
平成29年11月24日時点

公園名 イベント名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

植物園ガイド
毎日
①午前10時30分から
②午後1時30分から

服部緑地都市緑化植物園
くすの木デッキ

秋の植物園は美しく染まった葉っぱに彩られています。
種類もたくさんあるので押し葉にもぴったりです。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

きらめく昆虫展
平成29年7月26日（水曜日）から9月25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 ふしぎ、おどろきの世界。美しく輝く昆虫たちをお楽しみください。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

コリウス展
平成29年9月1日（金曜日）から10月30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 約20種類のいろいろな品種のコリウスを展示します。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

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9月2日・10月7日・11月4日（いずれも土
曜日）
午前10時30分から正午まで
※雨天中止

服部緑地都市緑化植物園
芝生広場他園内

緑の空気をいっぱい吸い込んでヨガで心も体もリラックスしましょう
家族やカップル、お子様連れでもOK！気軽に参加できますよ～

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：当日先着30名
対象：どなたでも、お子様連れもOK
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

しょくぶつえんのガーデンヨガ
平成29年9月11日・9月25日・10月16日・30日・11
月13日・27日（いずれも月曜日）
午前2時から午後3時30分まで

服部緑地都市緑化植物園
芝生広場他園内または第1スタジオ

緑の空気をいっぱい吸い込んでヨガで心も体もリラックスしましょう
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：20名
受付開始：8月12日（9月分）、9月23日（10月分）、10
月18日（11月分）
対象：16才以上の方
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

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9月20日・10月4日・11月1日（いずれも
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

植物園の中には、赤ちゃんとお母さんがゆっくりと過ごせるお部屋、
ベビースタジオがあります。ベビーマッサージで赤ちゃんとの愛着関係を深め、
ゆったりとした時間を一緒に過ごしましょう♪ママ友もできるよ！

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

材料費：1,000円
定員：5組
対象：生後3～6か月位の赤ちゃん
受付開始：各回１か月前の同日（休園日の場合は翌
日）
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

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9月21日・10月19日・11月16日（いずれ
も第3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

緑で囲まれた植物園で歌ったり、ハンドベルなどの楽器で一緒にあそびましょう
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：各クラス15組
対象：はいはいクラス（生後6か月～11か月）の親子
　　　  よちよちクラス（1才～18か月）の親子
受付開始：各回１か月前の同日（休園日の場合は翌
日）
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室
平成29年9月22日・10月27日・11月24日（いずれ
も金曜日）
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

緑に囲まれたスタジオで、ゆったりと心と体をときほぐしましょう
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

定員：20名（お子様連れの場合は生後１２か月まで）
受付開始：各回1か月前の同日（休園日の場合は翌
日）
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

はじめてのミニ盆栽づくり
平成29年9月24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 苔と小さな植物を使って、オリジナルの盆栽をつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

材料費：1000円
募集人数：20名
受付開始：9月6日（木）～
※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

ハーブティーサービス
平成29年10月4日・11月1日（いずれも水曜日）
午前10時30分から正午まで
※雨天中止

服部緑地都市緑化植物園
ハーブ園コテージ

植物園のハーブ園コテージにて、ハーブティーの試飲を行っています。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

はっとり緑地ふれあい祭り～わくわくワークショップ～
平成29年10月7日（土曜日）
午前11時から午後3時まで
※雨天中止

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や楽しい体験がいっぱい。
公園で働く車やムーンカートの試乗コーナー、ポニーのふれあいコーナー。
ボーイスカウト大阪連盟ほくせつ地区によるアウトドア、防災体験教室など。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

フラワーフェスタwith「ハロウィンカーニバル2017」
①親子でチャレンジ！ハロウィンの寄せ植えづくり
②フラワーマーケット
③ハロウィンカーニバル2017

平成29年10月15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
①ハロウィンカラー（オレンジと紫）の素焼き鉢に多肉植物の寄せ植えを作ります。
②花苗や園芸グッズの販売を行います。
③いろんな国の先生たちと交流しながらゲームや工作を楽しむ。フェイスペイント、ネイチャーハント、工作、貸衣装、撮影
コーナーなど（有料）を実施。ハロウィンの仮装をしてきてもらう。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

①親子でチャレンジ！ハロウィンの寄せ植えづくり
場所：服部緑地都市緑化植物園　芝生広場（雨天時：
第1スタジオ）
受付：9月17日から　受付時間：10時～17時
開始時刻：　1回目：11時～12時　２回目：13時～14時
対象：4才～小学6年生までのお子様とその保護者
定員：各回20組
申込受付：06-6866-3621
②③については申込の必要なし
※都市緑化植物園で開催するイベントへのご参加に
は入園料210円が必要です。（中学生以下は無料）

わくわく探検隊
①ドングリ拾い
②紅葉と落葉をラップする

①平成29年10月15日（日曜日）
②平成29年11月19日（日曜日）
午後1時30分から午後3時頃まで

服部緑地　子どもの楽園入口・売店横
さまざまな木の実やドングリ拾いを行い、ダーツを作ったり、紅葉を楽しみながら
いろいろな落ち葉をさがしたりします。

わくわく探検隊　
電話番号：090-7111-4050

受付：開催時間30分前から

民家集落わくわくワークまつり
平成29年10月21日（土曜日）
午前9時30分から午後5時まで

日本民家集落博物館
親子で参加できる体験やイベントがいっぱいです。コンサートや模擬店、物産展もあります。
石臼体験・はたおり体験などのわくわく体験、能勢町ふるさと物産展などのわくわく販売、みんかのコンサートもあります。

公益財団法人大阪府文化財センター日本
民家集落博物館
電話番号：06-6862-3137

雨天決行
入館料　大人半額：250円　高校生以下：無料

ファミリー自然教室
①観察：木の実を探そう　工作：ドングリで工作しよう
②観察：紅葉のしくみを知ろう
   工作：押し葉の貼り絵をしよう

①平成29年10月28日（土曜日）
②平成29年11月25日（土曜日）
午前10時15分から午後2時30分まで

服部緑地　子どもの楽園入口・売店横
観察では、落葉のしくみを学びながら様々な木の実を探したりします。
工作では、木の実を用いてストラップやクリスマスの飾りなどを作ったりします。

服部緑地管理事務所内　服部緑地ファミ
リー自然教室　
電話番号：06-6862-4945

受付：開催時間中随時
募集定員：各日先着105名

しょくぶつえんでシェフの屋台＆Civic Jazz
平成29年10月29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 北摂を中心としたこだわりの名店の屋台が集合、本格的なジャズビッグバンドの迫力満点の演奏とグルメを堪能できます
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

