
平成29年5月20日（土曜日）
午前9時から午後8時まで

住之江公園　野球場
住之江公園が大好きな市民による手作り感満点の大イベントです。昨年は10,000人超の方々が参集しました。ふだんはな
かなか入ることのできない野球場グランドでゆったりした時間を過ごしてみませんか。フィナーレでは、たぶん大阪で一番早
い「花火」が打ち上げられます。

すみのえ❤スタジアム実行委員会
電話番号：06-6685-9521

料金：無料

すみすみマルシェ
平成29年3月25日（土曜日）
午前10時から午後4時まで
※毎月第4土曜日開催の予定

住吉公園　花と水の広場
住吉公園において、「すみすみマルシェ」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：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

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

さくらカーニバル 平成29年4月1日(土曜日)
午前10時から午後4時まで

住吉公園　花と水の広場・心字池周辺
住吉公園の桜文化の多様性を高め、地域の活性と地域に親しまれる公園であるために、地域で活動している桜サポーター
をはじめボランティア等がイベント。物販でカーニバルに参加していただきます。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください

住吉名勝保存会、
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

すみすみ公園フェスタ
平成29年5月6日（土曜日）、7日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

住吉公園　花と水の広場
住吉公園周辺の保育園（所）・幼稚園の幼児の手作りの鯉のぼりを掲揚します。　地域の活性と地域に親しまれる公園であ
るために、地域で活動しているボランティア・ＮＰＯ団体がイベントや出店でフェスタに参加していただきます。
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

春の植木市 平成29年3月25日（土曜日）から5月28日（日曜
日）まで

浜寺公園 季節の花・苗木・庭園樹などの販売
浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

浜寺公園いきもの観察隊
平成29年4月9日（日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

浜寺公園　バッタの原っぱ
浜寺公園に潜むたくさんのいきものたち。春の訪れとともにやってくるのは、どんないきものたちでしょう！？浜寺公園ボラ
ンティア「浜寺公園自然の会」と一緒に、たのしく園内でのいきもの探しにでかけましょう！

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

定員：親子30組（先着順）
対象：年長さんから小学生のお子様
申込：4月1日より浜寺公園管理事務所にて受
付

第14回 浜寺公園スプリングフェスタ
平成29年4月16日（日曜日）
午前10時から午後3時まで

浜寺公園　中央エントランス周辺
毎年恒例の浜寺公園春のイベントです。
中央ステージでの舞台演舞や各種ブースの出展により、暖かな春の公園を更に盛り上げます！
内容：中央ステージでの舞台演舞（よさこいなど）、松ぼっくりパターゴルフや各種遊びのブース　など

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

料金：無料

ばら庭園ライトアップイベント「ROSE DE MAI 2017」
平成29年5月14日（日曜日）から5月28日（日曜
日）まで
日没から午後9時まで

浜寺公園　ばら庭園

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、日没から21時までの間、ばら庭園
をライトアップし、夜間営業を行います。
また、ばら庭園内において、ガーデンコンサートを実施し、幻想的なライトアップの中、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。

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

午後9時までの夜間も開園
5月14日以外の土曜・日曜はたそがれコン
サートを開催

第40回 浜寺ローズカーニバル
平成29年5月21日（日曜日）
午前10時から午後4時30分まで

浜寺公園　中央エントランス周辺
地域主催の大規模イベントです。実行委員会により実施されるステージプログラムや、素敵な景品が当たるかもしれないビ
ンゴゲームなど内容は盛りだくさんです。浜寺ローズちゃんも登場！？
内容：中央ステージでの舞台演舞（よさこいなど）、サイドカー、ソーラーカー、漫才、・ビンゴ大会　など

ローズカーニバル実行委員会
電話番号：072-261-0936

申込不要（当日自由参加）

花の見所　約1,300本の桜 見ごろ：3月下旬から4月中旬まで 浜寺公園
ソメイヨシノ約700本、オオシマザクラ約300本、八重ザクラ約200本など、総数約1,300本と、大阪でも有数の桜の名所です。
バーベキューをしながらお花見など、広い園内を存分にお楽しみいただけます。

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

石川河川公園

住吉公園

浜寺公園

住之江公園

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/ishikawa/main.html
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top
http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/hamadera/main.html
http://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top


四季彩園スプリング　ボランティア＆アートフェスティ
バル

平成29年3月5日（日曜日）
正午から午後3時まで

大泉緑地　四季彩園

大泉緑地　四季彩園において、ボランティア＆アートフェスティバルを実施します。見て聴いて体験して楽しい！もらってうれ
しい！自然アートのイベントが盛りだくさん♪みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
内容：オカリナ＆ハーモニカの演奏会、焼き菓子販売、クラフト体験（ミニリース作りなど）、苗の無料配布（無くなり次第終
了）、スタンプを集めてお楽しみ抽選会など

