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公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

服部緑地　バーベックマルシェ 午前10時から午後4時30分まで

服部緑地バーベックマル
シェ
【最寄駅：北大阪急行「緑
地公園駅」下車、徒歩15
分】

仲間や友人と野外でビールやワインと一緒にバーベキューで親睦を深めま
しょう！食器類や炭など全て揃うから、手ぶらでOK。帰りも楽ちんです。季節
限定メニューもご用意しています。

服部緑地バーベックマルシェ
電話番号：06-6865-6066
受付時間：午前10時～午後4時
（定休日は除く)
定休日：火曜日（祝日の場合は
翌平日）

■電話にて受付、一部予約はホー
ムページにて受付（先着順）
服部緑地バーベックマルシェホーム
ページ
http://barbecmarche.nomaki.jp/ind
ex.html
■2019年度のご予約は平成31年2
月１日から申込開始
※電話予約の際、回線が混み合っ
てつながりにくいことがあります。
誠に申し訳ございませんが、時間を
あけてお掛け直しください。ご理解
のほどよろしくお願いいたします。

※卓の貸し出しは利用料金、食材
の販売の場合は収益事業（継続）

しょくぶつえんのパパフェスタ
2019年6月16日（日）
午前11時から午後3時まで

服部緑地都市緑化植物園
かむことの大切さを親子で学ぶ「カルビー かむ教室」、えさやりや乗馬体験が
できる「ポニーに乗ってみよう」、「グルメコーナー」等楽しいイベントが盛りだく
さんです。

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）
※別途入園料210円が必要・但し中
学生以下は無料
■ブースにより事前申し込みあり、
詳細はチラシにて

グリーンアロハ
2019年7月7日（日）
午前10時から午後6時まで　※雨天決
行

服部緑地　野外音楽堂

ハワイアンバンド、パームアイランダーズの演奏と500名のフラダンサーが繰り
広げる、ハワイアンムードたっぷりのステージを楽しみながら、アロハな一日を
お過ごしください。
出演：パームアイランダーズ＆500名のフラダンサー

主催：ハワイアンバンド　パーム
アイランダーズ
後援：豊中市
お問合せ：06-6862-2110（長岡）

■料金：500円(中学生以上有料）

服部緑地ウォーターランド

2019年7月1日（月）～9月1日（日）
　午前9時30分から午後6時まで
※7月14日（日）以降の日曜日、祝日と
お盆期間〔8月13日（火）～16日（金）〕
は午前9時から開場

服部緑地　ウォーターラン
ド

緑の芝生と松林の中でくつろげるリゾート風プールが今年もオープン！自然の
川のように水が流れる「流水プール」、スリルたっぷりのスライダーを楽しめる
「スライダープール」、遠浅で広々とした「なぎさプール」、水深0.3ｍで小さなお
子さまも安心の「幼児プール」とバラエティ豊かなプールで夏の一日を思いっき
り楽しもう。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6868-1357（開催
期間中のみ）

■料金：小人:510円（4歳～中学生）
　　　　　大人：1,030円
※3歳以下の幼児は無料（成年の
同伴者1人につき2人まで）

ハスの見頃 6月下旬～8月中旬 服部緑地　山ヶ池

水辺に咲き涼を感じさせる夏の花、ハスとスイレンが見頃を迎えます。
ハスの花が山ヶ池北東側に一面に広がる光景は圧巻です。早朝7時から9時
に見頃を迎え、午後には花が閉じます。こどもの楽園横ウッドデッキからの展
望がオススメ。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■料金：無料

スイレンの見頃 6月上旬～7月下旬 服部緑地　日本庭園
日本庭園では白や赤のスイレンが水面を涼やかに彩ります。朝に開き、午後
には閉じるので、午前中の鑑賞がオススメです。

服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■料金：無料

第24回　日本センチュリー交響楽団
星空ファミリーコンサート2019

2019年8月24日（土）、25日（日）
午後6時30分開場、午後7時30分開演

服部緑地野外音楽堂
毎年恒例の野外クラッシックコンサート。ご家族で気軽にオーケストラの生演
奏を楽しめます。演目：ジョン・ウィリアムス「スターウォーズ」組曲　他

日本センチュリー交響楽団
電話番号：06-6868-3030

■料金：無料

まちやま市－健康ピクニック－
2019年6月2日（日）
午前10時30分から午後4時まで　雨天
中止

瀧安寺前広場（箕面公園
内）

健康体験フェア
リズム体操などのエクササイズ、血圧・握力測定・鍼灸などの体験ワークショッ
プのほか
こだわりの品がならぶ青空市も。
新緑さわやかな箕面の森でボディメンテナンス＆ヘルシーな一日をすごしませ
んか♪

箕面公園管理事務所　072-721-
3014

■参加無料
■青空市（物販ブース）有料

みのおこうえん自然観察会－梅雨だから会えるい
きもの－

2019年6月9日（日）
午前10時から午後0時30分まで

箕面公園内

雨が多くじめじめっとした梅雨だけど、こんな時こそ出会える生きものがいる
よ！
カエルや大きなカタツムリを観察しよう（野外観察会）
※雨天時は室内でおこないます

箕面公園管理事務所　072-721-
3014

■定員：20名
■要事前申込み：5月12日より受付
開始
■対象：どなたでも
　　　※未就学児～小学生は保護
者同伴要
■参加費：100円
■雨天時は室内で開催

箕面公園昆虫館夏の企画展「くらべてみ展」
2019年6月5日（水）から9月16日（月・
祝）まで

箕面公園昆虫館

あれとこれをくらべてみたら・・？　オスとメス、幼虫と成虫、働きアリと女王ア
リ、昆虫だからそんなの違うの当たり前。でもあらためてよーくくらべてみると、
とっても面白い！新しい発見がたくさんある！　昆虫の多様性がわかる企画展
です

箕面公園昆虫館　072－721－
7967

■入館料：高校生以上270円
　　　中学生以下無料
＊障がい者手帳をお持ちの方、お
よびその介護者1名 無料
■休館日：火曜日

大阪府営公園　夏のイベント2019

服部緑地

箕面公園

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


箕面公園昆虫館インタープリター講座2019　全６
回講座

2019年6月～8月の毎月第2、第4土曜
日
午前10時から正午まで

座学：箕面公園内昆虫館
研修室
実習：箕面公園昆虫館
内、公園内野外

昆虫の面白さやすごさを効果的に伝えたりする力を身につけていただくことを
目的とし、昆虫についてより深く学び「昆虫の通訳」＝「昆虫の案内人」となるこ
とを目指します。
・昆虫学、飼育、標本づくりについての基礎をまなび、理解します
・野外での昆虫観察、昆虫館でのイベントなど実習をおこないます
・インタープリテーションの基礎を学びます
・修了者には箕面公園昆虫館インタープリター修了証をお渡しします
【講師】　箕面公園昆虫館館長　中峰　空／　箕面公園昆虫館副館長　清水
聡司

箕面公園管昆虫館
電話番号：072－721－7967

■定員：10名　※応募多数の場合
は抽選
■要申込み：5月16日より受付開始
　（昆虫館HP内メールフォーム）
■募集締切り：6月3日（月）
■対象：15才以上（中学生をのぞく）
　　　　　　※全6回受講可能な方
■受講料：12,960円（テキスト、資料
代含む。ピンセット付き）

みのおこうえん昆虫クラブ　中・上級コース
－初夏の昆虫さがし－

2019年6月16日（日）
午前10時から正午まで

教学の森箕面野外活動セ
ンター

みのおこうえん昆虫クラブは、テーマを絞った専門性のある観察会を通じて昆
虫学の基礎を学ぶ講座です
中・上級コースは基礎よりもう一歩、昆虫学を専門的に学びたい！というみな
さんのための中・上級コースで、箕面公園の西隣りにつながる教学の森で昆
虫観察会を行います。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■定員：10名
■要事前申込み：5月13日より受付
開始
■対象：小学校5年生以上
　　　　※小学生は保護者同伴要
■参加費：100円
■雨天中止

サマーフェスタ箕面公園2019～火と水と光の祭典
～

2019年7月13日（土）から9月1日（日）
まで

箕面公園内

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♪
●「箕面公園夜間ライトアップ」：2019年7月13日（土曜日）から9月1日（日曜
日）まで　午後7時から午後10時まで
　※大雨警報など気象警報発令時は自動的に中止
●「みのおキャンドルロード2019」：2019年7月20日（土曜日）午後7時から午後
9時まで　※雨天中止