大阪府営公園　秋のイベント　2017

服部緑地



第6回豊中市高校生軽音楽フェスティバル
平成29年11月5日（日曜日）
午後1時から午後4時まで

服部緑地野外音楽堂
豊中市の高校軽音楽系クラブが大集合します。フレッシュで元気あふれるステージをお楽しみください。

豊中市都市活力部魅力創造課
電話番号：06-6858-2863

開場： 12:30から
入場料：無料
小雨決行・荒天中止

ミズノウォーキングラリー　秋のノルディックウォーク
平成29年11月12日（日曜日）
午前10時から午後1時まで

服部緑地陸上競技場
秋空の下、全身運動ノルディックウォークで園内を歩きましょう。
※北欧から来た注目の健康スポーツです

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

定員：150名（事前申込み必要・レンタルポール有）
受付開始：9月11日（月）9:00～　定員になり次第受付
終了
参加費：500円

サンタワールド　2017 in しょくぶつえん
平成29年11月23日（木曜日・祝日）から12月25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 木の実でつくったクリスマスツリーや手づくりのミニサンタがいっぱいです。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

※都市緑化植物園で開催するイベント、講習会、展
示会、プログラムへのご参加には入園料210円が必
要です。（中学生以下は無料）

みのおこうえん自然観察会9月「ちょっとマニアック　
羊歯の秘密にせまる！」

平成29年9月10日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで

集合：箕面公園昆虫館まえ
羊歯？ワラビとゼンマイでしょ。羊歯の観察って地味だなぁ・・。　
そんなことはありません！　羊歯は種類もたくさん、知れば知るほど奥ぶかい。ぜひシダの世界をのぞいてみませんか

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

定員：20名（要事前申込）　※小学生以下は保護者同
伴
参加費：100円
申込方法：電話受付（9:00～17:30）　受付中

第六回　みのおこうえん寄席
平成29年10月7日（土曜日）
夜席：午後6時から午後9時まで

梅屋敷休憩所
宝塚ファンのための宝塚ファンによる落語のほか、古典落語まで。林家花丸・桂慶次郎によりお届けします。
落語ファンはもちろん、これから楽しんでみようかな？という初心者の方にもおすすめの寄席。公演前にはせせらぎ聴こえる
川床でのお食事がついています。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

定員：30名（要事前申し込み）
参加費：4,000円（川床食事付き）
申込方法：電話受付（9:00～17:30）　9月初旬より

みのおこうえん自然観察会10月 「秋の虫と、渡りをす
るいきものかんさつ」

平成29年10月8日（日曜日）
午前10時から午後0時30分まで

集合：箕面公園昆虫館まえ 秋は渡りの季節。今年もアサギマダラにあえるかな？
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

定員：20名（要事前申込）　※小学生以下は保護者同
伴
参加費：100円
申込方法：電話受付（9:00～17:30）　9月1日より

箕面の森アートウォーク2017　－古（いにしえ）の箕
面が映（うつ）ろう造形（かたち）－

平成29年10月11日（水曜日）から10月21日（土曜
日）まで
日中　※時間は会場により異なる

箕面駅周辺・滝道沿い施設・店舗、箕面公
園内（梅屋敷、滝道、滝前ギャラリー、瀧
安寺前広場）

２年に一度、箕面の滝道沿いを中心に行われる現代アートの展覧会。今回も12人のアーティスト、パフォーマーにより各会
場で表現される。

箕面の森アートウォーク実行委員会 会場により入場料必要な場合あり

みのお山とみどりのフェスティバル
平成29年11月3日（木曜日）
午前10時30分から午後4時まで

瀧安寺前広場、駅前ステージほか
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団体が集まる体験フェア。
自然工作（竹や木工ほか）、丸太切り体験、慮化相談、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る。

箕面市・NPO法人みのお山麓保全委員会 入場無料、体験参加費はブースにより異なる

箕面公園　紅葉ライトアップ
平成29年11月18日（土曜日）から11月23日（木曜
日・祝日）まで
連日午後5時から午後8時まで

箕面公園昆虫館まえから瀧安寺まえまで
箕面の紅葉を昆虫館まえから瀧安寺までをライトアップ。昼間とは違った雰囲気をみせる夜の紅葉（もみじ）をお楽しみくださ
い。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

観覧無料

「バッタの運動会」～バッタ」をつかまえて飛ばそう！
～

平成29年9月23日（土曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所前から芝生広場
へ

寝屋川公園の芝生広場で、みんなでバッタをつかまえてバッタの種類や不思議について、少しだけお勉強をして、そして代
表選手のバッタを選んで、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

料金：無料
定員：親子40名（先着順）
申込：8月23日（水）から寝屋川公園管理事務所窓口
来所か電話にて（ＦＡＸでの申込不可）

「つるし柿」　～柿の収穫とつるし柿つくり体験～
平成29年10月28日（土曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所　会議室
寝屋川公園の収穫の秋！にぴったりのイベントです。秋の実り！！柿の木から渋柿の実を摘んで、きれいに渋柿の皮をむ
きます。柿のヘタの部分を干しやすいように、紐に取り付けて楽しく仲良く作業していただいて、あまぁ～い！干し柿つくりを
体験していただきます。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料
定員：20名（先着順）　※お子さんだけの参加は、でき
ません
申込：9月28日（木）から寝屋川公園管理事務所窓口
来所か電話にて（ＦＡＸでの申込不可）

第9回　寝屋川公園フェスティバル
平成29年11月3日（金曜日）
午前10時から午後3時まで

寝屋川公園　陸上競技場（メイン会場）、テ
ニスコート

毎年恒例となった、寝屋川公園フェスティバル！今年は、９回目を迎えさらにバージョンアップし家族で楽しめるイベントが
いっぱいあります。皆さまお誘いのうえ、ぜひご参加ください。なお、スポーツ関係などの有料イベントも実施しますが、詳細
等については管理事務所までお問合せ願います。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

料金：無料（一部有料のコーナーもあります。）
申込：10月3日（火）から寝屋川公園管理事務所窓口
来所か電話にて（ＦＡＸでの申込不可）

「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部　その３」　　　　　　　
　　　～グラデーションの葉っぱ、その不思議～

