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公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

服部緑地ウォーターランド　フィッシングパーク 2019年11月8日（金）から2020年4月末頃まで ウォーターランド

今年も服部緑地ウォーターランド　フィッシングパークが営業中！
釣り道具のレンタルもあるので、手ぶらで気軽にお楽しみいただけます。アマゴ、イワ
ナ、レインボートラウトなど、釣った魚はお持ち帰りOK！家族みんなで、お手軽フィッシ
ングを楽しもう♪

株式会社ゴーセン
電話番号：06-7175-7673
https://hattori.fishingpark.jp/

■休業日：木曜日、2019年12月29日（日）から
2020年1月3日（金）
■時間：午前8時から午後4時（ご入場は午後2時
まで）
■料金：2時間券（一般：1,800円、子ども：1,300
円）
※１日券、午後券も販売しております。
※子ども料金は中学生以下になります。
■主催：株式会社ゴーセン　共催：服部緑地指定
管理グループ

チョコラン2020大阪大会
2020年1月19日（日）
開会式：午前10時20分
※雨天決行、荒天の場合は中止になる可能性あり

陸上競技場、園内

「チョコラン」は、2013年から始まった美味しいチョコ菓子を食べながら、みんなで楽しく
走ることを趣旨としたランニングイベントです。コース上には給水所ならぬ「給チョコ所」
を設けております。
お子様やランニング初心者の方でも楽しんで走っていただけるように、2.5km、5km、
10kmのコースがあり、10kmのみタイム計測を行います。ご家族・ご友人・職場の仲間を
誘って、気軽に楽しくご参加いただけます。

チョコラン実行委員会（株式会
社スポーツワン内）
funrun@sportsone.co.jp

■要事前申込み：2020年1月12日（日）まで受付
申込URL：
https://sportsone.jp/srt/stocks/srt20200119_13
2163.html
■料金：有料
※エントリーする時期、カテゴリによって異なりま
す。
※早割実施中！2019年12月16日までに申し込む
と料金がお得になります！

北大阪急行 体感型防災アトラクション®

2020年2月11日（火・祝）
第1回：午前9時から午前10時20分まで
第2回：午前10時50分から午後0時10分まで
第3回：午後0時40分から午後2時まで
第4回：午後2時30分から午後3時50分まで

レストハウス
「体感型防災アトラクション」を服部緑地で初開催。タイムリミットが迫る中、家族や仲間
と力を合わせて様々なミッションをクリアしながら、災害現場からの脱出を目指そう！

株式会社 フラップゼロα

■要事前申込み：2020年1月14日（火）より受付
申込URL：http://escape-at.com/
■参加費：無料
■定員：各回最大80名
※定員になり次第受付終了
■対象：10歳以上（小学4年生以上）
※10歳未満のお子様につきましては、小学校高
学年以上の保護者の同伴をお願いします。
■主催：北大阪急行電鉄株式会社、共催：服部
緑地指定管理グループ、協力：池田土木事務
所、企画運営：株式会社フラップゼロα

企画展「インパクト、インセクト」展
2019年9月18日（水）から2020年1月13日（月）
午前10時から午後5時まで
（最終入館受付午後4時30分）

昆虫館内企画展示コーナー

昆虫のサイズや寿命といった特徴には、それぞれの種の進化するうえで生態学的な理
由があります。とんでもなく大きい、ごっつう小さい、メッチャ重い（昆虫にしては）、すごく
長生き、すぐに命が終わる・・など。
今回の企画展ではインパクトありすぎ！な昆虫をあつめました。誰かに話したくなるおも
しろ展示、ぜひ楽しんでみてね。（※標本展示）

箕面公園昆虫館
電話番号：072-721-7967

■休館日：火曜日、年末年始（12月29日（日）から
2020年1月3日（金）まで
※11月1日から11月30日の間は火曜日も開館
■入館料：高校生以上：280円
　　　　　　中学生以下：無料
■障がい者手帳の提示で本人と介助者1名無料

足立区生物園・箕面公園昆虫館　合同企画展
「Ｇっとみるゴキブリの世界　ガサガサ、ゴソゴソ
展」

2019年11月1日（金）から2020年3月1日（日）
午前10時から午後5時まで
（最終入館受付午後4時30分）

昆虫館内

人から忌み嫌われているゴキブリですが、それは彼らの一面しかみていないからかもし
れません。ゴキブリはあくまでも昆虫の一分類群です。生態をよく知り理解することで、
ちょっと歩みよってほしい！そんな願いをこめた企画展（※生体展示）
＊足立区生物園と箕面公園昆虫館の展示内容が1部（2019年11月1日～12月28日）、2
部（2020年１月3日～3月1日）で入れ替わります。

箕面公園昆虫館
電話番号：072-721-7967

■休館日：火曜日、年末年始（12月29日（日）から
2020年1月3日（金）まで）
※11月1日から11月30日の間は火曜日も開館
■入館料：高校生以上：280円
　　　　　　中学生以下：無料
■障がい者手帳の提示で本人と介助者1名無料

自然工作ワークショップ　森の材料でクリスマス
飾りをつくろう

2019年12月14日（土）
午前11時から午後3時30分まで

梅屋敷休憩所
かんばつ材、木の実、松ぼっくり、蔦（つた）や葉っぱをつかってオーナメントやリースを
つくってみませんか。
自分だけのオリジナル飾りでクリスマスを楽しもう！

