
公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

服部緑地 苔を使った秋の風景作り
2021年9月12日(日曜日)
13時30分から15時30分まで

都市緑化植物園　第１スタジオ ワイヤーバスケットを使って秋の寄せ植えを作りましょう。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費1,000円
■定員：16名
■対象：どなたでも。
■持ち物：エプロン、手袋、持ち帰り用の袋
■要事前申込：電話または来所で受付。
８月21日(土曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 子育てママのためのフラワーセラピー
2021年９月29日(水曜日)
10時30分から正午まで

都市緑化植物園　第１スタジオ
お花に触れると心が癒されますよ。育児で忙しい毎日自分で選んだお花をアレンジし
てゆとりあるひと時を一緒に過ごしましょう。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費1,000円
■定員：18名
■対象：２才までのお子様をお持ちのママ
■要事前申込：電話または来所で受付。
９月２日(木曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地
はっとり緑地ふれあい祭り～わくわくワーク
ショップ～

2021年10月２日（土曜日）11時から15時まで
雨天の場合、10月３日（日曜日）に順延

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。
服部緑地管理事務所
電話番号：06-6862-4945

■参加費：無料
■申込不要
■主催：服部緑地指定管理グループ

服部緑地 木の実のタペストリーづくり
2021年10月10日(日曜日)
13時30分から15時30分まで

都市緑化植物園　第１スタジオ 木の実をひとつひとつワイヤーがけしてタペストリーをつくりましょう。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費800円
■定員：７名
■対象：16歳以上の方
■持ち物：持ち帰り用の袋
■要事前申込：電話または来所で受付。
９月19日(日曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要。

服部緑地 しょくぶつえんのガーデンヨガ＆ピラティス
2021年10月16日（土曜日）
2021年11月20日（土曜日）
10時30分から正午まで

都市緑化植物園　芝生広場他園内
しょくぶつえんでガーデンヨガ＆ピラティスを楽しみましょう♪ どなたでもご参加いただ
けます！

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：無料
■定員：当日先着30名
■対象どなたでも。お子様連れもOK
■ヨガのできる服装でお越しください。
■芝生広場に直接お越しください。
■雨天及び芝生の状態により中止。中止の場合
は服部緑地ホームページにてお知らせします。
■受付：当日10時から10時20分(前日夜から朝
の雨天中止)
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 フラワーアレンジメント教室
2021年10月17日(日曜日)
１回目：11時から正午まで
２回目：13時30分から14時30分まで

都市緑化植物園　第１スタジオ
フラワーピクニック開催と併せてフラワーアレンジメント教室を開催します。自由にお花
をアレンジしてみましょう。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：1,000円
■定員：各回10名
■対象：どなたでも。
■要事前申込み：電話または来所で受付。
９月25日(土曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 しょくぶつえんのフラワーピクニック
2021年10月17日(日曜日)
11時から15時まで

都市緑化植物園
フラワーアレンジメントやワークショップなど、お花をテーマにしたイベントです。音楽や
スイーツも楽しみながら、秋の植物園で優雅なひとときをお過ごしください。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：一部有料ブース有。
■対象：どなたでも。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 しょくぶつえんでシェフの屋台＆Civic Jazz
2021年10月31日(日曜日)
11時から15時まで

都市緑化植物園
シェフが提供するこだわりグルメと本格的なジャズビッグバンドによる迫力満点の演奏
をご堪能ください。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：一部有料ブース有。
■対象：どなたでも。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 ナチュラルソープづくり
2021年11月7日(日曜日)
13時30分から15時30分まで

都市緑化植物園　第１スタジオ
若返りのハーブの異名を持つ「ローズマリー」を使って「肌にやさしい」せっけんづくりを
楽しみましょう。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費1,000円
■定員：12名
■対象：中学生以上（小学生以下のお子様連れ
での参加はできません）
■持ち物：厚手のゴム手袋、エプロン、タオル、
保護用眼鏡（ゴーグル可）、保冷バック（１Lの牛
乳パックが入る大きさ）　
■要事前申込：電話または来所で受付。
10月11日(月曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 ノルディック・ウォーク教室
2021年11月14日(日曜日)
10時から12時30分まで