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加無料

■主催：箕面公園サマーフェスタ実
行委員会（箕面市観光協会・箕面
商工会議所）

みのおこうえん昆虫クラブ　キッズコース
－夏のこんちゅうさがし－

2019年7月21日（日）
午前10時から正午まで

箕面公園内

みのおこうえん昆虫クラブは、テーマを絞った専門性のある観察会を通じて昆
虫学の基礎を学ぶ講座です
キッズコースは小さなお子さま、観察会は初めてなお子さま、これから昆虫に
ついて学びたいというお子さまのためのコース。7月は箕面公園の川沿いや森
の中で昆虫館観察を行います
■集合場所：昆虫館まえ

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■定員：20名
■要事前申込み：6月10日より受付
開始
■対象：未就学児～小学生
　　　　※保護者同伴要
■参加費：100円
■雨天時室内にてワークショップ

箕面公園　むしむし大作戦2019－親子こんちゅう
観察会－

2019年8月4日（日）
午後6時から午後8時30分まで
※雨天中止

瀧安寺前広場（箕面公園
内）

広場に大きな布をはって夜の灯りにあつまる虫たちを観察。その昆虫を昆虫
館のスタッフが解説します
ほかにもクワガタ飼育教室やこんちゅう紙芝居、楽しい夜店もあります

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加無料
■夜店（物販ブース）有料

みのおこうえん昆虫クラブ　中・上級コース
－夏の昆虫さがし－

2019年8月18日（日）
午前10時から正午まで

教学の森箕面野外活動セ
ンター

みのおこうえん昆虫クラブは、テーマを絞った専門性のある観察会を通じて昆
虫学の基礎を学ぶ講座です
中・上級コースは基礎よりもう一歩、昆虫学を専門的に学びたい！というみな
さんのための中・上級コースで、箕面公園の西隣りにつながる教学の森で昆
虫観察会を行います。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■定員：10名
■要事前申込み：7月1日より受付
開始
■対象：小学校5年生以上
　　　　※小学生は保護者同伴要
■参加費：200円
■雨天中止

第25回　箕面の森の音楽会
2019年8月24日（土）
午後4時から午後8時まで
※雨天中止

瀧安寺前広場（箕面公園
内）

～夏の夕暮れ 川のせせらぎ 箕面の森で 音楽を楽しみつつ しばし夕涼み～
内容：野外音楽ライブ
共催：箕面の森の音楽会実行委員会、メイプルハーツ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　雨天中止

「星に願いを」七夕の笹かざり 2019年6月15日（土）から7月6日（土）
管理事務所前とクラブハ
ウス内

短冊に願い事を書いて笹に飾りましょう。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■受付時間：終日
（但し短冊や筆記具の用意は午前9
時から午後5時まで）

ペットボトルロケットを飛ばそう！
2019年6月23日（日）
午前10時から正午

管理事務所で製作
陸上競技場で飛ばしま
す。

ペットボトルでオリジナルロケットを作り
専用ランチャーで思いっきり飛ばしてみよう！

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■事前申込：5月23日午前9時から
事務所来所か電話にて受付開始
■受付時間：午前9時から午後5時
まで
■定員:20人（小学生以下は保護者
同伴）
■持ち物：1.5ℓ円柱・炭酸タイプの
ペットボトル2本

セミの羽化を観察しよう
2019年7月20日（土）
午後7時から午後9時

管理事務所でセミについ
ての
勉強をし、その後園内で
実際に羽化の瞬間を観
察。

セミが土から出てきて幼虫から成虫になる羽化の瞬間をみんなで観察！
生命の神秘を一緒に感じましょう！

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■事前申込：6月20日午前9時から
事務所来所か電話にて受付開始
■受付時間：午前9時から午後5時
まで
■定員:親子40人
■持ち物：あれば懐中電灯

箕面公園

寝屋川公園

http://neyagawa.osaka-park.or.jp/#


夏の星空観察会
2019年8月4日(日）
午後7時から午後8時半

公園管理事務所会議室
　　　　　　　　～芝生広場

今見える天体についての説明を聞き、その後、大きな天体望遠鏡で
【月】【木星】【土星】を見る予定です。星のソムリエにいっぱい質問して
これで夏休みの宿題もクリア！

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■先着100名
■雨天曇天　延期
■事前申込：7月4日午前9時から午
後5時
　事務所来所か電話にて受付開始
■小学生以下の子どもだけの参加
不可

GoodBBQ山田池公園

2019年3月1日（金）から11月30日（土）
定休日：毎週火曜日（祝日の場合は翌
平日）
【1部】午前10時から午後1時まで
【2部】午後2時から午後5時

川原広場

　山田池公園川原広場に気軽にバーベキューが楽しめる『ＧｏｏｄＢＢＱ（有料
バーベキュー施設）』が、2018年9月に新規オープンしました。火おこしから後
片付けまで全てスタッフが行い、手ぶらでバーベキューが楽しめる施設です。
ドリンク、デザートも取り揃えております。

ＧｏｏｄＢＢＱ山田池公園
TEL:050-5213-8695

■セット料金：（利用の際は人数分
の食材・ドリンクの注文が必須で
す。以下、1人前料金になります。）
（テント、テーブル、コンロ他、利用
料含む）　　　　　　　　　・シンプル
BBQセット：2,500円（牛カルビ・豚肩
ロース他）
・GoodBBQセット：2,800円（牛カル
ビ・豚肩ロース・イチボ（希少部位）
他）
・国産黒毛和牛BBQセット：3,300円
（和牛カルビ（A3）和牛ロース（A4）
他）
・キッズメニュー：1,000円（ハンバー
グ・ポークウィンナー他）　　　　　等
■ネット（https://www.good-bbq-
yp.com/）または電話予約（050-
5213-8695）
受付時間：午前10時から午後4時ま
で（定休日を除く）

花しょうぶ園開園

2019年5月25日(土)から6月25日(火)
午前9時30分から午後7時まで
（※ライトアップ期間中は午後8時30分
まで）

花しょうぶ園
約150品種、約10,000株のハナショウブを公開します。
見頃の時期にはライトアップも行います。
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

■参加費：無料

家族で楽しむお茶会
2019年6月1日（土）
午前10時から

花しょうぶ園
花しょうぶを鑑賞しながら、家族で野点（屋外でのお茶会）を体験してください。
日本文化を学びながら家族で楽しい時間を過ごしませんか。おじいさん、おば
あさんとお孫さんでの参加も大歓迎です。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■参加対象：子ども（4才～中学生
まで）と保護者
※大人のみの参加はご遠慮くださ
い。
■料金：大人500円、子ども100円
■事前申し込み要 公園ホームペー
ジ及び園内掲示板にてお知らせし
ます。

健康ウォーキングイベント　～山田池再発見
ウォーク～

2019年6月1日（土）
午前10時から

川原広場ほか
枚方市保健センター主催のウォークイベント。
ショートコース（約3.2㎞）、ロングコース（約7.8㎞）の２コースがあります。

枚方市保健センター
電話番号　072-840-7221

■参加費無料
■当日9時より受付開始

ツリークライミング 2019年6月8日（土） 詳細未定 詳細未定
山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

詳細未定

実りの農作業体験 家族で楽しむジャガイモの収穫
体験会

2019年6月22日（土）
午前10時から正午まで

実りの里棚田

3歳児くらいから小学生以下の子どもと一緒に家族で楽しむイベントです。実り
の里で育てたジャガイモの収穫を体験します。
※作物の生育状況により日程が前後する可能性がございます。その際はご連
絡いたしますので、あらかじめご了承ください。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

■参加費：お一人様　100円
■山田池公園パークセンター窓口・
電話にて受付
■受付開始は未定（公園ホーム
ページ及び園内掲示板にてお知ら
せします。）
■20家族（先着順）（ただし、小学生
以下の子どもを含む家族）

星に願いを込めて　七夕の笹プレゼント
2019年6月22日（土）から7月5日（金）
午前10時から午後4時

パークセンター
期間中、パークセンターに大きな笹と短冊を用意しています。願い事を書いて
結んでください。また、７月１日から５日までは七夕の笹をプレゼントします。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■申込不要
■参加費：無料