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：200円／ひとり1種類
■申込不要、時間内随時受付

みのおこうえん昆虫クラブ　中・上級コース－ガ
ロア虫さがし

2019年12月15日（日）
午前10時から正午まで
※雨天中止

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　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・上級コースです。
ガロアムシは北米西部と日本を含む東アジア にのみ隔離分布する、ちょっと変わった
【目】（もく：グループ）の昆虫です。冷涼な環境を好み、石の下やすき間、どうくつなどに
すんでいるガロアムシ。
この冬の季節に、箕面公園のガレ場でさがしてみましょう。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■要事前申込み：2019年11月16日（土）より受付
開始
■定員：10名
■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／ひとり（保護者も）

みのおこうえん自然観察会12月
「落葉の下のいきものかんさつ」

2019年12月22日（日）
午前11時から午後3時30分まで
※雨天中止

公園内
ひたすら落葉をめくって、これから冬を越す虫たちをさがしてみるよ。
どんな虫がいるかな？

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■要事前申込み：2019年11月20日（水）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：20名
■対象：どなたでも
　　　※小学生以下は保護者同伴要
■参加費：100円／ひとり
■歩きやすい服装、靴でご参加ください

みのおこうえん自然観察会1月
「冬の野鳥と冬の果実をさがそう」

2020年1月12日（日）
午前10時から午後0時30分まで
※雨天中止

公園内
冬の森。ひっそりとしたたかに生きぬく鳥たちと、鳥たちに人気の果実をさがしてみよ
う！

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■要事前申込み：2020年12月10日（火）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：20名
■対象：どなたでも
　　　※小学生以下は保護者同伴要
■参加費：100円／ひとり
■歩きやすい服装、靴でご参加ください
■持ち物：お持ちの方は双眼鏡持参（なくても
OK）

大阪府営公園　冬のイベント　2019

箕面公園

服部緑地

http://www.mino-park.jp/
http://hattori.osaka-park.or.jp/
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大阪府営公園　冬のイベント　2019

みのおこうえん昆虫クラブ　キッズコース－蝶の
鱗粉かんさつ－

2020年1月19日（日）
午前10時から正午まで

昆虫館研修室

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。
1月は室内で蝶（チョウ）の鱗粉などじっくりと観察してみるよ。

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：2019年12月20日（金）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付開始
■対象：未就学児から小学生まで
　　　　※保護者同伴要
■参加費：100円／ひとり(保護者含む）

みのおこうえん自然観察会2月
「冬越しする生きものかんさつ」

2020年2月9日（日）
午前10時から午後0時30分まで
※雨天中止

公園内
秋に巻いた＜こも巻き＞のなかではどんな虫たちが、寒い冬を越しているのか観察す
るよ。
そのほか冬を越すいきものたちを調べよう。

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：2020年1月10日（金）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■対象：どなたでも
　　　※小学生以下は保護者同伴要
■参加費：100円／ひとり
■歩きやすい服装、靴でご参加ください

みのおこうえん昆虫クラブ　中・上級コース－標
本観察とスケッチ－

2020年2月16日（日）
午前10時から正午まで
※雨天中止

昆虫館研修室

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・上級コースです。
2月は室内で標本を観察しながらスケッチ。昆虫のからだ、形、特徴をとらえるワーク
ショップをおこないます。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■要事前申込み：2020年1月10日（金）より受付
開始
■定員：10名
■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／ひとり（保護者も）

みのおこうえん自然工作ワークショップ「小枝で
つくる雛かざり」

2020年2月16日（日）
午前11時から午後3時30分まで

梅屋敷休憩所 木でつくるエコなウッドクラフト。桃の節句を手作りのひな飾りで迎えませんか。
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円／ひとり11種類
■申込不要、時間内随時受付

寝屋川公園　キラキラ☆イルミネーション
2019年12月1日（日）から2020年1月13日（月・祝）
午後5時から午後9時まで

時計塔付近
三本柱の時計塔をイルミネーションでデコレーションします。冬の夜空にキラキラと幻想
的に輝く公園の景色をお楽しみください。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■申込不要

「木の実がいっぱい！」　～木の実をひろって工
作をしよう～

2019年12月7日（土）
午前10時から正午まで

公園管理事務所周辺
いろんな色や形の木の実をたくさん採取して自分だけのオリジナル作品の工作を楽し
んでください。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■要事前申込み：2019年11月7日（木）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■参加費：無料
■定員:30人

「手作り凧揚げ」～凧をつくろう、　揚げよう～
2019年12月21日（土）
午前10時から正午まで
※雨天時、会議室にて凧作りのみ

公園管理事務所
会議室（凧製作）・園内（凧揚げ）

親子で自分だけのオリジナル凧をつくります。
つくった後は、芝生広場で自分たちでつくった凧を大空高く揚げましょう！みなさまお誘
いあわせのうえ、ご参加ください。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■要事前申込み：2019年11月21日（木）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：20名（先着順）
■参加費：無料

「野鳥観察」～よく見ると野鳥もいっぱい～
2020年1月18日（土）
午前10時から正午まで
※雨天中止

公園管理事務所周辺 一緒に園内を散策してバードウォッチングしませんか。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■要事前申込み：2019年12月18日（水）午前9時
から事務所来所か電話にて受付開始
■参加費：無料
■定員：30人
■持ち物：双眼鏡か望遠鏡