東中央広場

秋空のもと、ノルディック・ウォークで紅葉が美しい服部緑地を歩きましょう。
空くじなしのお楽しみ抽選会もあります♪
※ノルディック・ウォークはポールを利用した全身運動で、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

■参加費500円（保険代含む）
■定員：先着50名
■対象：一般成人
■持ち物：水筒・タオル・お持ちの方はポール持
参
レンタルポール20セットあり。200円。要申込み
■要事前申込：電話で受付
10月１日(金曜日)から受付開始

大阪府営公園　秋のイベント　2021



服部緑地 木の実を使ってクリスマスリースをつくろう！
2021年11月23日(火曜日・祝日)
13時30分から15時30分まで

都市緑化植物園　第１スタジオ いろいろな飾りや木の実を使ってリースをつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費1,000円
■定員：16名
■対象：どなたでも。(グルーガンを使用します。)
■持ち物：手袋、持ち帰り用の袋
■要事前申込み：電話または来所で受付。
10月28日(木曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

箕面公園 企画展「むしのかたち　うごきのしくみ」
2021年９月２日（木曜日）から12月６日（月曜日）まで
10時から17時まで（入館受付は16時30分まで）
休館日：火曜日

箕面公園昆虫館
昆虫の形はひとつじゃない。形からみる多様性と昆虫の動きのしくみをテーマにした企
画展（標本展示中心）

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■入館料：高校生以上280円／中学生以下無料
＊障害者手帳の提示で、本人および介助者１名
無料
※お子様には必ず保護者同伴で入館願います

箕面公園
みのおこうえん自然観察会－秋のいきもの観察
－

2021年10月10日（日曜日）
10時から正午まで（雨天中止）

箕面公園内 秋の箕面の森で観察しよう。渡りをする蝶「アサギマダラ」には出会えるかな？
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：15名
■要事前申込（先着順・電話受付のみ）
　９月中旬より受付（ホームページにて案内）
■参加費：100円／ひとり　（保護者も）
■歩きやすい服装と靴で参加要

箕面公園
「明治の森箕面国定公園　もみじまつり」 2021年10月16日（土曜日）から12月５日（日曜日）ま

で
箕面公園および国定公園エリア、箕
面駅前交通観光案内所

①明治の森箕面国定公園もみじまつり写真コンクール
　・インスタ部門：10月16日（土曜日）から11月14日（日曜日）まで
　・カメラ部門：10月16日（土曜日）から12月５日（日曜日）まで
②明治の森箕面国定公園もみじまつり写真コンクール入賞作品展
　（会場：箕面交通・観光案内所）
③11月７日（日曜日）：箕面観光ボランティアガイドオープンハイキング
　・コース：箕面駅－才ヶ原林道－政の茶屋－箕面川ダム一周－一目千本
④10月16日（土曜日）夜：森林ヨガ（予定）（場所：瀧安寺前広場）
　・定員制（事前申込制）
⑤箕面大滝ライトアップ　10月16日（土曜日）から11月14日（日曜日）
　17時から20時まで
⑥箕面公園（滝道沿い）ライトアップ　10月16日（土曜日）から12月５日（日曜日）
　17時から20時まで

箕面交通・観光案内所
電話番号：072-723-1885

■詳細は、箕面市観光協会の観光案内ホーム
ページ「ぷらっと　箕面さんぽ」で案内予定
https://minohkankou.net/

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク「チャレンジ！箕面の
森で、おやこトレッキング」

2021年10月24日（日曜日）
10時30分から14時まで（雨天中止）

箕面公園および周辺山麓

子どもと一緒に山登りはじめてみたい！けれど、体力が心配・・
どこに行けば？気をつけることは？　
まずは街のすぐそば箕面の森で探検しながらチャレンジしてみよう！
コース：箕面駅前－箕面公園まわりののハイキング道などで約６km。
当日集合場所　：阪急箕面駅前　10時20分