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

料金：無料　※一部有料のブースがありま
す。

つばき展
平成29年3月10日（金曜日）から3月20日（月曜
日・祝日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 ツバキの鉢植えを展示する他、3月10日から12日までの期間は、原種や様々な園芸種の切り花を展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料

ツバキを中心に茶葉の楽しみ方
平成29年3月11日（土曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地管理事務所　2階 四季の風情を茶室に運ぶ茶花の中でも、冬の王様「椿」についてお話しします。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料
定員30名
申込：要事前申込

つばきの楽しみ方
平成29年3月12日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 「椿」についてのお話と、この時期にできる挿し木の方法を説明します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料
定員30名
申込：要事前申込

花とみどりフェア「春の植木市」
平成29年3月18日（土曜日）から5月7日（日曜日）
まで

大泉緑地　第一駐車場北側園路沿い 季節の花・苗木・庭園樹などの販売を行います。土日祝日はチップ堆肥の無料配布も行っております。
大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

料金：無料

こんなもの作りまし展
平成29年3月22日（水曜日）から4月3日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 ものつくり体験の作品とコモ巻きの調査結果などを展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料

ペットボトルでハンギング作り
平成29年3月26日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 ペットボトルを使って、洋風ハンギングバスケットを作ります♪
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：500円（材料費）
定員：20名
申込：要事前申込

春の草花たんけん隊
平成29年4月2日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所 大泉緑地に生息している春の植物を観察してみよう！珍しい発見があるかも！？
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料
定員30名
申込：要事前申込

大泉の野鳥展
平成29年4月5日（水曜日）から4月17日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 大泉緑地周辺でみられる野鳥の写真約50点を展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料

初心者のためのデジカメ教室
平成29年4月9日（日曜日）　午前10時から午後3
時30分まで、4月16日（日曜日）　午後1時30分か
ら午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室
春の花が咲き誇る大泉緑地で美しく素敵な写真を撮ってみよう。
2回目の講習会では、4月9日に撮影した作品から撮影者が選定した5点を公表します。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：500円（材料費）
定員：20名
申込：要事前申込

ふれあいの庭　ライトアップ＆コンサート 平成29年4月中旬から下旬にかけて未定 大泉緑地　ふれあいの庭
ふれあいの庭を3日間ライトアップします。普段見ることのできない風景をお楽しみください。またライトアップ最終日には、
大阪芸術大学演奏学科管弦打コースによるブラスオーケストラの演奏もあります。　※雨天中止

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

料金：無料

四季の風景写真展 平成29年4月22日（土曜日）から5月22日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 ボランティア・講習会参加者が撮影した四季の風景写真を展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料

春の草花でブーケ作り 平成29年4月29日（土曜日・祝日）
午前10時から正午まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 ブーケ作りを楽しんだ後、ブーケ作りで使った花の咲いている花壇を散策します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料
定員30名
申込：要事前申込

キッチンハーブの寄せ植え
平成29年5月7日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 育てやすいキチンハーブの寄せ植えと生活に役立つハーブの挿し木をします。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：600円（材料費）
定員：28名
申込：要事前申込

香りを楽しむハーブ展
平成29年5月26日（金曜日）から6月5日（月曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 様々なハーブを触ってみて、その香りを楽しみましょう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料

ひつじの毛刈り
平成29年5月28日（日曜日）
午後1時から午後4時まで

大泉緑地　ひつじ広場
普段ひつじのお世話をしてくれているボランティアさんと一緒に、大泉緑地のアイドル「だいち」「いずみ」「みどり」３匹の毛
刈りを行います。獣医の先生方によって、ダイナミックに毛を刈る様子は見応えがあります。他にも刈った毛を触ったり、
ちょっとしたプレゼントがあったりと楽しい内容になっています。ぜひ遊びに来てください。

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

料金：無料

お花植えと寄せ植えをつくろう♪
平成29年5月28日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室
植物について学んだ後、親子で花壇にお花を植えます。植えた植物と同じもので寄せ植えを作り、おうちで飾ってみましょ
う。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

料金：無料
定員：15家族
申込：要事前申込

花の見所　桜 見ごろ：3月下旬から4月中旬まで 大泉緑地　桜広場・双子山 開花状況はホームページで随時お知らせします。
大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