「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部その４」
～春待つ公園の樹木たち～

2020年2月3日（月）
午前10時から正午まで
※雨天中止

寝屋川公園管理事務所
会議室・園内

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４」をおこないます。
春を待つ樹木の様子や虫などを見つけながら、早春の寝屋川公園を一緒にお散歩しま
せんか。
皆さまお誘いあわせのうえ、ご参加ください。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■申込：2020年1月4日（土）より管理事務所に直
接来所か電話にて午前9時から午後5時の間に
受付
■参加費：無料
■定員：30名（先着順）

クリスマスリース作り
2019年12月7日（土）
午前10時から正午まで

パークセンター
松ぼっくりやフウの実などの自然素材を使ったクリスマスリース作りの講習会を開催し
ます。自分だけの素敵なオリジナル作品を作ってお家に飾りませんか。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■要事前申込み：パークセンターに電話にて受
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。）
■参加費：1,000円
■定員：20人（先着順）

新春もちつき
2020年1月13日（月・祝日）
午前10時から正午まで
※雨天決行

実りの里休憩所前広場
家族そろって昔懐かしいもちつきを楽しみましょう。当日、先着100名様にはぜんざいを
無料で提供します。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■要事前申込み：パークセンターに電話にて受
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。）
■参加費：無料
■定員：20組（先着順）
■対象：小学生以下の子どもを含むご家族

防災ハイキング
2020年1月13日（月・祝日）
午前10時から正午まで
※雨天決行

実りの里休憩所前広場

新春もちつきと併せて防災ハイキングと題したスタンプラリーを開催します。山田池公園
内にある防災設備3か所のスタンプを集められた100名の方には、先着順にぜんざいを
無料で提供します。スタンプカードは実りの里休憩所で10時からお配りします。また、防
災にまつわるクイズ大会も行います。最後まで残った方には、素敵な景品もご用意して
います。是非、参加してください。

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

早春の俳句大募集
2020年2月10日（月）から2月24日（月・祝日）

花木園（梅林）
梅にまつわる俳句を募集し、応募作品は梅林内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

■花木園（梅林）の特設応募箱に入れてくださ
い。
■お一人様一句限り

寝屋川公園

箕面公園

山田池公園

http://neyagawa.osaka-park.or.jp/
http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
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大阪府営公園　冬のイベント　2019

深北の日（ボランティアデー）
2019年12月1日(日）
2020年1月5日(日）
いずれも午前9時30分から午前10時30分まで

公園管理事務所 公園外周道路の落葉清掃を行います。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■当日受付
■参加費：無料

ポケットマルシェ
2019年12月7日(土）、12月8日(日）
午前10時から午後4時まで

水辺広場
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

ミニ門松つくり
2019年12月21日(土)
午前10時から午前11時まで

公園管理事務所 明るい正月を迎えましょう。ミニチュアの門松作りを行います。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■要事前申込み：2019年11月25日（月）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■参加費：300円
■定員：15名（先着順）

リサイクルフェア
2019年12月22日(日)
午前10時から午後4時まで

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
■入場料：無料

フィカタック　植物探索ミッションに挑戦
2019年12月14日(土）
2020年1月18日(土）
いずれも午前10時から午前11時まで

テニスコート前広場 樹皮を手掛かりに植物を探していただくイベントです。
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■当日受付
■参加費：100円
■定員：15名（先着順）

久宝寺こうえんマルシェ
2020年1月26日（日）、2月23日（日・祝）
いずれも午前10時から午後4時まで

北地区　風の広場付近

地元の農業を応援したい！久宝寺こうえんマルシェは毎月開催します。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

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。

ポールウォーキング講習会 毎月第2土曜日 午後3時30分から午後4時30分まで 中地区　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。すでにポールウォーキングを楽し
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
■料金：500円
■定員：20名（先着順）

みどり塾

■ミニ門松づくり
2019年12月15日（日）
■お花いっぱいビオラのハンギングバスケット
2020年1月19日（日）
■押し花アート
2020年2月16日（日）
いずれも 午前10時から午前11時30分まで

中地区　ボランティアルーム

■ミニ門松づくり
手作りの門松で新年を迎えましょう。男性の方の参加も大歓迎！
■お花いっぱいビオラのハンギングバスケット
色とりどりのビオラを楽しみましょう。
■押し花アート
綺麗な押し花を使って、かわいい小物を製作しましょう。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■要事前申込み：
　久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて受付
■ミニ門松づくり
　申込期間：2019年11月1日（金）から申込開始
　定員：15名様（先着順）
　参加費：1,500円
■お花いっぱいビオラのハンギングバスケット
　申込期間：2019年12月1日（日）から申込開始
　定員：15名様（先着順）
　参加費：1,500円
■押し花アート
　申込期間：2020年1月4日（土）から申込開始
　定員：15名様（先着順）
　参加費：1,000円

レッツ久宝探検隊

■クリスマスリースを作ろう
2019年12月15日（日）
午前10時から正午まで
■植物を使った不思議アート
2020年1月26日（日）
■春の野草を見つけよう
2020年2月23日（日・祝）
いずれも午前10時から正午まで