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：20名
■要事前申込（先着順・電話受付のみ）
　９月下旬より受付開始（ホームページにて案
内）　
■参加費：100円／ひとり
■昼食、飲料、おやつ等持参／山歩きに適した
服装と靴で参加要

箕面公園 昆虫ＤＩＹ－スタッフと昆虫トーク－
2021年10月24日（日曜日）
11時から正午まで

昆虫館研修室
館長をはじめ昆虫館のスタッフがリレー方式で昆虫に関するお話を披露します（トーク
イベント）

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：15名
■要事前申込（抽選・電話受付のみ）
　９月下旬より受付開始（ホームページにて案
内）
■参加費：100円／ひとり　（保護者も）

箕面公園 滝道紅葉ライトアップ
2021年11月13日（土曜日）から11月23日（火曜日・
祝）まで（予定）
17時から20時まで

昆虫館前から瀧安寺前まで
滝道昆虫館前から瀧安寺前まで、見ごろになった紅葉をライトアップ。昼とはまた違っ
た趣の紅葉が渓谷にうかびあがります。

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■観覧無料
■阪急箕面駅から徒歩15分
※公園内：駐車場なし、一般車両乗り入れ禁
止。徒歩で散策、観覧ください

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク－なごり紅葉、晩秋の
山あるき－

2021年11月28日（日曜日）
10時から15時まで（雨天中止）

公園周辺山麓
晩秋の箕面の山をめぐります。　
コース未定

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：大人（高校生以上）
■定員：15名
■要事前申込（先着順・電話受け付けのみ）：10
月下旬より受付開始（ホームページにて案内）
■参加費：100円／ひとり

箕面公園 昆虫ＤＩＹ－甲虫の標本づくり－
2021年11月28日（日曜日）
11時から正午まで

昆虫館研修室 昆虫館で飼育していた甲虫をつかって、標本づくりにチャレンジします。
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：15名
■要事前申込（抽選・電話受付のみ）：11月初旬
より受付開始（ホームページにて案内）
■参加費：500円／ひとり（標本づくり参加の方）　
※付添い参加：100円／ひとり

寝屋川公園
「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部その2」
～昆虫もいっぱいの公園～

2021年９月13日（月曜日）
10時から正午まで

管理事務所前集合
恒例の寝屋川公園お散歩倶楽部です。今回は緑際立つ園内にいる昆虫を観察しま
す。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費:無料
■定員：先着20名
■申込：８月13日（金曜日）より管理事務所に直
接来所か電話にて９時から17時の間に先着順に
て受付

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


寝屋川公園
ばったの運動会
～ばったについて勉強し、飛距離を競おう！～

2021年10月２日（土曜日）
10時から正午まで

管理事務所前集合
みんなでバッタを捕まえて、バッタの種類や不思議について少しお勉強した後に捕ま
えたバッタの中から代表選手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

■参加費:無料
■定員：先着親子20名
■持ち物：虫網、虫かご、水筒、帽子等
■申込：９月２日（木曜日）より管理事務所に直
接来所か電話にて９時から17時の間に先着順に
て受付

寝屋川公園
～ネヤドラ　　わくわく～
FREE 　ド　LIVE
アコースティックライブ＠寝屋川公園

2021年10月３日（日曜日）
10時から16時まで

寝屋川公園時計塔前
音楽の好きな高校、大学の学生達がいろんなジャンルの曲を引き語りで演奏します。
ぜひ生演奏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

寝屋川公園
「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～

2021年11月15日（月曜日）
10時から正午まで

管理事務所前集合
寝屋川公園の秋を満喫していただきます。紅葉真っ盛りの樹木の説明を聞きながら散
策していきます。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費:無料
■定員：先着20名
■申込：10月15日（金曜日）より管理事務所に直
接来所か電話にて９時から17時の間に先着順に
て受付

山田池公園 中秋の名月でお月見会 2021年９月21日（火曜日） 観月提休憩所 観月提休憩所をススキなどで飾り付け、中秋の名月を鑑賞します。
山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