平成29年11月6日（月曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所前から園内へ
緑、黄色とグラデーションいっぱいの葉っぱたち！秋深まる寝屋川公園を葉っぱ博士と巡る散歩をお楽しみください。きっと
新しい発見があるはず！

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
申込：10月6日（金）から寝屋川公園管理事務所窓口
来所か電話にて（ＦＡＸでの申込不可）

「木の実がいっぱい」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　～木の実をひろって工作しよう～

平成29年11月25日（土曜日）
午前10時から正午まで

寝屋川公園管理事務所前から園内へ
寝屋川公園には、赤・紫・緑など、いろんな色をした木の実がこの季節たくさんあります！　みんなでたくさんの木の実をゲッ
トしたら自分だけの木の実工作を作ってみよう！！

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
申込：10月25日（水）から寝屋川公園管理事務所窓
口来所か電話にて（ＦＡＸでの申込不可）

花の見ごろ　皇帝ダリア 見ごろ：11月中旬から12月上旬まで 寝屋川公園　中央広場地花壇
3～4mにもなることから皇帝と名付けられました。花はピンク色で直径約20センチメートルの大輪の花が茎の頂上につきま
す。晩秋の頃、空にそびえて立つ姿は圧巻です。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

紅葉の見ごろ　モミジ・イチョウ・ナンキンハゼ・サクラ
等

見ごろ：11月中旬から12月上旬まで
寝屋川公園　花の道、中央広場、第１駐車
場他

下からじわじわ紅葉していく芝生広場北側のメタセコイヤ！　真っ赤になっている花の道のニシキギ！　そしてカサカサと落
ち葉を踏んで歩くときの音！秋の寝屋川公園は色と音で楽しめますよ

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

親子で楽しむ枝豆の収穫体験会
平成29年9月17日（日曜日）
午前10時から正午まで

山田池公園　実りの里 3歳くらいから小学生以下の子どもと一緒に家族で枝豆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：100円
定員：20家族（先着順）
申込：山田池公園パークセンターの窓口及び電話に
て受付（受付開始は未定）

親子で楽しむサツマイモの収穫体験会
平成29年10月22日（日曜日）
午前10時から正午まで

山田池公園　実りの里 3歳くらいから小学生以下の子どもと一緒に家族でさつまいも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：300円
定員：20家族（先着順）
申込：山田池公園パークセンターの窓口及び電話に
て受付（受付開始は未定

第１１回　山田池公園フェスティバル
平成29年10月28日（土曜日）
午前10時から午後3時まで

山田池公園　芝生広場
毎年恒例の秋のイベントです。ボランティア団体による工作、ゲーム・観察会・スタンプラリー・ステージイベントなど盛り沢山
な内容です。ケータリングカーによる飲食サービスやふれあい動物園もあります。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

料金：無料

古典菊展
平成29年11月1日（水曜日）から11月30日（木曜
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
花しょうぶ園の一部を開園して、肥後菊・江戸菊・嵯峨菊・伊勢菊・丁子菊の展示を行います。さまざまな色、形を是非ご覧く
ださい。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

料金：無料

親子で楽しむ落花生の収穫体験会
平成29年11月19日（日曜日）
午前10時から正午まで

山田池公園　実りの里 3歳くらいから小学生以下の子どもと一緒に家族で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

料金：100円
定員：20家族（先着順）
申込：山田池公園パークセンターの窓口及び電話に
て受付（受付開始は未定

山田池公園

寝屋川公園

服部緑地

箕面公園

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


ミズノテニススクール

毎週　月曜日クラス、水曜日クラス　
★初級： 9:00～10:00（初めてテニスされる方向
け）
★中級：10:30～11:30（テニス経験1年以上で、もう
少しゲームを楽しみたい方）
★ジュニア：16:00～17:00（小学4～6年生対象）

深北緑地　テニスコート ロケーションが最高な、緑の中でのテニススクールです。丁寧な指導で初心者の方でも安心です。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

料金：初級・中級：9.200円(税込)、ジュニア：7.800円
(税込)
定員：各クラス12名
※途中からの入校も可能です。
特典：駐車場割引、レンタルコート割引etc

ヨガ教室
毎週　火曜日
午前10時から午前11時まで

深北緑地　管理事務所 汗をかいてデトックス！緑の中で心も体も癒されよう。1回のみの参加も可。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

受講料金：1,000円／1回、3,500円／4回券

ザ・夕涼み
平成29年9月23日（土曜日）
午後4時30分から午後8時頃まで

深北緑地　軟式野球場
今年も軟式野球場で野外映画祭を開催します。今年の上映作品は『みつばちマーヤの大冒険』お楽しみブース輪投げや、
魚釣りなどが楽しめます。フードコートもあるのでお楽しみに！！

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

9月5日から受付開始。参加無料（協賛金のご協力を
お願いしております。お一人200円から）

ふかきた音楽祭2017
平成29年10月1日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

深北緑地　芝生広場
今年で10回目を迎えるふかきた音楽祭！芝生広場に設置するメインステージを中心に、アートスペース、ライブペインティン
グ＆ワークショップ、マルシェを設け、1日楽しむことが出来ます。

深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

ノルディックウォーク講習会　火曜日コース
平成29年9月5日・9月19日・10月3日・10月17日・
11月7日・11月21日　※第1・第3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）

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9月9日・10月14日・11月11日　※毎月第
2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9月23日・10月28日・11月25日　※毎月
第4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。

ノルディックウォーク講習会　木曜日コース
平成29年9月14日・9月28日・10月12日・10月26
日・11月9日・11月23日　※毎月第2・第4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）

「みどり塾」 ～ホートセラピー～
平成29年9月17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 人と植物のかかわりにどのような効果があるのか。日常生活に役立つ情報等、満載です。気軽で楽しい講座です。
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。

レッツ久宝探検隊「昆虫観察会」～不思議な虫の世
界へようこそ～

平成29年9月24日（日曜日）
午前10時から正午まで

集合場所：久宝寺緑地　中地区　花の道 公園内にどんな昆虫が生息しているか調べます
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

定員：25名（先着順）

久宝寺こうえんマルシェ
平成29年9月24日・10月22日・11月26日　※毎月
第4日曜日
午前10時から午後4時まで

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の販売

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

「みどり塾」 ～ナチュラルリース作り～
平成29年10月15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 自然の素材を使って素敵なリースを作ります
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：500園
定員：15名（事前予約）

レッツ久宝探検隊「秋の観察会」～ドングリを食べて
みよう～

平成29年10月22日（日曜日）
午前10時から正午まで

集合場所：久宝寺緑地　中地区　花の道 ドングリのなる木の種類を勉強し、食べられるドングリを探します。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