第1回山田池公園リレーマラソン 2019年8月18日（日） 芝生広場周辺
リレー・フルの部、リレーハーフの部、リレー・ファミリーの部の3種目リレーマラ
ソン大会

ＮＰＯ法人日本ライフロングス
ポーツ協会

■要事前予約
https://relaymarathon-
jlsa.jimdofree.com/エントリー/
よりエントリーをお願いします。（8月
4日（日）〆切）
■参加費：1人3,000円（小学生は
1,500円）
※参加費のお支払いは、代表者の
方がチーム分をまとめてお支払いく
ださい。
※チームメンバーが増えたりした場
合はメール(information@jls-
association.com)でご登録が可能で
す。

山田池公園

寝屋川公園

http://yamadaike.osaka-park.or.jp/#


有料BBQエリア

2019年3月23日（土）から11月30日
（土）
【1部】午前9時から正午
【2部】午後1時から午後4時まで

芝生広場

　深北緑地 有料BBQエリアは器材付きで手ぶらで楽しむことができる予約制
のバーベキューエリアです。バーベキューに必要な器材はもちろん、木炭の火
おこしやごみ処理なども含まれているので器材を持っていない方や初心者の
方でも安心です。食材やドリンクのご注文も可能です。
※食材は1,500円（税抜）からご用意しています。

TEL:06-7890-7474（午前10時か
ら午後6時まで）

■区画利用料：
　中学生以上 … 1,500円（税抜）
　小学生 … 1,000円（税抜）
　3歳以上 … 500円（税抜）
※お1人様1部あたりの料金です。
※ご予約は中学生以上5名様から
承ります。
※ 定数は20区画（1区画6名まで）
になります。
※区画利用料にはコンロ・テーブ
ル・チェア・タープテント・木炭・トン
グ・火バサミ・ごみ処理費が含まれ
ています。
■電話予約（先着順）（TEL:06-
7890-7474）
　午前10時から午後6時
※予約期間：利用日1ヶ月前の午前
10時から前日の正午まで

深北の日（ボランティアデー）
2019年6月2日(日）
午前9時30分から10時30分

公園管理事務所 ボランティアさんと園路の目地除草を行います。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

ポケットマルシェ
2019年6月8日(土）、10日(日）
午前10時から午後4時

テニスコート前広場
雑貨やフラワー、木工品、アクセサリーなど、様々なジャンルのお店が出店し
ます。　「ポケットマルシェ」ならではの雰囲気をお楽しみください。

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■申込不要

まちかどプランツ
2019年6月16日(日）
午前10時から午前11時

南花壇
公園やお家、まちをみどりでいっぱいにしましょう。緑化活動にぜひご参加くだ
さい。
6月はヒガンバナの植付けを行います。

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

リサイクルフェア
2019年6月16日(日)
午前10時から午後4時

テニスコート前広場
眠っているものを掘り起こせ！！
ガレージセールマーケットで掘り出し物をみつけましょう。

■日本ガレッジセール協会
電話番号：06-6362-6322

■申込不要

夏休みの宿題②　流木アートを作ろう
2019年7月28日(日）
午後1時から午後2時

公園管理事務所 流木と木の実を使って作品を作りましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■当日受付　先着15名

深北の日（ボランティアデー）
2019年7月7日(日）
午前9時30分から午前10時30分

公園管理事務所
ボランティアさんと深野池に繁茂する特定外来生成物「アゾラ（アカウキクサ）」
の除去を行います。

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

七夕飾り
2019年7月1日(月）から7日(日）
午前9時から午後5時

公園管理事務所 公園管理事務所前の笹に願いをこめた短冊をかざりましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■申込不要

象鼻杯
2019年7月14日(日）
午前10時から正午

レンコン畑 ハスの葉をコップに見立て茎を通して水を飲んで、暑気払いをしましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付　先着20名

夏休みの宿題①　セミの羽化を観察しよう
2019年7月20日（土）
午後7時から午後9時

公園管理事務所から野外
観察

セミの羽化の瞬間を観察する。昆虫について学びましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：100円
■当日受付　先着20名

深北の日（ボランティアデー）
2019年8月4日(日）
午前9時30分から午前10時30分

公園管理事務所 アジサイの剪定講習をします。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

夏休みの宿題③　かとり線香つくり
2019年8月11日(日）
午前10時から午前11時

公園管理事務所 オリジナルかとり線香をつくりましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■当日受付　先着15名

ハスの葉配布
2019年8月12日(日）
午前10時から午前11時

レンコン畑 レンコン畑に植わっているハスの葉を配布します。お盆のお供えにどうぞ。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付

夏休みの宿題④フィカタック葉っぱ図鑑作り
2019年8月18日(日）
午前10時から午前12時

公園管理事務所 公園樹木の葉を使って図鑑を作成しましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：無料
■当日受付　先着15名

夏休みの宿題⑤樹木ネームプレート作り
2019年8月25日(日）
午前10時から午前11時

公園管理事務所 公園樹木のオリジナルネームプレートを作成しましょう。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■当日受付　先着15名

久宝寺こうえんマルシェ
2019年6月23日（日）、7月28日（日）、
　　　　　8月25日（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、各地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。
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

■料金：無料
マルシェのコンセプトに賛同してい
ただける出店者さまも募集していま
す。

ノルディックウォーク講習会 毎週土曜日午後4時から午後5時まで
久宝寺緑地　スポーツハ
ウス

姿勢改善特化型リハビリウォーキング！
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教わります。すでにノルディックウォー
クを楽しんでいらっしゃる方も、インストラクターにフォームのアドバイスを受け
て、園内を歩き、さらに運動効果を高めませんか？

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■当日スポーツハウス窓口にて申
込み
■先着順（20名様まで）
■料金：500円

久宝寺緑地

深北緑地

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top#
https://www.fukakitaryokuchi.jp/#


みどり塾

■可愛いリサイクル缶多肉寄せ植え
2019年6月16日（日）
 午前10時から午前11時30分まで
■親子のみどり塾（自由研究に使える
公園の葉っぱ）
2019年7月21日（日）
　午前10時から午後11時30分まで
■藍染(スカーフ）
2019年8月18日（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

■かわいいリサイクル缶多肉寄せ植え
空き缶をリサイクルして、かわいい容器を作ります。
そこに多肉植物を寄せ植えしましょう。
■親子のみどり塾（自由研究に使える 公園の葉っぱ）
公園の葉っぱを採集し、標本を作りましょう。
夏休みの自由研究にも使えます。
■藍染(スカーフ）
藍染でスカーフをつくります。

■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で窓口・
電話にて受付
※各回定員15名（先着順・要申込）
■かわいいリサイクル缶多肉寄せ
植え
　申込期間：6月1日から申込開始
　料金：500円（材料費）
■親子のみどり塾（自由研究に使
える 公園の葉っぱ）
　申込期間：6月1日から申込開始
　料金：300円（材料費）
■藍染（スカーフ）
　申込期間：7月1日から申込開始
　料金：1,000円（材料費）

レッツ久宝探検隊

■樹名板を作ろう
2019年6月23日（日）
午前10時から正午まで
■セミの羽化観察会
2019年7月27日（土）
午後6時から午後8時まで

久宝寺緑地　中地区花の
道

■樹名板を作ろう
樹木の名前を学びましょう。
そして丸太を薄く切った木材にマーカーでペイントを行い、オリジナルの樹名板
を作ってみませんか？
午後には自然学習ゾーンの樹木に、作成した樹名板をつけましょう。
■セミの羽化観察会
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しょう。
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観察します。

■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で窓口・
電話にて受付
■樹名板を作ろう
　申込期間：6月1日から申込開始
　当日参加も歓迎
■セミの羽化観察会
　申込期間：6月1日から申込開始
　※要事前予約
　持ち物：虫眼鏡、ルーペ、虫よけ
スプレー。長袖長ズボンの着用でお
越しください。

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
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
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
ます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：無料（当日健康広場までお
越し下さい）

有料バーベキューエリア

2019年4月1日（月）から10月31日（月）
まで
【1部】午前10時から午後1時まで
【2部】午後15時から午後6時まで

ファミリー広場内 有料
バーベキューエリア

久宝寺緑地有料バーベキューエリアは、コンロなど器材を持っていない方でも
手軽にバーベキューが楽しめます。是非お越しください！

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■ご予約受付先
電話番号：06-7890-7474
午前10時から午後6時
■料金：大人（中学生以上）1,000円
　　　　　小学生500円
　　　　　3歳から小学生未満　300円
※税別の金額です。