中地区　花の道

■クリスマスリースを作ろう
蔓性植物や秋の野山にどんな物があるかを学び、クリスマスリースを作って飾ります。
■植物を使ったアート
公園内を散策し、落ち葉、枯葉。小枝や野草を集め、画用紙に貼って作品を作ります。
■春の野草を見つけよう
どんな野草どんなところに生え、一つ一つの名前を学びます。節句の歴史と春の七草
を解説し、七草粥を食べます。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■要事前申込み：
　久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて受付
■料金：無料
■クリスマスリースを作ろう
　申込期間：2019年11月1日（金）から申込開始
■植物を使ったアート
　申込期間：2019年12月1日（日）から申込開始
■春の野草を見つけよう
　申込期間：2020年1月4日（土）から申込開始

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
2019年12月14日（土）、
2020年1月11日（土）、2月8日（土）
午前10時30分から午前11時30分まで
■うんどう習慣日
2019年12月28日（土）、
2020年1月25日（土）、2月22日（土）
午前10時30分から午前11時30分まで

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）

枚岡公園 冬鳥観察会
2020年2月16日（日）
午前9時15分から正午ごろまで

枚岡公園園内 ■園内をめぐり、ボランティアの方の野鳥解説を聞きながら観察をおこないます。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■要事前申込み：2020年2月1日（土）午前10時よ
り電話にて受付開始
■参加費：大人・300円　小人・100円
※小人は6歳以下(未就学児）になります。
■定員：15名（先着順）

久宝寺緑地

深北緑地

http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
https://www.fukakitaryokuchi.jp/
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公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

大阪府営公園　冬のイベント　2019

延命寺周辺で初冬のバードウォッチング！！
2019年12月7日（土）
午前9時から午後3時ごろまで

奥河内もみじ公園（延命寺地区周
辺）

南海電車「三日市町駅」から延命寺地区周辺で冬の野鳥たちを観察しながら散策しま
す。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■申込不要（現地で受付）
■コース：南海三日市町駅～延命寺～南海千早
口（約6キロ）
■料金：無料
■持ち物：お弁当・水とう・汚れてもよい服装・双
眼鏡・筆記用具など
■対象：小学生以上
　※小学生は保護者同伴要

冬の長野公園で越冬昆虫を探そう！！
2020年2月2日（日）
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）
園内で越冬している昆虫たちを探して観察します。落ち葉や朽木、樹皮など様々な場所
に隠れて越冬している昆虫たちを虫博士と一緒に探してみましょう。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■要事前申込み：2020年1月7日（火）から電話に
て受付
■定員：20名（先着順）
■料金：無料
■持ち物：汚れてもよい服装、防寒着、軍手、飲
み物、虫あみ、ビニール袋、白か透明の傘

森の実習隊
2019年12月21日（土）
2020年1月18日（土）、2月8日（土）
いずれも午前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

■要事前申込み：錦織公園管理事務所、窓口及
び電話にて随時受付
■定員：5名（先着順）
■対象：18歳以上
■料金：無料

季節の寄せ植えづくり
2019年12月1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

■要事前申込み：2019年11月1日（金）より公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：10名（先着順）
■料金：1,000円
■対象：中学生以上

季節のクラフト
2019年12月8日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

パークセンター
公園で採れた松ぼっくりを使いビーズ等で飾りつけをしてオリジナルのミニツリーを作り
ます。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■事前申込み不要
■定員：10名（先着順）
■料金：100円
■対象：小学生以上

卓上門松づくり
2019年12月21日（土）
午後1時30分から午後3時まで

公園管理事務所
毎年ご好評いただいている卓上用の門松を錦織公園で採取した竹を使い作っていただ
きます。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■要事前申込み：2019年11月21日（木）から公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：10名（先着順）
■料金：500円
■対象：小学生以上

小さな門松づくり
2019年12月22日（日）
第1回：午前10時30分から正午まで
第2回：午後1時30分から午後3時まで

公園管理事務所
毎年ご好評いただいている玄関用の小さな門松を錦織公園で採取した竹を使い作って
いただきます。

■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■要事前申込み：2019年11月22日（金）から公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：各10名（先着順）
■料金：700円
■対象：中学生以上

12月の花の見どころ　サザンカ 2019年12月上旬から下旬 園内各所 園内各所で、サザンカ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

ぜんざいの振る舞い
2020年1月5日（日）
午後1時30分から午後2時まで

里の家（河内の里） 今年河内の里で採れたもち米で作ったお餅をご賞味ください。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■事前申込不要
■当日の午後1時30分から午後2時まで里の家
（河内の里）にて受付
■定員：50名（先着順）
■料金：無料

冬の野鳥観察会
2020年1月11日（土）
午前10時00分から正午まで

パークセンター 錦織公園の冬の野鳥をお楽しみください。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■要事前申込み：2019年12月11日（水）から公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：10名（先着順）
■料金：無料
■対象：小学生以上

グローイングアップワイルドの指導者養成
2020年2月2日（日）
午前9時30分から午後4時45分まで

公園管理事務所 環境教育指導者の養成
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■要事前申込み：2019年12月2日（月）から公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■定員：15名（先着順）
■料金：9,000円
■対象：18歳以上

シイタケの菌打ち
2020年2月8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 ホダ木へのシイタケ菌打ち体験
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■要事前申込み：2020年1月8日（水）から公園管
理事務所窓口・電話にて受付
■定員：10名（先着順）
■料金：500円
■対象：小学生以上