定員：25名（先着順）

「ハロウィンイベント」久宝寺緑地に魔女がやってく
る！

平成29年10月29日（日曜日）
午後1時30分から午後3時30分まで

北地区　芝生広場 久宝寺緑地の自然の中を魔女と一緒に探索します。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

ノルディックウォークで久宝寺寺内町散歩
平成29年11月2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キングで久宝寺寺内町の古い町並みを歩いて歴史文化に触れてみませんか？
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）

「みどり塾」 ～ワイヤーワークと多肉植物寄せ植え～
平成29年11月19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 今月は多肉の寄せ植えを作ってワイヤーワークで飾ります。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

料金：1,000円
定員：15名（事前予約）

中河内防災フェア×イザ！カエルキャラバン！in 久
宝寺緑地

平成29年11月25日（土曜日）
午前11時30分から午後2時30分まで

久宝寺緑地　東地区　修景広場周辺

防災公園「久宝寺緑地」で、大人も子供も楽しく防災を学ぼう！
・防災に関する体験・展示ブース
・防災食炊き出し訓練　等
※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。

八尾土木事務所地域支援・防災グループ
電話番号：072-994-1515

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「ノコギリの使い方実習及びクラフ
ト」　～ノコギリを使って丸太切に挑戦～

平成29年11月26日（日曜日）
午前10時から正午まで

集合場所：久宝寺緑地　中地区　花の道 のこぎりを使って丸太切りを体験し道具の正しい使い方を学びます。間伐や枝打ちの必要性も説明します。
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

定員：25名（先着順）

ウォークラリー
平成29年9月23日（土曜日）、9月24日（日曜日）
午前9時30分から午後4時30分まで

枚岡公園内
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名様に公園協会特製の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

当日受付

「どんぐり工作」イベント
平成29年10月14日（土曜日）
午前10時30分から正午まで

枚岡公園内「森の工作室」 ドングリや木の枝などを使って親子で楽しく工作をしましょう。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

定員15名（事前申し込み必須）

秋色見っけ♪　流域子どもまつり
平成29年10月9日（祝日・月曜日）
午前9時から午後3時30分まで

長野公園・奥河内さくら公園（広場）
地球とつながる子ども（自然や生き物が大好きな子ども）をメインに、主に南河内地域で活動している市民団体と参加者がつ
ながるきっかけ作りのお祭りです。午前中は森と川それぞれのチームに分かれて専門家立ち合いのもと自然観察会を実施
します。午後は南河内を中心とする自然環境の保全にかかわる団体による活動紹介やワークショップなどを行います。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772
メール：nagano@toshi-kouen.jp

料金：無料
詳細は9月以降、公園HPに掲載予定
※観察会は要申込

自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」で秋の
キャンプを楽しもう！！

年中（年末年始を除く）
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ども会などの野営訓練や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、広々とした自然いっ
ぱいの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）。緑豊かな自然
に囲まれたキャンプ場で秋のひと時を過ごしてみませんか。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772
メール：nagano@toshi-kouen.jp

申込方法・詳細は管理事務所にお問い合わせくださ
い

久宝寺緑地

深北緑地

枚岡公園

長野公園

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


森ふれあい広場
平成29年9月17日（日曜日）
午後1時30分から午後4時まで

錦織公園管理事務所 伐採体験と間伐クラフトづくり
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：200円
定員：先着10名
対象：小学3年～6年(小学3年以上は保護者同伴)
申込：8月17日から錦織公園管理事務所、窓口及び
電話にて受付開始

季節の寄せ植えづくり教室（フラワーポットづくり）
平成29年9月24日（日曜日）
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 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。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：1,000円（苗と鉢つき）
定員：先着10名
対象：13歳以上
申込：8月24日から錦織公園管理事務所、窓口及び
電話にて受付開始

秋の自然観察会
平成29年9月26日（火曜日）
午後1時から午後2時まで

錦織公園 河内の里 河内の里内を、植物の解説をしながらご案内させていただきます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：先着10名
対象：どなたでも(小学生は保護者同伴)
申込：8月26日から錦織公園管理事務所、窓口及び
電話にて受付開始
※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。

秋の自然観察会
平成29年9月30日（土曜日）
午後1時から午後2時まで

錦織公園 河内の里 河内の里内を、植物の解説をしながらご案内させていただきます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料
定員：先着10名
対象：どなたでも(小学生は保護者同伴)
申込：8月30日から錦織公園管理事務所、窓口及び
電話にて受付開始
※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。

河内の里の河内綿をつむぐ
平成29年10月7日（土曜日）
午後1時30分から午後3時まで

錦織公園 河内の里 河内の里の綿摘みや、糸紡ぎ体験
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：500円
定員：先着10名
対象：小学生以上
申込：9月7日から錦織公園管理事務所、窓口及び電
話にて受付開始
※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。

稲刈り体験
平成29年10月14日（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 夏に植えた稲の刈りこみ体験
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：400円
定員：先着10名
対象：小学生以上
申込：9月14日から錦織公園管理事務所、窓口及び
電話にて受付開始
※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。

里の秋フェスタ
平成29年10月15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 毎年恒例の公園フェスタ
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

料金：無料※一部有料
定員：なし
対象：どなたでも
申込：不要

9月の花の見所　ゲンノショウコ 見ごろ：9月中旬から 錦織公園 河内の里 河内の里でゲンノショウコ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

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。

10月の花の見所　リンドウ 見ごろ：10月中旬から 錦織公園 河内の里 河内の里でリンドウ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

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。

11月の花の見所　ツワブキ 見ごろ：11月上旬から 錦織公園 河内の里 河内の里でツワブキ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

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。

お父さんといっしょに昆虫採集
平成29年9月16日(土曜日）
午前10時から正午まで

石川河川公園（駒ヶ谷地区） 大人も童心に戻って、虫取りの極意を教えてもらおう
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

石川で魚とりをしよう
平成29年9月17日(日曜日）
午前9時45分から午前11時15分まで

石川河川公園（駒ヶ谷地区付近）
・お魚の取り方のレクチャー
・川に実際に入って魚を取り捕まえた生き物を調べる

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

水辺の教室「秋の星座といろんな天文現象」
平成29年9月24日(日曜日）
午前10時から午前11時30分まで

石川河川公園管理事務所 秋から冬の星座のお話と星座早見を作ろう
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