七夕イベント～天の川掲揚～
2019年6月28日（金）から7月7日（日）
まで

中地区　花の道 花の道にネットにしつらえた天の川を掲揚します。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

七夕イベント～短冊に願い事を書こう～ 2019年6月23日（日） 北地区　風の広場付近
七夕の日に向けて、短冊に願い事を託しませんか？
書いていただいた短冊は7月6日（土）、7月7日（日）に花の道に掲揚します。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

シャクヤク写真・絵画展

2019年6月15日（土）から2019年6月30
日（日）まで
　午前9時から午後5時まで
※最終日は午後4時30分まで

中地区　スポーツハウス
4月から5月にかけて咲き誇った久宝寺緑地のシャクヤクの写真、絵画展を開
催いたします。
個性あふれる様々な写真や絵画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

打ち水大作戦
2019年8月2日（金）、8月9日（金）、8月
16日（金）
午後1時30分から午後2時30分まで

中地区　硬式野球場前
水鉄砲で戦闘開始！
大人も子供もいらっしゃい。
水鉄砲の貸し出しもあります。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

当日開催場所までお越しください。
■持ち物：水鉄砲（貸し出し有）、濡
れても良い服装

生駒草花ハイク
2019年6月16日（日）
午前9時30分から午後3時30分まで

園内全域
枚岡公園から府民の森「ぬかた園地・アジサイ園」（往復約8㎞）まで、草花を
観察しながら、ハイキングをします。

■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■事前申込：6月1日午前10時から
電話にて受付
■アジサイ園まで往復約8㎞を歩く
体力のある方
■料金：大人：300円・小人：100円
■持ち物：飲み物・お弁当・雨具
■定員25名

セミ羽化観察会
2019年7月20日（土）
午後6時30分から午後9時頃まで

花広場付近
枚岡公園内で「セミの羽化観察会」を開催します。セミの幼虫が土から出て,
ゆっくりと木々にとまり、羽化する様子を身近に観察できます。

■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■事前申込：7月1日午前10時から
電話にて受付
■料金：大人：300円・小人：100円
■持ち物：飲み物・懐中電灯・熱中
症対策・防虫対策（長ズボン・長袖）
■定員30名

久宝寺緑地

枚岡公園

http://hiraoka.osaka-park.or.jp/#


夏休み工作「竹クラフト」
2019年8月18日（日）
午前9時30分から正午頃まで

森の工作室 竹を使って手作りの「竹のプランター」を作ります。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■事前申込：8月1日午前10時から
電話にて受付
■料金：400円（材料費）
■持ち物：軍手・持ち帰り用袋・飲
み物
■定員15名

自然がいっぱい「奥河内天野キャンプの森」でキャ
ンプを楽しもう！！

年末年始を除く周年
奥河内天野キャンプの森
（天野山地区キャンプ場）

府営公園で唯一キャンプが楽しめる長野公園。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、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）
まだまだ寒い日も続きますが、これから少しづつ春が近づくにつれて、草花が
芽吹きはじめ動物たちも動き始めます。そんな季節の変化を感じながら春の
キャンプを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■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：1日1サイト3,500円（1泊の
場合は1サイト7,000円になります）

梅雨を楽しもう！アンブレラ通り in 長野公園
2019年6月1日（土）から6月30日（日）
まで

奥河内さくら公園（長野地
区）

長野公園（奥河内さくら公園・長野地区）にあるアジサイ園まで続く園路に、カ
ラフルな傘をたくさん飾る「アンブレラ通り」が登場します。
雨の日も、晴れの日も、梅雨の時期をお楽しみください。

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

梅雨を楽しもう！　マイマイ探偵団
2019年6月15日（土）
午前9時30分から午前11時30分まで

奥河内さくら公園（長野地
区）

梅雨のこの時期によく見かけるカタツムリ（マイマイ）類。緑豊かな長野公園に
は意外と多くのカタツムリが生息しています。園内に潜むカタツムリたちを探し
てみませんか。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2773
メール：nagano@toshi-kouen.jp

■定員：先着15名
■対象：小学生以上
■料金：無料
■申込開始：6月5日から電話にて
受付

長野公園で初夏のあじさい巡り！！ 2019年6月上旬から7月上旬まで
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」（旧称：河合寺地区）では、2,000株以上のアジ
サイと500株以上のガク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内さくら公園（旧称：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株以上のアジサイを堪能することができます。

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

想いを込めて…「七夕＆風鈴まつり」
2019年7月7日（日）から8月7日（水）ま
で

奥河内さくら公園（長野地
区）

長野公園（奥河内さくら公園・長野地区）の管理事務所横の園路に、風鈴をた
くさん吊り下げた竹トンネルと、七夕の笹を設置します。
ご来園者の方々に大切な方へのメッセージや願いを書いていただいた短冊
を、風鈴と笹に飾り付けます。
夏風に揺られて、涼やかな音色を一斉に奏でる様子をお楽しみください。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2773
メール：nagano@toshi-kouen.jp

■メッセージ受付：長野公園管理事
務所にて
　6月30日(日)まで

Family　Nature　Program2019　石川上流で魚とり
2019年7月13日（土）、8月17日（土）
午前9時30分から午前11時30分まで

公園管理事務所前の石川
長野公園管理事務所の前を流れる石川で魚や水生昆虫などの観察会を行い
ます。魚とりのスペシャリストであるお兄さんやお姉さんに生き物の取り方や観
察の仕方を教わります。

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

■定員：先着15名
■対象：小学生以上
■料金：無料
■申込受付開始：
　6月5日から（7月13日）
　7月5日から（8月17日）
　　電話にて受付

森の実習隊
2019年6月15日（土）、7月20日（土）、
　　　　  8月17（土）
午前10時から正午まで

公園管理事務所
錦織公園のボランティア錦織フォレスターと、園内の樹林管理作業を行いま
す。
主に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
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて随時受付
■定員：先着5名
■対象：18歳以上
■料金：無料

田植え体験
2019年6月9日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

河内の里（田んぼ前）
河内の里の田んぼの田植え体験をします。
毎年大人気のイベントです。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付
■5月9日から申込受付開始
■定員：先着15名
■料金：300円
■対象：小学生以上

6月の花の見所　アジサイ 2019年6月上旬から 河内の里・里の家 桜木の里や河内の里で､アジサ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
FAX：0721-24-0240

季節の寄せ植えづくり
2019年6月23日（日）
午後1時30分から午後3時まで

公園管理事務所 季節に合わせたフラワーポットを作ります。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付
■5月23日から申込受付開始
■定員：先着10名
■料金：1,000円
■対象：中学生以上

枚岡公園

長野公園

錦織公園

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top#
http://nishikori-park.jp/#


七夕イベント
2019年6月30日（日）
午後1時30分から午後3時まで

里の家（河内の里）
折り紙を使って、七夕の飾りをつくります。
園内で伐採した笹と作った笹飾りは当日そのままお持ち帰りいただきます。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■予約不要
■定員：先着20名
■料金：無料

竹クラフト
2019年7月20日（土）
午後1時30分から午後3時30分まで

公園管理事務所 園内で伐採した竹を使用して、クラフトづくりをします。※内容未定
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付
■6月20日から申込受付開始
■定員：先着5名
■料金：200円
■対象：小学生以上

プロジェクトワイルド指導者養成講習会
2019年7月27日（土）
午前9時30分から午後4時45分まで

公園管理事務所 教育指導者の養成講座。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付
■6月27日から申込受付開始
■定員：先着15名
■料金：9,500円
■対象：18歳以上

グローイングアップワイルド指導者養成講習会
2019年7月28日（日）
午前9時30分から午後4時まで

公園管理事務所 幼児の教育指導者の養成講座。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付
■6月28日から申込受付開始
■定員：先着15名
■料金：9,000円
■対象：18歳以上

藍の生葉染め体験
2019年7月28日（日）
午前10時から午前11時30分まで

河内の里(里の家) ハンカチの絞り染め体験。(ハンカチ1枚付き)
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付
■6月28日から申込受付開始
■定員：先着10名
■料金：300円
■対象：小学生以上

6月の花の見所　キンシバイ 2019年6月上旬から 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
FAX：0721-24-0240

竹クラフト
2019年8月17日（土）
午後1時30分から午後3時30分まで

公園管理事務所 竹の水てっぽうづくり
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付
■7月17日から申込受付開始
■定員：先着5名
■料金：200円
■対象：小学生高学年以上