2月の花の見所　梅 2020年2月中旬から3月初旬 梅の里 梅の里で、梅が見頃を迎えます。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

長野公園

錦織公園

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


2019/12/20時点
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大阪府営公園　冬のイベント　2019

クリスマスリースづくり
2019年12月8日（日）
午後1時から午後4時まで

公園管理事務所 公園のツルや木の実をつかって自然素材のリースを作ってみましょう。
■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■要事前申込み：2019年11月上旬より公園管理
事務所窓口・電話にて受付
■定員：20名(先着順)
■対象：どなたでも
　※小学生以下は保護者同伴要
■料金：100円（車でお越しの場合、別途に駐車
場料金640円が必要です。）
■服装：暖かい服装、歩きやすい靴
　※屋外で、樹木や木の実の自然観察も行いま
す。
■持ち物：エプロン、軍手、持ち帰り用袋、あれば
剪定ばさみ、ラジオペンチ

石川正月遊び体験
2020年1月4日(土)から1月15日(水)
午前9時30分から午後3時30分まで
※午後4時で貸出終了。窓口までご返却ください。

公園管理事務所
管理事務所窓口にて凧揚げ無料貸し出しを行います。ぜひ家族で遊びに来てください。
(数に限りがあります。詳しくは事務所受付まで)

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■要事前申込み：2020年1月4日（土）より管理事
務所窓口・電話にて受付
■料金：無料

里山写真展　＆　ペット写真展
里山写真展：2020年1月10日（金）から1月31日（金）
ペット写真展：2020年1月22日（水）から1月31日（金）

公園管理事務所
里山写真展：四季の風景や生き物の姿にふれてください。
ペット写真展：撮影したペット写真をみなさんにおひろめします。

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■事前申込み不要
■料金：無料

～一眼レフ　初心者体験講座～
新春 カメラ教室

2020年1月11日（土）
午後1時から午後4時まで

公園管理事務所、駒ヶ谷地区　園内

本格的な一眼レフで、新春の公園の風景を撮影してみませんか。
キヤノンの講師をお招きして、カメラの使い方や上手な撮影のポイントなどを教えてもら
います。
※荒天の場合は室内での座学と撮影になります。

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■要事前申込み：公園管理事務所窓口・電話に
て受付中
■定員：15名（先着順）
■参加費：500円
■持ち物：SDカード（2G以上の空きがあるもの）
　あれば一眼レフカメラ（事務所でも貸出可能）

ペット撮影会　～愛犬・愛猫他の写真を撮って公
園に展示します～

2020年1月13日（月・祝）
午前の部　午前10時から正午まで
午後の部　午後1時から午後3時まで
※雨天の場合は1月19日（日）に順延

公園管理事務所、駒ヶ谷地区　園内
いつも公園でお散歩されている愛犬を、羽曳野写真連盟のカメラマンが撮影します。
撮影した写真は、写真展で１枚展示した後、その写真を飼い主さんに贈呈します。

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■要事前申込み：公園管理事務所窓口・電話に
て受付中
■定員：各回20組（先着順）
■料金：無料
■協力　羽曳野写真連盟

ミュ－ジックガ－デン
2019年12月7日（土）・2020年2月1日（土）
午前10時から午後3時まで

花と緑のステ－ジ
※雨天時は公園管理事務所2階会
議室にて開催

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

■事前申込み不要
■料金無料

わんにゃんマルシェ＠住之江公園vol.1

2019年12月8日（日)
午前10時から午後3時まで
※小雨決行、雨天中止の場合は前日の夕方5時頃
HPとfacebookにてお知らせします。

ドッグラン横「芝生広場」
「わんこ」と「にゃんこ」に特化した手作り市（マルシェ）を開催いたします。「ウチの子」連
れてお越しください。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■事前申込み不要
■料金：無料(但し物販有料）

バ－ドウオッチング＠住之江公園

2020年1月18日（土）
午前10時から午前11時30分
※雨天中止の場合、当日の朝HPとfacebookにてお知
らせします。

住之江公園管理事務所
大陸から飛来した鳥も含め、冬の公園はたくさん（約30種）の鳥たちが見られます。講
師が優しく見分け方や習性を教えてくれますよ。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■事前申込み不要
■参加費：無料
■対象：小学生以上
　※小学生は保護者同伴要
■定員：20名（先着順）
■持ち物：双眼鏡、筆記用具、防寒具（双眼鏡は
2台まで貸出可）

ウインターイルミネーション点灯コンサ－ト
2019年12月14日（土）
午後5時から午後7時まで

花と緑のステージ
アーティストによるコンサートと、ウインターイルミネーションのカウントダウンを行いま
す。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■事前申込み不要
■参加費：無料
■主催：森の公園クラブ

すみすみマルシェ
2019年12月21日（土）
2020年1月25日（土）、2月22日（土）
いずれも午前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

■事前申込み不要
■入場料：無料

樹木板クイズラリー
2019年12月21日（土）
2020年1月25日（土）、2月22日（土）
いずれも午前10時から午後3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