ため池で魚取りをしよう！　地引網編！
平成29年9月30日(日曜日）
午前9時30分から午前11時まで

石川河川公園(修景池）
・お魚の取り方のレクチャー
・公園内の池に川に入り、地引網を曳いて生き物を調べる

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

ため池で魚取りをしよう！　池干し編！
平成29年10月15日(日曜日）
午前9時30分から午前11時まで

石川河川公園(修景池）
・お魚の取り方のレクチャー
・公園内の池の水を抜いて、そこにいる生き物を調べる

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

秋の木登り体験会　～石川の大木に登ろう！～
平成29年11月11日(土曜日）
午前11時から午後4時まで　※3部制

石川河川公園(千早つどいの広場） 専用の安全器具を使って、リスや鳥から見る世界を体験（小学生対象）
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

「すみのえ☆ぐるぱ」イベント
平成29年9月9日（土曜日）
午後4時から午後8時30分まで

住之江公園　児童広場
住之江公園を中心として、グルメ・ライブ・子ども遊び・地域の活動の発表など、住之江の魅力を発信します。街の活性化に
繋がることを目的としたイベントです。（本格グルメ屋台、ライブブース、癒し＆あそび）

住之江公園管理事務所
電話番号06-6685-9521

参加費：無料、ただし物販は有料

わんにゃんしつけ教室
平成29年9月10日（日曜日）
午前10時から正午まで

住之江公園管理事務所　2階会議室、ドッ
グラン

可愛いペット（犬）のしつけに悩んでいる方を対象に、ベテランのトレーナーが初歩からノウハウを伝授します。座学の後は、
6月にオープンした「ドッグラン」で実践してみましょう。

住之江公園管理事務所
電話番号06-6685-9521

対象：ペット飼育者
参加費：無料

ツリークライミング
平成29年9月16日（土曜日）
午前10時から午後5時まで
※雨天時は9月17日（日曜日）に順延

住之江公園　第二森の広場樹林帯 公園内の大きなクスノキに道具を使って安全に木登りをします。木の上から見る景色は素晴らしいですよ。
住之江公園管理事務所
電話番号06-6685-9521

対象：小学生
募集定員：15名
参加費：保険料として200円
申込受付：8月15日～9月5日

バッタハンティング
平成29年9月2日（土曜日）
午前10時から正午まで

住之江公園　バッタトレイル周辺
公園の一画に出来るだけ自然のままに管理している「バッタトレイル」があります。そこに生息している虫を捕まえ、観察しま
す。講師が易しく虫たちの特徴を解説してくれますよ。

住之江公園管理事務所
電話番号06-6685-9521

対象：小学生
募集定員：15名
参加費：無料
申込受付：8月15日～8月31日
持ち物：虫捕り網

住吉川ミュージックガーデン
平成29年9月10日（日曜日）
午前10時から午後6時まで

住之江公園　花と緑のスクエア
「地域が好きで、音楽も大好き！」という方々の知恵と力を結集した<手作り音楽祭>です。季節の花々に囲まれたガーデンで
素敵なひと時を過ごしてください。16の個人・バンド・団体が出演。地元飲食店組合の協力で飲食ブースも充実。

住之江公園管理事務所
電話番号06-6685-9521

参加費：無料、ただし物販は有料

住之江公園

錦織公園

石川河川公園

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


すみすみマルシェ
平成29年9月23日・10月28日・11月25日　※毎月
第4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
・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

希望の灯をともそう～キャンドルナイトin住吉公園～
平成29年10月4日（水曜日）
午後6時から午後9時まで

住吉公園　花と水の広場
・ 来場者に書いてもらったメッセージを、キャンドルに貼って灯す。また、震災復興に対する募金を募り、協力者には菜の花
の種を配布します。
 ・ライブステージを開催します。（観覧無料）

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

松林散歩 2017
平成29年10月21日（土曜日）
午前10時から正午まで

浜寺公園管理事務所前集合、園内 元大阪府立大学大学院教授の前中先生と松林を散策しながら、マツやその他植物について楽しく学びます。
浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

料金：参加無料
定員：30名
対象：どなたでも
申込方法：10月1日（日）より電話もしくは管理事務所
窓口にて受付

浜寺公園ソーラーフェスティバル vol.4
平成29年10月29日（日曜日）
午前10時から午後4時まで

浜寺公園　中央エントランス
太陽光パネルで発電した電気を使って運営する、環境にやさしいエコステージイベントです。音楽ライブや楽しい講座などの
ステージと、催し物や縁日、昆虫展や鉄道模型など盛りだくさん！大人も子供も楽しめるイベントです。

ソーラーフェスティバル実行委員会
電話番号：06-6210-9288

料金：参加無料
定員：なし
対象：どなたでも
申込方法：なし

オータムフェスタ 2017
平成29年11月5日（日曜日）
午前10時から午後3時まで

浜寺公園　浜寺交通遊園周辺
交通遊園ならでは！大人気の白バイ＆ミニパトカーがやってくる！（予定）
特設ブースは楽しさいっぱい！「スポーツの秋」、「食欲の秋」、「芸術の秋」、「工作の秋」など浜寺公園でお気に入りの秋を
見つけよう！！

浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

料金：参加無料
定員：なし
対象：どなたでも
申込方法：なし

展示会　街の緑化展
平成29年9月6日（水曜日）から9月20日（水曜日）
まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 出前講習や花いっぱいプロジェクトの活動紹介と花壇で活躍する道具を展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

講習会　野菜作り１2ヶ月
平成29年9月10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 ご家庭のベランダや小さな庭でできる野菜づくりを学びましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

季節の植物紹介　秋の七草紹介
平成29年9月13日（水曜日）から9月20日（水曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 秋にも七草があるのをご存知ですか？　秋の七草を紹介します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

ドライフラワーでリースづくり
平成29年9月17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 アジサイやいろいろな花を使って、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

要事前申込

展示会　ハーブ作品展
平成29年9月22日（金曜日）から10月9日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 ハーブの香りがする手作りリースなどの作品を展示します。＊最終日は16時までの展示。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

秋の植木市
平成29年9月30日（土曜日）から10月22日（日曜
日）まで

大泉緑地　第一駐車場北側園路沿い
街の緑化推進のため、季節の花・苗木・庭園樹などを手ごろな価格で販売しています。また、開催期間中の土・日・祝日は
チップ堆肥の無料配布も行っております。ぜひ一度、ご来園ください。