■申込不要
■参加費：無料

山田池公園 第14回山田池公園フェスティバル
2021年10月16日（土曜日）
10時から15時まで

芝生広場
色々なパフォーマンスやケータリングカーが参加します。ゲームや工作に参加しませ
んか。

山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

■申込不要
■参加費：無料

山田池公園
実りの農作業体験　家族で楽しむサツマイモの
収穫体験会

2021年10月24日（日曜日）
10時から正午まで

実りの里
小学生以下のお子さまと一緒に家族で楽しむイベントです。実りの里で育てたサツマ
イモ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

■参加費：100円（※一人につき）
■先着順　20組（ただし、小学生以下の子どもを
含むご家族）
■パークセンター電話にて受付
■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。）

山田池公園 古典菊展
2021年11月１日（月曜日）から11月30日（火曜日）ま
で
９時30分から16時30分まで

花しょうぶ園 肥後菊などの古典菊を約80品種展示します。
山田池公園管理事務所
電話番号：072-851-4761

■申込不要
■参加費：無料

山田池公園
実りの農作業体験　家族で楽しむ落花生の収
穫体験会

2021年11月７日（日曜日）
10時から正午まで

実りの里
小学生以下のお子さまと一緒に家族で楽しむイベントです。実りの里で育てた落花生
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

■参加費：100円（※一人につき）
■先着順　20組（ただし、小学生以下の子どもを
含むご家族）
■パークセンター電話にて受付
■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。）

深北緑地 深北の日（ボランティアデー）
2021年９月５日（日曜日）、10月10日（日曜日）、11月
７日（日曜日）
９時30分から10時30分まで

公園管理事務所
９月５日（日曜日）：自由広場（ＢＭＸ）清掃を行います。
10月10日（日曜日）：外環沿いのゴミ拾いを行います。
11月７日（日曜日）：コスモスの刈取りを行います。

大東市公民連携まちづくり事
業株式会社
電話番号：072-800-5360

■参加費：無料
■事前登録

深北緑地 ポケットマルシェ
2021年９月11日（土曜日）、９月12日（日曜日）、11月
13日（土曜日）、11月14日（日曜日）
10時から16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

深北緑地 まちかどプランツ

９月12日（日曜日）、９月26日（日曜日）
10月９日（土曜日）
11月13日（土曜日）、11月20日（土曜日）
10時から11時まで

９月12日（日曜日）：円形花壇
９月26日（日曜日）：残念石前
10月９日（土曜日）：レンコン畑
11月13日（土曜日）：管理事務所前
11月20日（土曜日：）管理事務所前

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。
９月12日（日曜日）：ヒマワリ刈取り、種をプレゼントします。
９月26日（日曜日）：スイセン植付を行います。
10月９日（土曜日）：レンゲの種まきを行います。
11月13日（土曜日）：クズのつるをとります。
11月20日（土曜日）：段々花壇つくりを行います。

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

深北緑地 フィカタック　植物探索ミッションに挑戦
2021年９月23日（木曜日・祝日）、10月17日（日曜
日）、11月14日（日曜日）
10時から11時まで

９月:公園管理事務所前
10月:テニスコート前
11月:テニスコート前

９月23日（木曜日・祝）：深野池周辺で植物を探そう
10月17日（日曜日）：ドングリを探そう
11月14日（日曜日）：公園管理事務所周辺の紅葉観察

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

深北緑地 リサイクルフェア
2021年10月17日(日曜日)
10時から16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！！
家庭内の不用品が勢ぞろいします、掘り出し物を見つけましょう！

日本ガレッジセール協会
電話番号：06-6362-6322

■申込不要

深北緑地 レンコン掘り
2021年10月17日(日曜日)
10時から正午まで

レンコン畑 蓮根掘りに挑戦しましょう。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■事前予約　応募多数なら抽選

深北緑地 どんぐり祭り
2021年11月３日（水曜日・祝日）
10時から16時まで
（正午から13時まで休憩）

管理事務所 どんぐりや木の実を使って世界に一つだけの作品を作ります。
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