■事前申込み不要
■参加費：無料

バードウオッチング入門

2020年1月26日（日）
午前9時30分から午前11時まで
※雨天中止の場合は、前日午後5時に判断し
ＨＰ等への掲載でお知らせいたします

園内全域 いろんな野鳥が冬をすごしていますよ。いっしょに探してみましょう。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■事前申込み不要
■参加費：無料
■対象：小学生以上
　※小学生は保護者同伴要
■定員：20名（先着順）
■持ち物：双眼鏡、筆記用具、防寒具（双眼鏡は
2台まで貸出可）

親子しめ縄づくり
2019年12月22日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

体育館　多目的室（大） 親子で作ったしめ縄で新年を迎えよう。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■要事前申込み：2019年12月6日（金）より公園
管理事務所窓口又は電話で受付
■参加費：100円
■定員：親子30組（先着順）
※親子１組にしめ縄1つを作っていただきます。

住之江公園

住吉公園

石川河川公園

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/suminoe_top
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/sumiyoshi_top
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/ishikawa_top
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大阪府営公園　冬のイベント　2019

浜寺公園 浜寺公園クラフトパーク
2019年12月15日（日）
午前10時から午後2時まで
雨天決行

浜寺公園管理事務所
浜寺公園のボランティア団体がお届けするモノづくりファクトリー。自然素材を使ったク
ラフトづくりにチャレンジしてください。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■事前申込み不要
■参加費：無料
■注意：プログラムにより、待ち時間が発生する
場合があります。材料がなくなり次第終了となり
ます。

親子でクリスマスリース
2019年12月1日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室
大泉緑地の自然素材を使ってリースを作りましょう。子どもさんは可愛いネズミさんの形
をしたリースを作ります。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年11月1日（金）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：800円
■定員：15名（先着順）

親子で作る創作しめ縄
2019年12月8日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 干支のネズミをあしらったオリジナルのしめ縄を親子2名で1つ作ります。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年11月8日（金）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：100円
■定員：20組（先着順・一家族に1つまで。）

創作しめ縄講習会
2019年12月14日（土）
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 干支のネズミをあしらったオリジナルのしめ縄を作ります。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年11月14日（木）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：100円
■定員：30名（先着順）

壁飾りのお正月アレンジ
2019年12月15日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 ドライフラワーや水引を使って壁に掛けられる素敵なお正月飾りを作ります。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年11月15日（金）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：1,000円
■定員：20名（先着順）
　※小学生以上対象

ビニール袋で凧を作って揚げよう
2019年12月21日（土）
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 親子で楽しめる簡単な凧を作って大泉緑地で凧あげをしよう。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年11月21日（木）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：100円
■定員：20名（先着順）
　※小学校3年生以下は保護者同伴要

ミニ門松を作ろう！
2019年12月22日（日）
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 ミニ門松を作って新年を迎えましょう。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年11月22日（金）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：700円
■定員：20名（先着順）
　※小学校3年生以下は保護者同伴要

加呂登池の生きものたちと出会おう！
第2部外来魚駆除作戦！

2019年12月22日（日）
午前9時30分から正午まで
※雨天中止の場合は前日にHPと掲示板にてお知ら
せします。

加呂登池

大泉緑地の加呂登池を干し上げ、繁殖している生きものたちを捕獲します！泥まみれ
OK、一緒に生きものたちを捕獲したい方を募集します！申込みは不要なので当日直接
お越しください。
※長靴等道具の貸出はございません。汚れてもよい服装でお越しください。

■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■対象：参加される方は小学生以下の場合保護
者同伴
■申込：事前申込不要。参加・見学自由。

野鳥観察
2020年1月19日(日)
午前10時から午後1時まで

花と緑の相談所　講習会室 大泉緑地にやって来る野鳥の解説と園内での冬鳥の観察をします。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年12月19日（木）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：無料
■定員：30名（先着順）
　※小学生以下は保護者同伴要
■持ち物：あれば双眼鏡、筆記用具

野鳥のブローチづくり
2020年1月26日(日)
午前10時から午後3時まで

花と緑の相談所　講習会室 可愛い野鳥のブローチを作ります。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2019年12月26日（木）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：600円
■定員：20名（先着順）
　※小学生以下は保護者同伴要
■持ち物：お弁当、切り出しナイフ、彫刻刀、アク
リル絵の具、筆(小筆、面相筆)、無ければ貸出し
品少々あり

コケ玉の作り方・育て方・楽しみ方
2020年2月16日(日)
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 コケの魅力・コケ玉で素敵なお部屋に！
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2020年1月16日（木）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：600円
■定員：20名（先着順）
■持ち物：ハサミ、薄手のゴム手袋、持ち帰り用
袋

鉢づくりと多肉の寄せ植え
2020年2月23日(日)
午後1時30分から午後3時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 自分だけの多肉の寄せ植えや鉢づくりに挑戦してみましょう。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■要事前申込み：2020年1月23日（木）から花と
緑の相談所窓口・電話にて受付
■参加費：800円
■定員：20名（先着順）

大泉緑地

https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/hamadera/main.html
https://www.osaka-park.or.jp/nanbu/oizumi/main.html
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大阪府営公園　冬のイベント　2019