8月の花の見所　ワタ 2019年8月初旬から 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
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

Family Nature Program　石川中流での魚とり

2019年6月9日（日）、7月15日（祝）、
　　　　　21（日）※、27日（土）
　　　　　8月10日(土)、25日(日)
午前9時30分から午前11時まで
※5月4日、7月21日は午後1時30分か
ら午後3時まで

下記2か所のうちどちらか
(前日連絡）
・星の広場
・公園管理事務所前、園
内他

魚のとり方のコツを踏まえて、実際に捕まえてみましょう。
お子様と一緒に、生きものとふれあう喜びや思い出作りに！
「とれるかもしれない生きもの」エビ・オイカワ・フナ・カマツカ・ドジョウ、ウナギ
等々

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■公園管理事務所で窓口・電話に
て受付
■各日程、実施日の2か月前より順
次受付開始
■先着順（子ども15名まで）
　どれか1日から申込いただけま
す。
■料金：各回 子ども500円、大人
200円

Family Nature Program　ため池の水を全部抜いて
みた

2019年8月31日(土)
午前9時30分から午前11時まで

公園管理事務所前
魚のとり方のコツを踏まえて、実際に捕まえてみましょう。
お子様と一緒に、生きものとふれあう喜びや思い出作りに！

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■公園管理事務所で窓口・電話に
て受付
■各日程、実施日の2か月前より順
次受付開始
■先着順（子ども15名まで）
■料金：各回 子ども500円、大人
200円

Family Nature Program　飛鳥川での魚とり観察会
2019年6月30日（日）、8月24日(土)
午前9時30分から午前11時まで

駒ヶ谷小学校前集合
魚のとり方のコツを踏まえて、実際に捕まえてみましょう。
お子様と一緒に、生きものとふれあう喜びや思い出作りに！

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■公園管理事務所で窓口・電話に
て受付
■申込受付は5月中旬以降を予定
■定員：5家族（一家族5名まで）
■料金：各回 500円

石川河川公園

錦織公園

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/ishikawa_top#


家族みんなで魚とり
2019年7月20日（土）
午前9時30分から正午まで

公園管理事務所前・園内
他

子どもたちを川遊びに連れてって、
川の生き物をいっしょに取って、楽しい自然体験を！
でも、どこにどんな生き物がいる？　どうすれば取れる？
川で安全に遊ぶ注意点は？　などなど、
夏休みを前にお悩みのお父さん、お母さん、保護者のみなさん、ぜひご参加く
ださい。

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■羽曳野市生活環境部環境衛生
課との共催
■公園管理事務所で窓口・電話に
て受付
■6月以降申込受付開始
■先着30名様　（定員に達しだい締
め切ります。）
■参加費：無料
■対象：小学生以上、小学生は大
人のご同伴をおねがいします

電動アシスト付きレンタサイクル
2019年4月1日（月）
午前9時より

石川河川公園

電動アシスト付きレンタサイクルに乗って、河川敷で快適なサイクリングはいか
がですか？
石川河川公園でこの春から電動のレンタサイクル貸出しがスタート！
ヘルメット（成人用・幼児用）、自転車用チャイルドシートもご用意しております。

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■公園管理事務所、窓口にて受付
■受付用紙に必要事項を記入、本
人確認が出来る書類(運転免許証
等)を提示していただき、料金をお支
払い頂いて、貸出しとなります。
■料金：①1時間以内300円
　　　　　②2時間以内500円
　　　　　③2時間から1日1,000円
  で貸出し
（※①・②プランの利用で延滞され
た場合は延滞料金が発生しますの
でご注意ください）

1日回り放題キャンペーン 2019年4月1日（月）より 石川河川公園

4月より石川河川公園パークゴルフ場でお得な1日回り放題キャンペーンが始
まります。
通常、1ラウンド：平日520円/土日祝日620円がキャンペーン適用で
平日　　　1,200円（1Ｒ目520円、2Ｒ目520円、3Ｒ目160円）
土日祝日1,400円（1Ｒ目620円、2Ｒ目620円、3Ｒ目160円）
どちらも4Ｒ目以上は無料！
この機会に是非、石川河川公園パークゴルフ場をホームグラウンドにいかが
でしょうか？

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■石川河川公園パークゴルフ場、
受付にて
■受付時に「1日回り放題キャン
ペーンで！」とお申し出ください
■平日：1,200円（1Ｒ目520円、2Ｒ目
520円、3Ｒ目160円）
■土日祝：1,400円（1Ｒ目620円、2Ｒ
目620円、3Ｒ目160円）
どちらも4Ｒ目以上は無料
※貸しクラブご利用の際は、1本210
円が別途かかります。

ミュ－ジックガ－デン
2019年6月1日（土）、7月6日（土）、
　　　8月3日（土）
午前10時から午後3時まで

花と緑のステ－ジ
四季の花々が咲き乱れるイングリッシュガ－デンで地元ミュ－ジシャンによる
ライブコンサ－トを行います。ゆったりとした時間の流れる空間で癒されてみま
せんか。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金無料
■雨天時は管理事務所2階にて開
催

住之江公園プール
2019年7月13日(土)から8月30日(金)
午前9時から午後5時30分

住之江公園プール
プールがオープンします！水とふれあい、涼しく、みんなが楽しめる府営公園
プールへ是非お越しください。

■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～小
学生210円
※期間限定の回数券あり。

すみすみマルシェ
2019年6月22日（土）、7月27日（土）、
　　　8月24日（土）
午前10時から午後4時まで

花と水の広場周辺
こだわり食品や有機野菜、手作り品など多数の販売ブースが皆さまをお待ちし
ています。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■毎月、第4土曜日開催
■入場無料

樹木板クイズラリー
2019年6月22日（土）、7月27日（土）、
　　　8月24日（土）
午前10時から午後4時まで

園内全域
園内を巡り、クイズに答えながら樹木の魅力を発見しましょう。参加賞としてさ
さやかなプレゼントも用意しています。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■毎月、第4土曜日開催
■入場無料

セミの抜け殻探しと工作
2019年8月25日（日）
午前10時から正午まで

園内全域と体育館多目的
室（大）

セミの抜け殻や昆虫を探し、自然観察を楽しむ。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■定員：当日先着順20名程度
■持ち物：アミ、カゴ、水筒、虫よけ
等

卵をデコし多肉植物を植えよう
2019年6月25日（火）
午後1時30分から午後3時30分まで

公園管理事務所内会議室 卵の殻をデコパージュ風に装飾し、多肉植物を植えてみませんか。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：300円
■定員：大人10名（先着申込み順）
■申込み：電話または事務所窓口
で受付

オリジオナルストラップをつくろう
2019年7月28日（日）
午前10時から午前11時、午後1時から
午後2時30分で随時受付

公園管理事務所内会議室
丸い木の台に押し花をレジンしたり、木の実を貼り付けてストラップをつくりま
せんか。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：50円
■対象：5才以上小学生（保護者同
伴可）
■申込み：当日受付

模擬体験で自転車のルールとマナーを学ぼう
2019年8月25日（日）
午後1時から午後3時まで

体育館多目的室（小） 自転車シュミレータによる模擬体験で交通安全を学ぶ。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■対象：5才から小学生まで（保護
者同伴）
■定員：15名（先着申込み順）

石川河川公園

住吉公園

住之江公園

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top#
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top#


サンスポリレーマラソンin浜寺公園 2019年6月2日（日） 浜寺公園

松林の中でリレーマラソンを開催します。42.195キロを5人以上1組で新緑の香
る浜寺公園を走りませんか。
ゴールの後は手ぶらでＢＢＱプランを用意しています。ランニング仲間やファミ
リーとチーム参加を通じてお互いの絆を深めてください。

■サンスポマラソン
https://www.sanspo-
marathon.com/entry.php?itemid=
56816

※参加申し込みは5月15日で締切し
ております。

工場夜景トワイライトリレーマラソン 2019年6月29日（土）午後4時スタート
中央エントランスを発着と
する園内

夕方から日没、そして夜にかけてドラマチックに移りゆく工場夜景と浜寺水路
の水面に映る美しい夜景を眺めながら、ランニング仲間や家族と一緒に幻想
的な光の中を走りませんか。