深北緑地 Xmasリース作り
2021年11月28日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 クズのつるを使ってクリスマスリースを作ります。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■申込：11月４日(木曜日）より電話にて10時か
ら17時の間に先着順にて受付　先着15名

久宝寺緑地 ノルディックウォーキング講習会

2021年９月５日（日曜日）
2021年10月３日（日曜日）
2021年11月７日（日曜日）
毎月第１日曜日13時30分から15時まで

中地区　スポーツハウス
「いつまでも自分の足で歩けるカラダづくり」
姿勢が良くなり、歩幅が広がるウォーキング。すなわち「若返り」のノルディックウォー
キング。２本のポールをうまく使って、効率の良い全身運動ができるコツを教えます。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：1,000円
■先着順（20名様まで）
■当日スポーツハウス窓口にて申込み

久宝寺緑地 みどり塾

■ハーバリウム
2021年９月11日（土曜日）
10時から11時30分まで
■ミニシクラメンの種まきと栽培方法について
2021年９月19日（日曜日）
10時から11時30分まで
■アロマテラピー
～身近な植物の香りと秘密と活用法～
2021年10月16日（土曜日）
10時から11時30分まで
■秋を彩る寄せ植え
2021年10月17日（日曜日）
10時から11時30分まで
■お正月のハンギングバスケット
2021年11月21日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　ボランティアルーム

■ハーバリウム
ドライフラワーを専用のオイルの中に入れて、長く楽しめるおしゃれなインテリアを作り
ましょう。オイルの中に浮かばせるので、立体的なお花の姿を楽しめるのも魅力のひと
つです。
■ミニシクラメンの種まきと栽培方法について
花が少ない冬の時期に、次々と美しい花を咲かせて長く楽しめるシクラメン。栽培方法
を学び種まきから育ててみませんか？
■アロマテラピー
植物の専門家の先生に、植物を使ったクラフトのテクニックを教わります。今回のテー
マはアロマテラピーです。
■秋を彩る寄せ植え
秋の花の寄せ植えを製作します。きれいに飾るポイント、水やりや施肥の注意点など、
きれいに育てるコツも解説します。
■お正月のハンギングバスケット
季節の草花を使った、長時間楽しめるおしゃれな寄せ植えを作りましょう。

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
■定員：12名様（先着順・要事前予約）
■申込期間：開催日の１か月前から
■料金（材料費）
・ハーバリウム：2,000円
・ミニシクラメンの種まき：500円
・アロマテラピー：2,000円
・秋を彩る寄せ植え：2,000円
・お正月のハンギングバスケット：2,000円

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


久宝寺緑地
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
2021年９月11日（土曜日）
2021年10月９日（土曜日）
2021年11月13日（土曜日）
10時30分から11時30分まで
■うんどう習慣日
2021年９月25日（土曜日）
2021年10月23日（土曜日）
2021年11月27日（土曜日）
10時30分から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）

久宝寺緑地 川原ウォーキング講習会

2021年９月13日（月曜日）
2021年10月11日（月曜日）
2021年11月８日（月曜日）
毎月第２月曜日８時30分から９時30分頃まで

北地区　インフォメーション

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

■料金：500円
■先着順（20名様まで）
■集合場所：インフォメーション
■申込：久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話に
て受付

久宝寺緑地 久宝寺こうえんマルシェ

2021年９月26日（日曜日）
2021年10月24日（日曜日）
2021年11月28日（日曜日）
10時から16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。

久宝寺緑地 レッツ久宝探検隊

■昆虫観察会
2021年９月26日（日曜日）
10時から正午頃まで
■ドングリを食べて見よう
2021年10月24日（日曜日）
10時から正午頃まで
■丸太切り体験
2021年11月28日（日曜日）
10時から正午頃まで

中地区　花の道

■昆虫観察会
公園内にどんな昆虫が生息しているか観察し、生態を学びます。昆虫の特徴や鳴き声
等を観察し、どこに住んでいるのか、何を食べているのか考察します。
■ドングリを食べてみよう
公園内でドングリのなる木を探し、観察します。食べられるドングリがあることを学び、
クッキーを作ってみます。
■丸太切り体験
のこぎりを使って、丸太を切ってみましょう。切った材料でコースター製作等クラフトも
実施します。間伐や枝打ちの必要性も解説します。