蜻蛉池公園　クリスマスレッスン
2019年12月8日（日)
午前の部：午前10時30分から正午まで
午後の部：午後1時から午後3時30分

スポーツハウス　ミーティングルーム

マツボックリやドングリなどの木の実、ヒバ・スギ・ゴールドクレストなどの針葉樹の葉、
コットン、ナナカマド・シャリンバイ・サンキライなど色味のある実など、蜻蛉池公園内の
自然素材を活かして素敵なクリスマスリースを作ってみませんか。みなさまお誘いあわ
せのうえ、ぜひご参加ください。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■要事前申込み：2019年11月10日（日）から公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■参加費：1,000円
■定員：各回20名（先着順）

蜻蛉池公園　ミニ門松づくり
2019年12月22日（日）
午前10時から正午まで

スポーツハウス　ミーティングルーム
蜻蛉池公園内の自然素材を活かして素敵なミニ門松を作ってみませんか。みなさまお
誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■要事前申込み：2019年11月1日（金）から公園
管理事務所窓口・電話にて受付
■参加費：500円
■定員：10名（先着順）

蜻蛉池公園　水仙春待ち祭り２０２０
2020年1月25日（土）、26日（日）
いずれも午前11時から午後3時まで

蜻蛉池公園　水仙郷

スイセンの見頃に合わせ「水仙春待ちまつり」を今年も開催します！スイセンの見頃は
１月中旬から下旬、イベントは1月25日（土）、26日（日）に開催、ぜんざいや甘酒、スイ
セン鉢植えの販売を行います。約６万株のニホンズイセンが咲き誇る水仙郷で、一足
早く春の訪れを感じてみませんか？

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■入場料：無料（ただし、物販飲食は有料）
■物販内容：
○ぜんざい、甘酒販売
○スイセン鉢販売　など

寒さに負けないで、凧揚げをしよう！（凧無料貸
出）

2019年12月1日（日）から2月29日（土）
午前10時から午後4時
※12月29日(日)～1月3日（金）の間は貸出できません

貸出し受付（萩の休憩所・事務所）
※凧上げの場所：内海の周辺広場、
夕日の見える丘、マーブルビーチ

凧の無料貸出)、やっています！
寒さにまけないで、北風と友達になって天まで揚げよう！
あがれ、あがれ、ぼくのわたしの凧！！寒くなくなるよ！

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

ミニ門松づくり
2019年12月22日（日）
第1回：午前10時30分から午後0時30分まで
第2回：午後1時30分から午後3時30分まで

りんくう公園 管理事務所１Ｆ 会議室
お正月に向けて、ミニ門松を作成しませんか？
竹、松、南天、笹などを使用して、高さ約３５㎝、横幅約２５㎝のミニ門松を工具を使って
作成します。

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■要事前申込み：2019年12月8日(日)午前9時よ
り公園管理事務所窓口又は電話にて受付開始
■参加費：800円
■持ち物：花用はさみ・軍手・持ち帰り用袋
■募集人数：各回20名（先着順）
＊お子様やご高齢の方で、お一人でノコギリを
扱っての作業に不安がある方（補助が必要な方）
は、必ず付き添いの方が一緒に作成して下さい。

第27回　ＫＩＸ泉州国際マラソン2020
2020年2月16日（日）
午前8時から午後5時まで

(1)フルマラソン　KIX泉州国際マラソ
ンコース（日本陸連公認コ－ス）
【浜寺公園（堺市）スタート ～ 堺阪
南線～大浜中町折り返し～空連道
側道～泉佐野岩出線～ りんくう公園
（泉佐野市）フィニッシュ】
(2)チャレンジラン（非公認コース）
【浜寺公園（堺市）スタート ～ 堺阪
南線～大浜中町折り返し ～岸和田
城（岸和田市）フィニッシュ】

泉州９市４町が構成メンバーである「KIX泉州ツーリズムビューロー」がマラソン大会を
主催することにより、スポーツツーリズムを通じた交流人口の増加を図り、関西国際空
港の利用を促進するとともに、地域資源を活かしたスポーツの振興により、泉州地域の
活性化を図ることを目的したマラソン大会です。
りんくう公園ではフルマラソンのゴール地点、【りんくう公園フィニッシュ会場】として、物
産展横丁の開催や子どもたちに大人気のゆっくりキャラも出動し、大賑わいです！ぜひ
応援にお越しください。
※詳細は公式HPをご覧ください。http://www.senshu-marathon.jp/
※フルマラソン、チャレンジランともにエントリーは終了しております。

■一般社団法人
　KIX泉州ツーリズムビュー
ロー
電話番号：072-436-3440

■フルマラソン、チャレンジランはエントリーを終
了しております。
■物産展横丁は午後4時までです。

二色の浜公園 新春！餅つき体験
2020年1月12日(日)、13日（月・祝）
いずれも午前11時から午後2時まで

海浜緑地　有料野外炉施設

開放的な野外施設にて餅つき体験イベントを実施します。
施設には横幕があるから寒くないですよ♪
おにぎり等の軽食とお飲み物持込みOK！
更に,お子様には、お菓子の掴み取りもあります。
みなさんお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
・餅つき体験
・おしるこ食事タイム
・お子様にお菓子の掴み取り

■二色の浜公園海浜緑地管
理事務所
電話番号：072-431-9846

■要事前申込み：2019年12月15日（日）から公園
管理事務所へ電話にて受付
※抽選結果発表は2019年12月25日（水）以降、
公園管理事務所から当選者に連絡
■参加費：1人300円
■定員：各日48名ずつ※1組8名まで