未定

■申し込み方法
http://www.actrep-sports.com/
から申し込み、又は申込用紙を郵
送、FAX
■申し込み期限：6月14日（金）
■参加費
Ａチーム（42.195km）
　一人3,500円（小・中2,500円）
Ｂ：単独走（30km）4,500円
Ｃ：単独走（10km）3,500円
Ｄ：ファミリーマラソン（2km）
　　1家族3,000円
■募集人数
参加者予定数　各100チーム限定と
し応募者多数の場合は、申し込み
順とする。

浜寺公園プール

2019年7月6日(土)、7日(日)
プレオープン、
7月13日(土)から9月1日(日)
グランドオープン
午前9時30分から午後6時まで
○延長時間：午前9時から午後6時
7月14日（日）以降の日曜日・祝日、
8月13日（火）～8月15日（木）

浜寺公園プール

プールがオープンします！水とふれあい、涼しく、ジャイアントスライダーなど、
みんなが楽しめる府営公園プールへ是非お越しください。
変形小プールが昨年度にリニューアルオープンし、ちびっこに大人気！
7月1日（月）～9月1日（日）の期間中、オトクなちん電（阪堺電車）との共通割
引券発売！
現在、一部エリアにおいて令和２年夏の完成に向けたリニューアル工事を実
施中！お楽しみに。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■利用料金
大人930円、中学生510円、4歳～小
学生310円

七夕まつり　～星に願いを～
2019年7月6日（土）
午後1時～午後4時15分

公園管理事務所および中
央エントランス

浜寺公園周辺の「子育て支援団体」や来園者の子供たちに向けに七夕の飾り
つけを浜寺公園管理事務所に設置し、中央エントランスなどに飾り付けます。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

てぬぐいフェス 2019年7月20日（土） 中央エントランス周辺

てぬぐいや浴衣の産地であり、今も地場産業として多くの工場が残っている堺
市。「てぬぐいと浴衣が日本一似合うフェス」をテーマに、浜寺公園で初開催と
なるイベントを開催します。水・風・太陽を感じながら、「知る・体験する・遊ぶ」
を通じて思う存分手ぬぐいを楽しんでいただけます。

■てぬぐいフェス実行委員会
電話番号：090-7497-8112（角
野）

■入場無料（一部有料プログラムあ
り）
■悪天候時は7月27日（土）に延期
■イベント詳細については、てぬぐ
いフェスのホームページ
http://tenuguifes.com/等で告知予
定

Good-BBQ　大泉緑地

2019年3月1日（金）から11月末日
午前10時から午後6時まで（3時間制）
※火曜日は定休日（祝日の場合は翌
平日）

Good BBQ大泉緑地
解放感あふれるロケーションで気軽にBBQをお楽しみ頂けます。
手ぶらでご利用できて炭や食材の準備もすべておまかせ！

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316
■GoodBBQ大泉緑地センターハ
ウス受付
電話番号：050-5212-8846

■予約(電話・ホームページ)：ご利
用日の2か月前の同日より受付
■料金：手ぶらセット　2,500円から
等
(ご利用の際はご利用人数分の食
材セットとドリンクのご注文をお願い
いたします。)
　全36卓（1卓8名掛け）

水無月ヨガ
2019年6月15日（土）
午前10時から午前11時
※9時30分に管理事務所集合・受付

大芝生広場 大泉緑地の美しい景観、自然の魅力を感じながらリラックスしてヨガをします。
■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■料金：500円
■定員：20名（高校生以上）
■持ち物：運動しやすい服装、飲み
物、着替え、あればヨガマット（貸出
有）。
■申し込み：5月15日(水)午前10時
より管理事務所窓口若しくは電話
受付。
キャンセル待ちの場合は前日まで
にご連絡させていただいた方のみ
参加可能です。

大阪リレーマラソン in 大泉緑地
2019年6月2日（日）
午前10時から午後4時

スポーツハウス北側（ス
タート場所）

大泉緑地を会場に42.195kmマラソンをリレーしながら多くのランナーとともに走
り、職場仲間や家族との交友を深める。

■大阪リレーマラソン実行委員
会事務局
電話番号：06-6699-5000

■料金
A.チームリレー 42.195km 一人
3,500円（小・中学生以下2,500円）
B.ファミリーマラソン 2km 一組
3,000円
C.単独走 30km 　　　　4,500円
D.単独走 10km 　　　　3,500円
E.単独走 4km 　　　　2,000円
■HPより申込
アクトレップ株式会社
https://www.actrep-
sports.com/relaymarathon-form/

大泉緑地

浜寺公園

https://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/main.html#
https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/hamadera/main.html#


ぱくベジマルシェin大泉緑地
2019年6月2日（日）
午前9時から午後3時

第1駐車場東バーベ
キュー可能エリア

大阪の農家がつくった新鮮野菜のマルシェ、同時開催で新鮮野菜がその場で
味わえる手ぶらBBQも開催します。

■NPO法人農楽マッチ勉強会
電話番号：090-3443-9588

■料金：マルシェ会場は入場無料
手ぶらバーベキューは大人3,780
円、子ども（小学生）1,620円、幼児
（幼稚園まで）無料

講習会「挿し木で楽しむハーブ」
2019年6月9日（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
会議室

色々なハーブを使って挿し木をしてみませんか。また、簡単で育てやすいバジ
ルの種まきもします。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：無料
■定員：20名
■持ち物：軍手、ハサミ、持ち帰り
用袋
■申し込み：5月9日から花と緑の相
談所にて申込受付。

企業対抗リレーマラソンフェス！おおいずみ
2019年6月9日（日）
午前9時30分から午後3時

スタート・ゴール：中央花
壇
コース：園路

職場の仲間とわいわい楽しむもよし！競い合うのもよし！
走って、食べて、しゃべって、職場も体も元気になろりましょう♪

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■料金：1チーム3万円
■申込書記入の上、管理事務所宛
にファックス
■申込期間：2019年3月1日（金）か
ら2019年4月30日（火）
■最大100チーム

講習会「あじさいの楽しみ方・管理方法」
2019年6月16日（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

アジサイの基礎知識や挿し木、栽培などについてのお話をします。また、アジ
サイの挿し穂のプレゼントもあり。

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
■持ち物：筆記用具、持ち帰り用袋
■申し込み：5月16日（木）から花と
緑の相談所にて申込受付。

講習会「おしゃれなインテリアハーバリウム（植物
標本）」

2019年6月30日（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

プリザードフラワーなどを使った素敵な植物インテリア作り。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：1,000円
■定員：22名（小学生以上対象）
■持ち物：15cm×24cm位の持ち帰
り用袋、ポケットティッシュ1個、
25cm以上のピンセット（貸出し品多
少あり）
■申し込み：5月30日（木）から花と
緑の相談所にて申込受付。

講習会「吊りしのぶで涼しい夏を！」
2019年7月7日（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

吊りしのぶを作って、涼しげな風情を楽しみ暑い夏をのりきろう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：900円
■定員：30名
■持ち物：持ち帰り用袋、薄手のビ
ニール手袋
■申し込み：6月7日（金）から花と緑
の相談所にて申込受付。

講習会「七夕の夜空を見上げてみよう！」
2019年7月7日（日）
午後7時30分から午後9時まで
雨天・曇天中止

大芝生広場中央
日の入り後、三日月や木星、土星の惑星、そして夏の大三角、北斗七星、北
極星などを天体望遠鏡や双眼鏡などで探し観察します。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■料金：無料
■定員：親子10組
■持ち物：レジャーシート、ライト、
虫よけ
■申し込み：6月7日（金）から花と緑
の相談所にて申込受付。

講習会「籐の帽子づくり・籐の帽子に花かざり（全2
回シリーズ）」

①2019年7月14日（日）
午後1時30分から午後4時30分まで
②2019年7月21日（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

籐の丸芯を使って30cm位の大きさの帽子を作ります。出来上がった籐の帽子
にドライフラワーなどで飾り付けます。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：1,000円
■定員：20名
■持ち物：ハサミ、目打ち、タオル、
持ち帰り用袋
■申し込み：6月14日（金）から花と
緑の相談所にて申込受付。

アロマスプレー作り＆アロマヨガ

2019年7月20日（土）
午前10時から午前11時30分
※午前9時30分に管理事務所集合・受
付

講習会室
ミントとラベンダーのアロマスプレー作りをした後に香りに癒されながらヨガを
行います。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■料金：1,000円
■定員：15名（高校生以上）
■持ち物：運動しやすい服装、飲み
物、着替え、あればヨガマット（貸出
有り）。
■申し込み：6月20日(木)午前10時
より管理事務所窓口若しくは電話
受付。
キャンセル待ちの場合は前日まで
にご連絡させていただいた方のみ
参加可能です。