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
■料金：無料
■申込期間：開催日の１か月前から当日まで
■長袖長ズボン、帽子着用、動きやすい服装で
お越しください。

久宝寺緑地 ドッグスクール
2021年10月30日(土曜日)
10時から11時30分まで（雨天中止）

北地区　芝生広場

犬のしつけで困っていることはありませんか？
ペットの扱い方のちょっとしたコツをドッグトレーナーから学びましょう。
リードの使い方、犬の叱り方、褒め方。ちょっとしたコツを学ぶことで、飼い犬の扱い方
が上手になります。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■申込期間：10月１日（金曜日）から申込開始
■料金：無料　
■定員：先着10名様まで　要予約　（お一人様犬
は一匹に限らせていただきます）
■持ち物：普段使用しているリード、首輪、いつ
もの散歩の用意 (ビニール袋等)、おやつ(ご褒美
用）
■参加資格： 生後６か月以上であること、予防
注射（狂犬病・ワクチン）接種済みであること

久宝寺緑地
ハロウィンイベント
～久宝寺緑地に魔女がやってくる！～

2021年10月31日(日曜日)
13時30分から15時30分まで

北地区　芝生広場
魔女と一緒に緑地のドングリの秘密を調べよう！
久宝寺緑地にあるいろいろな種類のドングリについて学びます。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■申込期間：10月１日（金曜日）から申込開始
■料金：無料　要予約　20人まで

枚岡公園 秋のウォークラリー
2021年９月19日（日曜日）・20日（祝日・月曜日）
９時30分から14時30分まで

枚岡公園内 園内５箇所にあるポイントをめぐり、キーワードを作成しよう。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■料金：無料
■どなたでも参加できます
■定員：20名（先着順）
■当日、管理事務所にて受付、参加用紙を配布
させていただきます。

枚岡公園 秋の生駒自然観察会

2021年10月24日（日曜日）
９時30分から15時30分頃まで 　　　　　　　　　　　　　 
※雨天中止：大阪府の開催前日17時の気象庁天気
予報で、翌朝６時から正午の大阪府の降水確率が
60％以上の場合

園内全域 生駒山の秋の自然にふれよう！
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：大人：200円・小人：100円
■定員：15名（先着順）
■持ち物：お弁当・飲み物・雨具・マスク等感染
予防対策
■申込方法：
事前申込：10月１日（金曜日）10時から電話にて
受付開始

枚岡公園 どんぐりあそび

2021年11月７日（日曜日）
９時30分から正午頃まで
※雨天中止：大阪府の開催前日17時の気象庁天気
予報で、翌朝６時から正午の大阪府の降水確率が
60％以上の場合

事務所周辺及び森の工作室 どんぐりを探して、どんぐりを使ってゲームや工作を行います。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：大人：200円・小人：100円
■定員：10名（先着順）
■持ち物：飲み物・雨具・持ち帰り用袋・マスク等
感染予防対策
■申込方法：
事前申込：11月１日（月曜日）10時から電話にて
受付開始

枚岡公園 クリーンハイキング

2021年11月13日（土曜日）
９時30分から正午頃まで
※雨天中止：大阪府の開催前日17時の気象庁天気
予報で、翌朝６時から正午の大阪府の降水確率が
60％以上の場合

園内全域 「大阪山の日」枚岡公園恒例のクリーンハイキングを行います。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：無料
■定員：20名（先着順）
■申込方法：当日９時30分事務所前にて集合

枚岡公園 枚岡公園「ウォークラリー」
2021年11月13日（土曜日）から11月14日（日曜日）ま
で
９時30分から15時まで

園内全域
管理事務所をスタートし、園内数ヶ所のポイントに設置したキーワードを並べ替える
と、ある言葉になります。正解した方に、公園協会特製缶バッチ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