タケノコ掘りを楽しもう！
平成29年4月9日（日曜日）
午前10時から正午まで、午後1時から午後3時ま
で

蜻蛉池公園　園内の竹林
タケノコ掘りを通じて、春の自然の恵みを感じてもらいます。また、タケノコ掘りが竹林管理に役立っていることを学びます。
公園管理スタッフやボランティアのおじさん達といっしょにタケノコ掘りを楽しんでみませんか！？

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：300円
申込：3月9日（木）午前9時半から電話にて受
付

野草のガッコウ
平成29年4月23日（日曜日）
※日時未定

蜻蛉池公園　園内及び公園周辺
園内や公園周辺を巡って春の野草を観察します。野草について学んだ後は、お楽しみの試食会もご用意しています。蜻蛉
池公園の自然とふれあい、春の恵みを堪能しましょう。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料
申込：3月23日（木曜日）から受付（予定）

春のローズフェア2017
平成29年5月20日（土曜日）、21日（日曜日）
※日時未定

蜻蛉池公園　バラ園、水と緑の音楽広
場、とんぼハウス周辺

水辺のステージでのコンサートやバラ園の案内ツアーなどを開催します。ご家族やお友達とご一緒に、お楽しみがいっぱい
の春のバラ園を満喫してみませんか！？
内容：ガーデンコンサート、ローズガーデン案内ツアー、ローズセミナー、とんぼマルシェ、バラ苗販売

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料

花の見所　コヒガンザクラ 見ごろ：3月上旬ごろ
蜻蛉池公園　子供の国水流北側竹林の
手前の広場

園内では、コヒガンザクラが見頃を迎えています。本数は15本程度、子供の国水流北側竹林の手前の広場（流れの広場の
東部）あたりが春一足早く華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　カンヒザクラ 見ごろ：3月中旬から下旬まで 蜻蛉池公園　花木園
園内では、カンヒザクラが見頃を迎えています。本数は20本程度、花木園内中央部のサクラ通りあたりが春一足早く華や
かに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　サクラ　ソメイヨシノ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 蜻蛉池公園　ポケット広場、真谷川
園内では、ソメイヨシノが見頃を迎えています。バラ園内ポケット広場の南側から真谷川沿いあたり一面が数百本のサクラ
で華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　レンギョウ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 蜻蛉池公園　花木園
園内では、レンギョウが見頃を迎えています。場所は花木園内を中心に園内各所、特に花木園西側入口付近、池の斜面に
広がるレンギョウ畑が華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　ユキヤナギ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 蜻蛉池公園　花木園、展望台
園内では、ユキヤナギが見頃を迎えています。場所は花木園内を中心に園内各所、特に花木園内北側の市道沿いは圧
巻、藤棚池の斜面、展望台への階段などが華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　フジ 見ごろ：4月初旬から中旬まで 蜻蛉池公園　花木園藤棚池
園内では、フジが見頃を迎えています。場所は花木園内の藤棚と藤棚池周辺、ノダフジ、イッサイフジ、ニオイフジ、かわり
だねのナツフジなどが咲き誇り、華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

花の見所　バラ 見ごろ：5月中旬から6月上旬まで 蜻蛉池公園　バラ園
園内では、約200種、2,300株の春のバラが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、水と緑の音楽広場回廊あたりが華やかに彩られておりますので、ゆっくりと散策をお楽しみください。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

蜻蛉池公園

大泉緑地

http://tonboike.osaka-park.or.jp/
http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/main.html


二色の浜公園 花の見所　桜 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで 二色の浜公園
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ぜひご来園ください。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

■今年は、さくら提灯を設置します。
期間：桜の開花時期にあわせて1週間
点灯時間：夕刻から午後8時まで
設置場所：二色の浜公園　スポーツ広場付近
※詳しくはホームページでご確認ください。

りんくうPARKフェスタ2017

平成29年3月11日（土曜日）
午前10時から午後4時まで
平成29年3月12日（日曜日）
午前10時から午後3時まで

りんくう公園（総合休憩所ほか周辺）

りんくう公園で取り組んできた数々のイベントの発表会や体験イベントが大集合！！12日は、泉佐野市と共催でウォーキン
グチャレンジを開催します！りんくう公園開設20周年、ウォーキングチャレンジ10回目を記念したメモリアルイベントです。わ
くわくドキドキの2日間を、ぜひりんくう公園でお過ごしください☆みなさまのお越しを、お待ちしております。
内容：【キッズイベント】竹で作ろうカタツムリ、昔懐かしい竹トンボを飛ばそう、自由に描こう生き物
【参加型イベント】多肉植物　チャレンジ体験 100円 各日20名、アレンジメントリーフ体験 100円　各日20名、スロージョギン
グ体験
【展示】第２回りんくう公園デジタルフォトコンテスト作品、廃材を利用した多肉植物寄せ植え、竹細工の昆虫色々、今までの
マーブルドリル作品（クリスマスオブジェ）
【その他】気軽にアフタヌーンティーを楽しみませんか？(紅茶と軽食）　1ｾｯﾄ200円
※内容は一部変更になる場合があります。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■イベント参加ブースには、参加人数に限り
があります。
■申込方法や開始日等については、ホーム
ページでご確認ください。