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

入場無料

不思議な鉢づくりと秋の寄せ植え①
平成29年10月1日（日曜日）
午前10時から正午まで
午後13時30分から午後3時30分まで　のどちらか

大泉緑地　花と緑の相談所　講習会室 セメントと新聞紙で世界に一つだけの鉢を大小２つ作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

不思議な鉢づくりと秋の寄せ植え②
平成29年10月8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 １回目に手作りした大きい鉢に３種類の植物と小さい鉢にモミジを植え付けます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

キッチンロープ作り
平成29年10月9日（月曜日）
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 レモングラスで料理にも使え飾りにもなるキッチンロープを作りましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

展示会　楽しさいっぱい展
平成29年10月11日（水曜日）から11月5日（日曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 自然素材を使った人形・置物・ブローチ等の作品とどんぐりの会活動写真を展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

ネイチャークラフト
平成29年10月22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 自然素材を使った人形を作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

秋の草花たんけん隊
平成29年10月29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 大泉緑地に生息している秋の植物を観察しよう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

ツリークライミングin大泉
平成29年10月29日（日曜日）
午前9時30分、午後1時、午後3時　の3回
各回2時間程度

大泉緑地内
大泉緑地で大きく育った樹木に登ってみよう。専門のインストラクターの教えのもと、ロープ等の道具を用いて安全に木に登
ります。木の上から眺める景色は、いつもとは違って新鮮でおもしろいですよ。ぜひ、ご参加ください。

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

要事前申込

木の実のリース
平成29年11月5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 大泉緑地で集めた木の実などをワイヤリングしてリースを作り、ふくろうなどのオーナメントをつけます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

展示会　スケッチで描く大泉緑地展
平成29年11月8日（水曜日）から11月27日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 スケッチ講習会ＯＢの作品を中心に、大泉緑地の四季を描いた水彩画を展示します。＊最終日は16時までの展示。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

季節の植物紹介　キクの紹介
平成29年11月8日（水曜日）から11月20日（月曜
日）まで

大泉緑地　花と緑の相談所　展示室 キクの紹介のパネル展示と、キクの鉢の展示を行います。＊最終日は16時までの展示。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

ひつじの毛で干支の犬づくり
平成29年11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 羊毛でかわいい犬を作って、年賀状にのせちゃおう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

額縁プランターづくりと寄せ植え
①平成29年11月17日（金曜日）、②11月19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 額縁プランターに着色して、クリスマス風寄せ植えをしよう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

切り株サンタを作ろう！
平成29年11月23日（木曜日）
午前11時00分から午後0時30分まで

大泉緑地　わんぱくランド
園内の剪定枝や間伐材に顔を描いて、かわいいサンタさんを作ります♪
花壇に並べたり、お部屋に飾ったり、素敵なクリスマス飾りを作りませんか。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

要事前申込

9月の花の見所　ヒガンバナ 見ごろ：9月中旬から9月下旬まで
大泉緑地　中央花壇東西園路沿い、パー
ゴラ西側樹林地、かきつばた園

ヒガンバナが見ごろを迎えます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

10月の花の見所　キンモクセイ・ギンモクセイ 見ごろ：10月上旬から11月上旬まで 大泉緑地　紅葉橋、はすみ橋北東側 キンモクセイが見ごろをむかえます。珍しいギンモクセイもあります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

紅葉 見ごろ：11月中旬から12月上旬まで
大泉緑地　水流、桜広場、金岡口、頭泉
池、大泉池など

園内各所で紅葉が見ごろをむかえます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

入場無料

住吉公園

大泉緑地

浜寺公園

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


トンボの博士になろう！
平成29年9月10日（日曜日）
午後1時30分から午後4時まで

蜻蛉池公園
スポーツハウス内ミーティングルーム
花木園、藤棚池

蜻蛉池公園において、「トンボの博士になろう！」を実施します。園内で実際にトンボを捕まえたり、トンボの楽しいお話が聞
けます！これで君もトンボ博士になれるかも！？みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。（トンボの捕獲／トンボ
の名前と解説／トンボに関するお話し　など）

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料
定員：30名
対象：一般
申込方法：8月10日（木）より申込み受付

野草のガッコウ
平成29年9月30日（土曜日）
午前9時30分から午後0時30分まで

蜻蛉池公園
公園管理事務所
園内および一部園外

蜻蛉池公園において、「野草のガッコウ」を実施します。園内には野草や果実がいっぱい。なかには食べられるものも！
さぁ、園内を巡って、秋の野草や果実を観察してみませんか。お楽しみの野草の試食会もあります。野草や果実について、
聞いて知って、ぜひ自然に親しんで下さいね。（野草や果実の観察、野草や果実の採取、野草の試食会　など）

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料
定員：20名
対象：一般
申込方法：8月30日（水）より申込み受付

秋のローズフェア2017
平成29年10月28日（土曜日）から10月29日（日曜
日）まで
午前11時から午後3時まで

蜻蛉池公園
とんぼハウス
バラ園、水と緑の音楽広場周辺

蜻蛉池公園において、「秋のローズウィーク2017」を開催します。秋バラの見頃に合わせ、イベントでは、水辺のステージで
の音楽コンサート、白亜の回廊にてとんぼマルシェを開催、定番のローズセミナーやローズアレンジメントレッスンを実施しま
す。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。（音楽コンサート、とんぼマルシェ（飲食物販）、ローズセミナー（バラ
の講習会）、ローズアレンジメントレッスン（バラの飾り物づくり）　など）

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：無料（飲食物販有料）
申込方法：事前申込み無し

きらっと泉州☆育
平成29年11月4日（土曜日）
午前10時から午後4時まで

蜻蛉池公園
とんぼハウス
野原の広場

蜻蛉池公園において、「～泉州ファーマーズ＆発達凸凹ちゃんママから繋がる～きらっとｓｅｎｓｈｕｍｏｎ（泉州もん）※仮称」
を開催します。泉州の農家さん、泉州もんを使って加工している方々が出展者として参加。泉州の海の幸、山の幸を使って
加工した商品を販売。蜻蛉池公園の周辺にある農産物を販売。泉州にある福祉事業所の商品を販売、発達凸凹ちゃんママ
の作品を販売。ワークショップやアート展示など。泉州の農業、水産業、福祉が連携して泉州を盛り上げます。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：飲食物販体験など有料
申込方法：当日、現地にて先着順