2020新春里海まつり　寒稽古フェスタ”海に吼え
る！”

2020年1月11日（土）
午前10時から午後3時まで

潮騒ビバレー及びときめきビーチ

みんな集まれ！里海まつり！今冬もせんなん里海公園恒例、“里海まつり”を開催しま
す。景品いっぱい！ビンゴやちびっこ宝探し、綱引き大会など、家族や友達と一緒に参
加しましょう！気合の入った演舞、バンド演奏、たくさんの模擬店、そしてあったか～い
里海鍋でみなさまをお迎えします。この季節にぴったり！心も身体も温まるお祭りに是
非ご参加ください。

■せんなん里海公園管理事
務所
電話番号：072-494-2626

■事前申込み不要
■参加費：無料　駐車料金無料
■里海鍋は配食数に制限あり

麦味噌作り教室
2020年1月25日（土）・2月15日（土）
午前の部　午前10時から正午まで
午後の部　午後1時から午後3時まで

カフェテリア「はまゆう」
ひと味違う手作り味噌に挑戦してみよう！
麦こうじと大豆のみで作る無添加のお味噌を手作りします。通常の6倍のこうじを使うの
で、深～い味になります。

■せんなん里海公園管理事
務所
電話番号：072-494-2626

■要事前申込み：2020年1月9日（木）午前10時よ
り公園管理事務所窓口・電話にて受付
■参加費：1,000円、駐車料金無料
■定員：各回10名（先着順）
■持ち物：1㎏の味噌が入る容器、エプロン、三
角巾等

蜻蛉池公園

りんくう公園

せんなん里海公園

http://www.nishikinohama.com/
https://tonboike-park.net/
http://rinku.osaka-park.or.jp/
https://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/main.html
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大阪府営公園　冬のイベント　2019

ササユリを一緒に守り育てましょう（ササユリの
播種）

2019年12月8日（日）
午前10時から正午
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地では、ササユリの保全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、ササユリについて学び、一緒に種をまき育てみませんか。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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：無料
■定員：10名程度（先着順）

しめ縄づくり体験
2019年12月8日（日）
午後1時から午後3時
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
レンジャー棚田から得られたワラを使って、お正月飾りに欠かせないしめ縄を公園ボラ
ンティア「パーククラブ」と一緒に作ります。パーククラブが作り方を教えてくれるので、
初心者でも大丈夫！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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：300円
■定員：8名（18歳以上）
　※申し込み多数の場合は抽選

ミニ門松づくり体験
2019年12月21日（土）
午後1時から午後3時
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
園内の豊富な竹を使って、日本のお正月に欠かせない門松を公園ボランティア「パーク
クラブ」と一緒に作ります。パーククラブが作り方を教えてくれるので、初心者でも大丈
夫！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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：500円
■定員：20名（小学4年生以上）
　※申し込み多数の場合は抽選

お正月の郷遊び
2020年1月11日（土）
午前10時から午後2時
※雨天翌日

泉佐野丘陵緑地
今年もお正月の郷（さと）遊びイベントを開催します！羽根つき、コマ回し、福笑い等、昔
懐かしいお正月遊びが盛りだくさん！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

■参加費：プログラムによる
■定員：プログラムによる
■申込：当日受付

お正月親子で凧作り
2020年1月18日（土）
午前10時から正午
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
園内の豊富な竹を使って、日本のお正月に欠かせない凧を公園ボランティア「パークク
ラブ」と一緒に作ります。パーククラブが作り方を教えてくれるので、親子でつくりましょ
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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：300円
■定員：園児・小学生の親子10組
　※申込多数の場合は抽選

自然勉強会
2020年1月25日（土）
午前10時から正午
※小雨決行

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の様々な動植物について公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に公
園を散策しながら勉強してみませんか。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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：無料
■定員：20名程度（先着順）

自然観察会
2020年1月25日（土）
午後1時から午後3時
※小雨決行

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の様々な動植物を公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に公園を散
策しながら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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：無料
■定員：20名程度
　※申し込み多数の場合は抽選

果樹剪定（公園づくり）
2020年1月25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
泉佐野丘陵緑地では、里山の環境をつくるために果樹を育てています。果樹の生長を
促進させ、実つきをよくするには剪定が必要です。公園ボランティア「パーククラブ」と一
緒に、果樹に合った整枝を行い、美しい樹形を楽しみましょう。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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：無料
■定員：20名程度（先着順）

ジャガイモ植え付けイベント
2020年2月16日（日）
時間：未定
雨天：未定

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地のレンジャー棚田では、色々な作物を育てています。今回は、ジャガイ
モの植え付けを行います。公園ボランティア「パーククラブ」がサポートするので、初心
者でも大丈夫です！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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：未定
■定員：未定
　※申込多数の場合は抽選

シイタケの菌打ちイベント
2020年2月22日（土）
時間：未定
雨天：未定

泉佐野丘陵緑地

泉佐野丘陵緑地では、公園の魅力を使った様々にプログラムを実施しております。公
園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、シイタケの菌打ち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

■要事前申込み：ホームページから所定のメー
ル又は泉佐野丘陵緑地パークセンターで窓口・
電話にて受付
■参加費：未定
■定員：未定
　※申込多数の場合は抽選

　　　↑　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

http://izumisano-kyuryo.jp/