花の見所　ソメイヨシノ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで りんくう公園　桜広場 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。
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

花の見所　サトザクラ 見ごろ：4月上旬から中旬まで りんくう公園　海への道
海への道沿いに植えられているサトザクラ。ソ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
じられてはいかがですか？

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

花海道 見ごろ：4月下旬から5月中旬ごろ りんくう公園
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種類以上もの宿根草が春から秋にかけて
次々と咲きます。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

『さとうみ磯浜・しおさい楽習館』オープニングを記念
するイベントを開催します！

平成29年3月25日（土曜日）
午前10時から午前11時30分まで

せんなん里海公園　さとうみ磯浜・しおさ
い楽習館

海と人との新しいふれあいの場として開設しております「せんなん里海公園」に、海辺の生き物や海浜植物などを観察でき
る新たな施設が平成29年3月25日にオープンします。記念の式典と海の植物や生物とふれあえる楽しいイベントを開催しま
すので、ぜひ、ご参加ください！
内容：施設名称提案者の表彰式、ワカメ汁とワカメおにぎりの提供、工作体験、パネル展示　など
（事前募集あり。内容の詳細は公園ホームページを参照）

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

定員：50名（先着順）
申込：平成29年3月1日（水曜日）から、せんな
ん里海公園管理事務所で窓口・電話にて受
付開始（午前10時から午後5時まで）

この流木な～んキロだ！
平成29年3月25日（土曜日）午前9時から5月25日
（木曜日）午後4時まで

せんなん里海公園　しおさい楽習館

磯浜に流れ着いた巨大流木の重量を予測しよう！大人６人じゃないと持ち上げることができない流木はいったい何キロある
のか？
しおさい楽習館にある流木の横に投票箱が設置してあります。指定の用紙に必要事項を記入して、予測する重量〇〇キ
ロって書いて応募してね！ピタリ賞は1年間駐車料金無料！（7月8月は除く）その他にも、ニアピン賞（前後1キロ）さとうみ
賞（前後5キロ）があり景品がもらえます。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■しおさい楽習館の投票箱に応募してくださ
い。

ビーチテニス教室
平成29年4月15日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレー

せんなん里海公園潮騒ビバレーでビーチテニスを体感してみよう！ビーチテニスは年齢を問わず誰でも楽しめるスポーツ
です。
普段テニスをされている方から初めてラケットを握る人、バドミントンをされている方、今年はビーチテニスにチャレンジして
みませんか？

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

定員：30名（先着順）
対象：小学生以上
申込：平成29年3月21日（火曜日）午前10時
から、せんなん里海公園管理事務所で窓口・
電話にて受付

ビーチバレー教室
平成29年5月14日（日曜日）
午後1時から午後3時まで

せんなん里海公園　潮騒ビバレー
せんなん里海公園潮騒ビバレー（ビーチバレー専用競技場）でビーチバレーのテクニックと楽しさを体感できます！はじめ
ての方から上級者まで自由に参加できます！関西屈指のビーチバレー団体「ＢＴＯＣ」の方々を講師に招いてのレッスンで
す。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

定員：20名（先着順）
対象：中学生以上
申込：平成29年4月10日（月曜日）午前10時
から、せんなん里海公園管理事務所で窓口・
電話にて受付

花の見所　オオシマザクラ 見ごろ：3月下旬から4月上旬まで せんなん里海公園
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
15日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？

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

りんくう公園

http://www.nishikinohama.com/index.html
http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/main.html
http://rinku.osaka-park.or.jp/


ノルディックウォーキング体験
平成29年3月4日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
ノルディックウォーキング体験会を開催します！2本のポールを使ってウォーキングを楽しみながらできるエクササイズで
す。自然豊かな泉佐野丘陵緑地で、身体を動かしましょう！

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
定員：10名（先着順）
対象：小学校高学年以上
申込：3月2日（木曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

えんづくりプログラム「お花サロン　タオルの花の壁飾
り」

平成29年3月11日（土曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内 地元の泉州タオルを使ってフラワーデコレーションを作ります。自分だけのタオルフラワーを部屋に飾って彩りましょう！
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：700円
定員：15名（申込多数の場合、抽選）
※小学校4年生以下は保護者同伴
申込：3月3日（金曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