講習会「木のカレンダーを作ろう♪」
2019年7月27日（土）
午後1時30分から午後4時まで

大泉緑地　花と緑の相談
所　講習会室

間伐材や木の実を使って、毎月はりかえて使う木のカレンダーを作ります。（木
を切るなどの危険な作業はありません。）

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：500円
■定員：20名（小学3年生以下は保
護者同伴）
■持ち物：筆記用具、持ち帰り用袋
■申し込み：6月27日（木）から花と
緑の相談所にて申込受付。

大泉緑地



講習会「メダカとデンジソウの水鉢つくり」
2019年7月28日（土）
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

親しい小魚『メダカ』、水生シダの仲間『デンジソウ』を育ててみよう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：300円
■定員：20組（家族または単独も
可）※単独の場合は中学生以上
■持ち物：持ち帰り用袋
■申し込み：6月28日（金）から花と
緑の相談所にて申込受付。

講習会「楽しい昆虫教室」
2019年8月4日（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

昆虫について楽しく学びましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：無料
■定員：30名
■申し込み：7月4日（木）から花と緑
の相談所にて申込受付。

講習会「夏休み絵画教室」
2019年8月18日（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

楽しく絵画を学びましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：無料
■定員：30名（大人の参加可）
■申し込み：7月18日（木）から花と
緑の相談所にて申込受付。

講習会「加呂登池の生きもの達に会おう！」
2019年8月25日（日）
午前10時から正午まで

大泉緑地　加呂登池 水の中は生きものがいっぱい。いっしょに調べてみましょう！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■材料費：無料
■定員：15組
■申し込み：7月25日（木）から花と
緑の相談所にて申込受付。

6月の花の見所　アジサイ 見ごろ：5月下旬から6月下旬まで
大泉緑地　水流、こもれび
の庭付近

水流、こもれびの庭付近で､アジサイ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

7月の花の見所　ハス 見ごろ：6月下旬から8月上旬まで 大泉緑地　大泉池 大泉池でハスの花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

8月の花の見所　サルスベリ 見ごろ：7月中旬から9月中旬まで
大泉緑地　緑道、大パー
ゴラ南園路沿い

園内各所でサルスベリの花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

蜻蛉池公園　あじさいフェア
2019年6月9日（日）
午前10時から午後3時まで

野原の広場奥　あじさい園
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すごしてみま
せんか？斜面一面に咲き誇るアジサイをながめながらの「呈茶コーナー（有
料）やハープ演奏（予定）も開催します。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■申込不要
■料金：無料※飲食物等は有料販
売

PETロケットを飛ばそう!!!
2019年7月28日（日）
午前の部：11時から、午後の部2時か
ら

野原の広場

蜻蛉池公園がお送りする「とんぼの学校シリーズ」。子どもたちを対象とした夏
休みの工作編「PETロケットを飛ばそう!!!」を開催します。園内の野原の広場
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。うまく飛ぶかな？？夏休みの宿題にもピッタリかも？？皆さまお誘
いあわせのうえ、是非ご参加ください。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■蜻蛉池公園管理事務所で窓口・
電話にて受付
■7月1日（月）から申込開始
■先着順（午前・午後とも、各10組）
■料金：500円（保険代を含む）

多肉植物クリニック
2019年6月4日（火）
午前10時30分から午後3時まで

シンボル緑地　りんくう公
園管理事務所　会議室

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、多肉植物に関する様々なお悩
みに、10年キャリアのスタッフがお応えします！

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■りんくう公園管理事務所で窓口・
電話にて受付
■2019年5月7日(火)午前9時から
申込開始
■要事前予約

泉佐野郷土芸能の集い 2019年7月27日（土）
シンボル緑地　第二駐車
場、山側多目的広場

会場に伝統的なやぐらを組み、佐野くどきをはじめとする泉州地域に伝わる郷
土芸能を、やぐらを囲んで次々に披露していく大盆踊り大会。全国物産展も開
催予定。

主催：泉佐野郷土芸能の集い実
行委員会
■泉佐野市観光協会（泉佐野市
まちの活性課内)
電話番号：072-469-3131

■申込不要
■料金：無料※飲食物等は有料販
売

水でっぽうを作って遊ぼう！
2019年8月4日（日）
午後2時から午後4時

シンボル緑地　夕日の見
える丘

子ども工作、すごく飛ぶ竹の水でっぽうを作って、みんなで的あてゲームをして
遊びましょう。

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■事前申込不要
■人数先着25名程度
　※雨天中止
■料金：無料

ENJOY りんくう　花火大会(2019)
～僕たちのスマイル花火大作戦～

2019年8月31日（土）
りんくう公園マーブルビー
チ
（泉佐野市、田尻町）

「子どもに夢を、りんくうに活力を、観光の発展を、」を理念として、泉佐野市の
地元有志の方々が 「りんくう花火実行委員会」を結成し、開催している。
花火大会に加え、プレイベントとしてＫＩＤＪＯＢ（地域の子ども達の仕事体験）、
タオル投げコンテスト世界大会、高校生と大学生によるステージイベント、子ど
も縁日、うまいもんくいだおれフェスタ、が行われる。

一般社団法人ENJOY りんくう（り
んくう花火実行委員会）
電話番号: 080-3784-1182
ＨＰ　　: http:/enjoyrinku.com

■申込不要
■料金：無料※飲食物等は有料販
売

蜻蛉池公園

りんくう公園

大泉緑地

https://tonboike-park.net/#
http://rinku.osaka-park.or.jp/#


二色の浜公園バーベキューサービス（レンタル
BBQ・DAYキャンプ・ドッグフリーDAYキャンプ）

＜沢地区＞
2019年4月27日（土）から10月27日
（日）まで
午前11時から午後4時まで
【休業日】月・火及び公園休園日。祝日
の場合は翌日が休業。
＜海浜緑地＞
・DAYキャンプ
　2019年4月20日（土）から10月27日
（日）までの休日
　午前10時から午後4時30分まで
【休業日】大規模イベント時、公園休園
日
・ドッグフリーDAYキャンプ
　2019年1月5日（土）から2020年3月29
日（日）までの休日
　午前10時から午後４時30分まで
　※2019年4月1日（月）から10月31日
（木）の間は毎日営業
【休業日】大規模イベント、公園休園日

園内バーベキュー可能エ
リア

BBQ・DAYキャンプをもっと気軽に楽しんで頂けるよう、必要な器材を現地で用
意。DAYキャンプサイトは場所取りも不要です。とってもお手軽にBBQが出来
ます。また海浜緑地には新たにドッグフリーDAYキャンプサイトがオープン。
ドックランとDAYキャンプサイトが一体化した、愛犬家にはたまらないサイトで
す。二色の浜公園では皆さまのご希望にあわせ、海を眺めながら色々なBBQ
を楽しんで頂けます！ご家族・お友達・会社の仲間などと是非ご利用ください。

＜予約について＞
デジキューお問合せセンター
電話番号：0570-09-0014　受付
時間：午前9時から午後5時まで
＜サービスについて＞
二色の浜公園管理事務所（海浜
緑地）
電話番号：072-431-9846　受付
時間：午前9時から午後5時まで

下記URLよりネット予約
■沢地区■
・レンタルBBQ　DAYキャンプ
　予約URL：https://digiq.jp/sawa/
・器材レンタル/１人大人1,080円子
供540円、DAYキャンプ/1サイト
10,800円
■海浜緑地■
・DAYキャンプ　ドッグフリーDAY
キャンプ
　予約URL：https://digiq.jp/nishikid
・DAYキャンプ
　１サイト10,800円　８名まで
・ドッグフリーDAYキャンプ
　１サイト10,800円　８名まで

親子しぜん体験会
2019年6月23日（日）
午後1時から午後3時まで

しおさい楽習館・さとうみ
磯浜

海の生き物たちとのふれあいを楽しもう！見るだけじゃつまらない…そんな子
どもたち、集まれー！実際にさわって、感じてみよう！
■内容：
・事前に海の中に仕掛けを入れておいたカゴを引き上げて、中に入っている生
きものを観察します。
・親子で気軽に、楽しく学べるようにゲーム風にしたイベントです。
・タオル・帽子・水筒を持って、ぬれてもよい服装（靴）でお越しください。