ポニー乗馬体験
平成29年11月5日（日曜日）
午前11時から午後3時まで

蜻蛉池公園
子供の国、彫刻の広場

蜻蛉池公園にポニーの「カクさん」「ポニ夫」「チャチャ」がやってくるよ～。ポニーに乗ったり、餌をあげたり。生きた自然との
ふれあい！動物の温もりを肌で感じてみよう♪（ポニー乗馬体験、ポニー餌あげ　など）

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

料金：乗馬500円、餌100円など
対象：乗馬は小学校3年生以下のお子様
申込方法：当日、現地にて先着順

二色の浜公園
NISHIKINOHAMA AUTUMN FES 2017
（二色の浜オータムフェス2017）

平成29年10月1日（日曜日）　
午前9時から午後4時まで
※順延日：10月8日（日曜日）

二色の浜公園（中央砂浜海岸）

二色の浜公園にて、マリンスポーツ体験イベントを開催致します。エンジン付きゴムボート・水上オートバイ・カヌー・スタンド
アップパドルボート（SUP）の体験が出来ます。
更に今年は　TOYOTA　とタイアップ！
午前はTOYOTAアクアソーシャルフェスを開催。一般の部は午後からとなります。
お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。
※各体験には年齢条件がございます。詳しくは公園ＨＰをご覧ください。
※詳細決定次第ホームページに掲載致します。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

料金：無料
定員：100名
対象：各体験には条件がございます。詳しくは公園Ｈ
Ｐをご確認ください。
※濡れてもよい服装（濡れてもよい服・滑りにくい靴）
申込：午前の部（アクアソーシャルフェス）
専用予約サイトより申込　
http://aquafes.jp/projects/278
午後の部（一般）当日現地にて受付（公園中央砂浜
海岸）午後１時30分より受付開始

りんくうリレーマラソン2017
平成29年10月29日(日曜日)
午前9時10分から午後4時15分まで

りんくう公園　シンボル緑地 関西国際空港を対岸に臨む、潮風の心地よいコースを舞台に、チームで完走を目指すリレー形式のマラソン大会です。

産経新聞大阪本社事業本部内「りんくうリ
レーマラソン」大会事務局
電話番号：06-6633-9254
（平日10:00～18:00）

料金：2,000円
申込方法：詳細は公式ＨＰをご覧ください。
http://rinku.eventscramble.jp/

第二回多肉植物寄せ植え講習会
平成29年9月15日(金曜日)
午前10時30分から正午まで

りんくう公園　総合休憩所３Ｆ 手間いらずで、可愛い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：1,500円
定員：15名
申込方法：りんくう公園管理事務所で窓口・電話にて
受付。8月15日（火）午前9時から受付開始

多肉植物クリニック
平成29年10月19日(木曜日)
午前10時30分から午後3時まで

りんくう公園　総合休憩所３Ｆ
多肉植物でお悩みの方、鉢ごと持参してりんくう公園でリノベーションしましょう！！植え方・育て方・増やし方・デザインなど
など、あなたの疑問に、10年キャリアのスタッフがお応えします。素敵によみがえらせてください。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：無料
申込方法：りんくう公園管理事務所で窓口・電話にて
受付。9月20日（水）午前10時から受付開始

第１４回マーブルドリル（クリスマスオブジェ）
平成29年11月24日(金曜日)・25日(土曜日)・27日
(月曜日)
午前10時から(制作時間は約2時間です)

りんくう公園　総合休憩所３Ｆ
りんくう公園では、もっと公園や花のことを知って頂きたいと考え、『マーブルドリル』と名付けた講習会を、毎年クリスマス前
に開いています。今年も、公園の花木を利用したおしゃれなクリスマス飾りの講習会を開催します。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

料金：未定（※昨年度は500円）
定員：24日（金）：10名、25日（土）：20名、27日（月）：
20名
申込方法：りんくう公園管理事務所で窓口・電話にて
受付。11月1日（水）午前10時から受付開始。一回の
受付は4名様まででお願いします。

第5回せんなん里海さくらフェス
平成29年9月3日（日曜日）
午前10時から午後7時まで

せんなん里海公園　しおさい楽習館付近
せんなん里海公園の環境特性を活かして、地域の活動と音楽を融合させたお祭りです。海鮮プロレス、学生バンド演奏、海
藻おしば教室など、自然とふれあえるメニューがたくさんあります。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：プログラムによっては有料のものや事前予約
が必要なものがあります。

ウミホタル　ウォッチング
平成29年9月9日（土曜日）
午後6時から午後8時まで

せんなん里海公園　岬側ビーチハウス集
合、ときめきビーチ

大阪湾で貴重なウミホタルを夜間に観察します。青白く光る神秘的なウミホタルを観察しよう！
せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：無料
定員：60名
対象：小学生以上は保護者同伴
申込方法：往復はがきで８月２３日（水）消印有効

第12回親子しぜん体験会　テーマは「身近な動物や
植物など、生きものふれあい体験！」

平成29年10月21日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

せんなん里海公園　しおさい楽習館付近 親子でゲームなどを楽しみながら、植物や動物など身近ないきものについて学ぶことができる、ふれあい体験を実施します。
せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：無料
定員：20名
対象：4歳以上の親子
申込方法：10月2日（月）から電話申込み

三施設物語
平成29年10月28日（土曜日）
午前10時から午後2時30分まで

せんなん里海公園、マリンロッジ海風館、
大阪府立海洋センター

緑！食！海！を満足できる1日プラン。せんなん里海公園でノルディックウォーク、海風館であなご丼の昼食、海洋センター
でクルージング体験をします。みんなでクルーザーに乗船していざ！関西空港へジャンボジェット機のお腹を見に行こう！

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：1,600円
定員：30名
対象：4歳以上（小学校低学年までの参加は保護者
同伴）
申込方法：10月3日（火）から電話申込み

ぴか★スコと一緒に　親子で樹上にGO!
平成29年11月5日（日曜日）
１回目：午前11時から午後0時30分まで
２回目：午後1時30分から午後3時まで

せんなん里海公園　阪南臨時駐車場４付
近

景色を楽しむ万華鏡「ぴか★スコ」を作って、木に登り、木の上からの景色を楽しみましょう！
せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：１家族1,000円
定員：各回4家族まで
対象：大人1名、子供1名（小・中学生）の家族限定
申込方法：10月10日（火）から電話申込み

ビーチサッカー教室
平成29年11月26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
裸足になって、熱い砂の上でおもいっきりボールを蹴って、汗を一緒にかきましょう！講師の先生は丁寧に、そして少し笑い
ありに、レッスンをしてくれます。ミニゲームもあります。

せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

料金：無料
定員：100名
対象：5歳以上
申込方法：10月2日（月）から電話申込み

せんなん里海公園

蜻蛉池公園

りんくう公園

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


えんづくりプログラム　「秋の丘陵緑地で俳句を作ろ
う」

平成29年9月9日（土曜日）
午前10時30分から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
公園を散策して、空や風や木や水など自然を体に感じて俳句をよんでみませんか？秋の風景を楽しみながら俳句を作りま
す！講師がわかりやすく丁寧に俳句指導します！

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
定員：10名（中学生以上）
申込：8月31日（木）正午までに申込必要（申込多数
の場合抽選）

えんづくりプログラム　「シックな秋色リースづくり」
平成29年9月16日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内 クレープペーパーで秋色のシックなバラをつくってリースにアレンジしよう！
泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：650円
定員：10名
申込：9月6日（木）正午までに申込必要（申込多数の
場合抽選）

園路・竹林の整備体験
平成29年9月17日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
コラボレーション区域にある園路や広場、竹林は、パークレンジ ャーが日ごろの管理と整備に取り組んでいます。今回はハ
ー゚クレンジャーのサポートのもと、竹林の間伐や園路づくりを体験することができます。 竹を切ってみたい!たくさん体を動か
したい!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
申込：9月16日（土）午後3時までに申込必要（先着
順）

秋の昆虫観察会
平成29年9月30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、大阪府立大学から平井規央先生をお招きして、昆虫
観察会を行います。どんな夏の昆虫がみつかるかな？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：20名
申込：9月20日（水）午後3時までに申込必要（申込多
数の場合抽選）

サツマイモの収穫体験
平成29年10月7日（土曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
泉佐野丘陵緑地のレンジャー棚田では、様々な作物を育てています。サツマイモの収穫を体験します。公園ボランティア
「パーククラブ」がサポートをするので、農体験初心者の方でも大丈夫です。ぜひ、ご参加ください。
※収穫したさつまいもは、ふかしイモにして試食する予定です。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：200円
定員：20名
申込：9月27日（水）正午までに申込必要（申込多数
の場合抽選）

秋の野草観察会
平成29年10月7日（土曜日）
午後1時から午後3時まで

泉佐野丘陵緑地内
泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、園内を散策しながらいろいろな秋の野草を探してみません
か？大阪府立岸和田高校から中村進先生を講師にお招きして、野草についてわかりやすく教えていただきます。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

料金：無料
定員：20名
申込：9月27日（水）正午までに申込必要（申込多数
の場合抽選）

えんづくりプログラム　作品展示：「森の中で妖精を見
つけよう」

平成29年10月12日（木曜日）から11月12日（日曜
日）まで
午前9時30分から午後4時30分まで

泉佐野丘陵緑地　レンジャー棚田から集
いの広場の間

自然あふれる森の中へ”プチ・トリップ”してみよう！森の木々に精霊たちが隠れていますよ♪ファンタジーあふれる森の中を
散策してみよう！

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
自由に見学

もち米の稲刈り体験
平成29年10月15日（日曜日）
午前10時から正午

泉佐野丘陵緑地内
公園ボランティア「パーククラブ」が棚田の跡地を整備してつくった田んぼでは、一般参加イベントでもち米を植えました。いよ
いよ稲刈りです。一株一株、昔ながらのカマを使って稲を刈ります。ぜひ、もち米の稲刈り体験にご参加ください。
※稲刈り後は収穫を祝って、赤飯を試食する予定です。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：200円
定員：5名
申込：10月5日（木）正午までに申込必要（申込多数
の場合抽選）

えんづくりプログラム　写真展示：「パークで出会える
植物と鳥」

平成29年10月17日（火曜日）から11月18日（土曜
日）まで
午前9時30分から午後5時まで

泉佐野丘陵緑地　パークセンター 公園で見つけた植物や鳥の写真をパネルで展示します。
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
自由に見学

もち米の脱穀体験
平成29年10月21日（土曜日）
午前10時から正午

泉佐野丘陵緑地内
公園ボランティア「パーククラブ」が棚田の跡地を整備してつくった田んぼでは、一般参加イベントでもち米を植えました。いよ
いよ脱穀と精米です。昔ながらの足ふみ脱穀機や唐箕を使って脱穀し、機械で精米します。ぜひ、ご参加ください。
※希望者には後日精米したお米を約1㎏ずつ持ち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：200円（お米の受け取り希望者）
定員：5名
申込：10月11日（水）正午までに申込必要（申込多数
の場合抽選）

えんづくりプログラム　作品展示：「お花サロン」
平成29年10月27日（金曜日）から11月19日（日曜
日）まで
午前9時30分から午後4時30分まで

泉佐野丘陵緑地　パークセンター タオルやタオルマフラーからつくったいろいろな花のアレンジやデコレーションを展示します！
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
自由に見学

えんづくりプログラム　植物展示：「秋の山野草」
平成29年11月2日（木曜日）から11月12日（日曜
日）まで
午前9時30分から午後4時30分まで

泉佐野丘陵緑地　パークセンター すこしかわったツワブキやシダなどの秋の山野草をお楽しみください。
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
自由に見学

秋の郷遊びイベント
平成29年11月4日（土曜日）
午前10時から午後3時まで
※雨天順延：11月5日（日曜日）

泉佐野丘陵緑地内
今年も秋の郷遊びイベントを開催します！今年も魅力的なプログラムが盛りだくさん！ぜひ、泉佐野丘陵緑地へお越しくださ
い！

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

料金：プログラムによる
定員：プログラムによる
申込：当日受付

園路・竹林の整備体験
平成29年11月19日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内 公園ボランティア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。
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
申込：11月18日（土）正午までに申込必要（先着順）

たまねぎ植付け体験
平成29年11月19日（日曜日）
午前10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地内
レンジャー棚田でタマネギの植え付け体験を行います！公園ボランティア「パーククラブ」が植え付けをサポートするので、農
体験初心者も大歓迎です。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

料金：無料
定員：5名
申込：11月9日（木）正午までに申込必要（申込多数
の場合抽選）

巨樹探訪！公園予定地で大ヤマザクラの紅葉ガイド
ツアー（未定）

平成29年11月26日（日曜日）予定 泉佐野丘陵緑地　東地区（未開設区域） 未定
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：未定
申込：未定

　　　↑　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/