春の野草観察
平成29年3月12日（日曜日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
色んな植物が生息する泉佐野丘陵緑地。パーククラブでは季節に応じて、どんな植物がいるのか観察しています。今回は
春に見られる野草。ぜひ、一緒に観察しませんか？

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
定員：15名（申込多数の場合、抽選）
申込：3月2日（木曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

園路づくりと竹林育成 平成29年3月19日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
園路や竹林等を公園ボランティア「パーククラブ」が管理と整備に取り組んでいます。たくさん体を動かしたい！竹を切って
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
定員：10名（先着順）
申込：3月18日（日曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

えんづくりプログラム「羊毛フェルトでつくるアニマルス
イーツカップ」

平成29年3月20日（月曜日）
午前10時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
羊毛フェルトでうさぎ・くま・ヒヨコの中から1つ選んで作ります！飾るのはもちろん、ピンクッション（針山）としても使えます。
自分だけのお気に入りを作りましょう！

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：500円
定員：8名（申込多数の場合、抽選）
※小学生以下は保護者同伴
申込：2月28日（火曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

ブレスレット・リングの竹工作体験
平成29年3月25日（土曜日）
午前10時から午後2時まで

泉佐野丘陵緑地内
パーククラブでは竹の色んな活用方法を考えています。今回は竹を使って、ブレスレット・リングづくりにチャレンジ！日ごろ
から竹工作を学んでいるパークレンジャーと一緒に作ります。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：100円
定員：10名（申込多数の場合、抽選）
対象：中学生以上
申込：3月15日（水曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

サトイモの植え付け体験
平成29年4月8日（土曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
21世紀にオープンした19番目の府営公園　泉佐野丘陵緑地において、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒にサトイモを
植え付ける体験を楽しみます。

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
定員：20名（申込多数の場合、抽選）
申込：3月29日（水曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

春の野草観察会
平成29年4月8日（土曜日）
①午前10時から正午まで、②午後1時から午後3
時まで

泉佐野丘陵緑地内
泉佐野丘陵緑地では、様々な植物を観察することができます。公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、園内の野草を観
察してみませんか。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

料金：無料
定員：15名（申込多数の場合、抽選）
申込：3月29日（水曜日）午後3時までに、ホー
ムページから所定のメールまたは泉佐野丘陵
緑地パークセンターの窓口・電話にて受付。

タケノコ掘り体験

平成29年4月22日（土曜日）
午前10時から午後1時まで
※雨天の場合は、4月23日（日曜日）に順延（前日
の午後1時に決定）

泉佐野丘陵緑地内
21世紀にオープンした19番目の府営公園　泉佐野丘陵緑地において、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、タケノコ
掘りを楽しみながら、竹林管理を学びましょう！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：300円
定員：60名（申込多数の場合、抽選）
申込：4月11日 (火曜日) から 4月14日 (金曜
日) の午前10時から午後4時30分までに、泉
佐野丘陵緑地パークセンターの窓口・電話に
て受付。
※インターネットでの受付不可

茶摘み体験 平成29年5月3日（水曜日） 泉佐野丘陵緑地内
21世紀にオープンした１９番目の府営公園　泉佐野丘陵緑地において、公園ボランティア「パーククラブが大切に育てたお
茶の木で茶摘みを体験してからみんなでお茶をつくって新茶の味を楽しみます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：未定　定員：未定　要申込

サツマイモの植え付け体験 平成29年5月13日（土曜日） 泉佐野丘陵緑地内
21世紀にオープンした19番目の府営公園　泉佐野丘陵緑地において、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、サツマイ
モの苗の植え付け体験を楽しみます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：未定　定員：未定　要申込

黒枝豆種まき体験 平成29年5月27日（土曜日） 泉佐野丘陵緑地内
21世紀にオープンした19番目の府営公園　泉佐野丘陵緑地において、公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、黒枝豆
の種まきの体験を楽しみます。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：未定　定員：未定　要申込

花の見所　山桜 見ごろ：3月下旬から4月上旬 泉佐野丘陵緑地内
園路整備、広場整備など竹を間伐して公園づく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。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

花の見所　ササユリ 見ごろ：5月下旬から6月上旬 泉佐野丘陵緑地内 泉佐野丘陵緑地の向井池・谷口池の法面で、ササユリが自生しています。見ごろは、５月下旬から６月上旬です。
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

　　　↑　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！

泉佐野丘陵緑地

http://izumisano-kyuryo.jp/