■せんなん里海公園管理事務
所
電話番号：072-494-2626

■公園管理事務所で窓口・電話に
て受付
■6月6日午前10時から申込開始
■先着順（20名）幼稚園から小学生
（親子同伴）
■料金：参加費無料

ラベンダースティック講習会
2019年6月12日（水）
午前10時から正午まで

しおさい楽習館
公園のラベンダーにリボンを編み込んだラベンダースティックを作ってみませ
んか？ラベンダーの自然の香りを手作りで♪

■せんなん里海公園管理事務
所
電話番号：072-494-2626

■公園管理事務所で電話にて受付
■5月16日（木）午前10時から申込
開始
■先着順（15名）、参加費無料

沢地区砂浜海岸　及び
海浜緑地専用海岸

夏は海水浴場になる砂浜海岸の沢地区と、水上オートバイ施設がある海浜緑
地の両方でマリンスポーツ体験をして頂けます。海浜緑地は水上オートバイが
通らない安全なマリンスポーツ体験専用水域をご用意。両ゲレンデとも、日本
レクリエーションカヌー協会公認のインストラクターが丁寧にレクチャーします
のでご安心下さい。
体験種目は　カヌー・SUP・BIGSUP・水上オートバイと多彩！(※1)(※2)
まずは、海水浴場になる砂浜海岸の≪沢地区≫か、水上オートバイ施設のあ
る≪海浜緑地≫のどちらで楽しむかお決めになりお電話下さい！(※3)
きっとインスタ映え間違いなしの写真が撮れますよ！
さぁ、海で思いっきりエンジョイしましょう！

≪沢地区≫
　二色の浜公園管理事務所
　電話：072-422-0442　受付時
間：午前9時から午後5時まで
≪海浜緑地≫
　二色の浜公園マリンスポーツ
管理事務所
　電話：072-437-0202　受付時
間：午前9時から午後5時まで

■事前予約制、先着順
≪沢地区≫
　二色の浜公園管理事務所　電話：
072-422-0442
　受付時間：午前9時から午後5時ま
で
≪海浜緑地≫
　二色の浜公園マリンスポーツ管理
事務所
　電話：072-437-0202
　受付時間：午前9時から午後5時ま
で
■料金：①スクールコース　1,000円
/1種目30分(税込)
　　　　　②チャレンジコース　2,000
円/１回60分(税込)
　　　　　③ファミリーコース　4,000円
/１回60分(税込)
　　　　　④水上オートバイ体験乗船
　　　　　　　1,000円/１回１名10分
(税込)
■種目：≪沢地区≫カヌー・SUP・
BIGSUP
　　　　　≪海浜緑地≫カヌー・水上
オートバイ
※1　カヌーは共通、SUP・BIGSUP
は沢地区のみ、水上オートバイ乗
船体験は海浜緑地のみとなります。
          （海浜緑地でのカヌー体験
は学校団体のみ）
※2　水上オートバイ乗船体験は、
インストラクターが運転しますので
後部座席での乗船となります。(1回
1名)
※3　≪沢地区≫≪海浜緑地≫の
各体験エリアは公園ホームページ
のエリア地図をご覧下さい。

二色の浜公園

二色の浜公園マリンスポーツ体験
2019年5月1日(水)から10月27日(日)の
土日祝

せんなん里海公園

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


チリメンモンスターを探そう
2019年7月30日（火）
午前10時から正午まで

しおさい楽習館

せんなん里海公園から一望できる大阪湾は、多様な生き物が生息する豊かな
海です。船引き網漁業を行うと、マイワシシラス、カタクチイワシシラス、イカナ
ゴシラスなどが水揚げされます。シラスが市販されるときに不純物として取り除
かれる魚介類の稚魚、それが「チリメンモンスター」なのです。さあ！みんなで
小さな海の怪物を見つけましょう！

■せんなん里海公園管理事務
所
電話番号：072-494-2626

■公園管理事務所にて電話・FAX・
窓口で申込
■7月9日午前10時から受付け開始
■定員：先着30名

陸ガニの冒険「陸ガニの放仔を観察しよう！」
2019年8月3日（土）
午後7時から午後8時30分まで

潮騒ビバレー　多目的室

せんなん里海公園に生息する陸ガニは、夏の夜海岸近くの河口に大集合！お
なかに卵を抱えた雌ガニが、その卵を海に放つために山から下りてくるので
す。水辺に卵を放つ瞬間はとてもとても神秘的な光景です。みなさんで陸ガニ
の放仔を見守りましょう！

■せんなん里海公園管理事務
所
電話番号：072-494-2626

■公園管理事務所にて電話・FAX・
窓口で申込
■7月9日午前10時から受付開始
■定員：先着30名

ササユリ観賞会

2019年6月1日（土）
①午前10時30分から午前11時30分
②午後1時から午後2時
※小雨決行、荒天翌日

泉佐野丘陵緑地内
パーククラブでは、公園に生息する泉佐野市の市花である希少なササユリの
保護育成に取り組んでいます。その特徴や取り組みなどについてガイドをしま
すのでササユリの観賞をしませんか。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

■当日先着受付
■料金：無料
■定員：先着順 午前、午後とも各
20名程度

田植え＆そうめん流し体験
2019年6月1日（土）
午前10時から午後0時30分
※雨天翌日

泉佐野丘陵緑地内
公園ボランティア「パーククラブ」が守り育てているレンジャー棚田では、色々な
作物を育てています。パーククラブと一緒に、田植え＆そうめん流し体験をして
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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■約1か月前ごろから受付開始予
定
■料金：300円・30名（申し込み多数
の場合は抽選）

ジャガイモの収穫体験
2019年6月8日（土）
午前10時から午後0時30分
※雨天翌日

泉佐野丘陵緑地
公園ボランティア「パーククラブ」が守り育てているレンジャー棚田では、色々な
作物を育てています。パーククラブと一緒に、ジャガイモの収穫体験をしてみま
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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■約1か月前ごろから受付開始予
定
■料金：300円
■定員：20名（申し込み多数の場合
は抽選）

キノコのホダ木立てかけ体験（公園づくり）
2019年6月22日（土）
午後1時30分から午後3時30分
※雨天中止

泉佐野丘陵緑地
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、キノコや除伐材
の利活用について学びましょう。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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■先着順。
■料金：無料
■定員：15名程度

スイカ・トマトの苗の収穫体験
2019年7月14日（日）
午前10時から正午
※雨天中止

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地では、様々な作物を育てています。公園ボランティア「パーク
クラブ」と一緒にスイカ・トマトの収穫体験をしてみませんか。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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■料金：300円
■定員：20名程度（申し込み多数の
場合は抽選）

アゲハチョウの飼育観察（夏休みこども自然教室）

2019年7月27日（土）、8月10日（土）、
　　　　 8月17日（土）
午後1時から午後3時
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、アゲハチョウを観察してみません
か。全３回シリーズで実施、飼育説明会、中間相談会、最終報告会を行いま
す。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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■料金：500円/組
■定員：小学生を含むグループ  30
名程度/10組 （申し込み多数の場
合は抽選）

どんぐり植栽地の除草体験（公園づくり）
2019年7月27日（土）
午前10時から正午
※雨天中止

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地では、森の再生活動に取り組んでいます。公園ボランティア
「パーククラブ」と一緒に、除草体験してみませんか。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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■料金：無料
■定員：15名程度（申し込み多数の
場合は抽選）

せんなん里海公園

泉佐野丘陵緑地

http://izumisano-kyuryo.jp/#


水鉄砲つくり

2019年7月28日（日）
午前10時から正午
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
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、親子で水遊びと
物づくりの楽しさを実感してみませんか。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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■料金：300円/組
■定員：親子ペア10組（申し込み多
数の場合は抽選）

親子でホイッスルづくり
2019年8月24日（土）
午前10時から正午
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、竹でホイッスルや篠笛、たて笛づく
りを体験してみませんか。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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■料金：未定
■定員：未定

自然ふれあい
2019年8月24日（土）
午前10時から正午
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、竹でホイッスルや篠笛、たて笛づく
りを体験してみませんか。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

■ホームページから所定のメール
にて受付。
■泉佐野丘陵緑地パークセンター
で窓口・電話にて受付。
■料金：100円/組
■定員：小学生を含む親子  8組
　　　　　中学生
　 （申し込み多数の場合は抽選）

　　　↑　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