■参加費：無料
■定員：20名（先着順）
■申込方法：当日９時30分から参加用紙を配布
いたします。受付は正午まで

長野公園 ハロウィンパーティ in 長野公園　（仮）
2021年10月15日（金曜日）から11月７日（日曜日）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）の管理事務所横の園路とウッドデッキが、ハ
ロウィンカラーに！
写真映えするスポットとしてお楽しみいただけるように、ハロウィンの飾りつけをしま
す。

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

■参加費：無料
■申込不要



錦織公園 季節の寄せ植えづくり
2021年９月19日（日曜日）
10時30分から正午まで
13時30分から15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

■料金：1,000円
■定員：先着各５名
■対象：中学生以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付
■８月19日（木曜日）から申込受付開始

錦織公園 10月の花の見所　シオン 2021年９月下旬から10月下旬まで 河内の里 河内の里で、シオンが見頃を迎えます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

錦織公園 秋の自然観察会 １
2021年９月21日（火曜日）
13時30分から15時まで

河内の里
河内の里の花々をご案内します。
秋の草花を観察しながら、里内を巡ります。
歩きやすい服装と靴でお越しください。

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

■料金：無料
■定員：先着10名
■対象：18歳以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付
■８月21日（土曜日）から申込受付開始

錦織公園 秋の自然観察会 ２
2021年９月25日（土曜日）
13時30分から15時まで

河内の里
河内の里の花々をご案内します。
秋の草花を観察しながら、里内を巡ります。
歩きやすい服装と靴でお越しください。

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

■料金：無料
■定員：先着10名
■対象：18歳以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付
■８月21日（土曜日）から申込受付開始

錦織公園 稲刈りと秋野菜の収穫体験
2021年10月３日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

河内の里 河内の里の田んぼで稲狩り体験と秋野菜の収穫体験をします。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：200円
■定員：先着10名
■対象：小学４年生以上（保護者同伴）
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付
■９月３日（金曜日）から申込受付開始

錦織公園 河内の里の河内綿を紡ぐ
2021年10月10日（日曜日）
10時30分から正午まで

河内の里 河内の里で綿つむぎ体験をします。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：200円
■定員：先着５名
■対象：小学生以上（保護者同伴）
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付
■９月10日（金曜日）から申込受付開始

錦織公園 11月の花の見所　ツワブキ 2021年10月下旬から11月下旬まで 河内の里（里の家） 河内の里で、ツワブキが見頃を迎えます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

錦織公園 季節の寄せ植えづくり
2021年10月31日（日曜日）
10時30分から正午まで
13時30分から15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

■料金：1,000円
■定員：先着各５名
■対象：中学生以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付
■10月１日（金曜日）から申込受付開始

錦織公園 自転車安全教室
2021年11月３日（水曜日・祝日）
13時30分から15時30分まで

パークセンター 自転車シュミレーターを使った「自転車安全教室」を開催します。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：無料
■対象：どなたでも

石川河川公園
石川の希少種を守る！自然ボランティア
「石川自然クラブ」

2021年９月９日（木曜日）９時から正午まで
2021年10月14日（木曜日）１3時から16時まで
2021年11月11日（木曜日）１3時から16時まで

石川河川公園
（駒ヶ谷地区、自然ゾーン）

あまり知られていませんが、石川の河川敷には多くの絶滅危惧種が生息しています。
日本で一番小さなカヤネズミや、可憐な花のミゾコウジュは準絶滅危惧種、オオタカ・
オオヨシキリ・セッカなど石川で見られる多くの野鳥も、大阪府レッドデータブックの指
定種になっています。そんな生きものたちの生息地を守るため、石川河川公園では、
生きものの観察記録、河川敷の草地保全や外来種除去などさまざまな取り組みを
行っています。
ぜひ、石川の希少種を守る仲間になってください。

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■参加費：無料
■集合：公園事務所前（駒ヶ谷地区）

石川河川公園 Family Nature Program　飛鳥川での魚とり
2021年９月20日（月曜日・祝）
９時30分から11時まで

駒ヶ谷小学校前駐車場
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」メダカ・タウナギ、・フナ・オイカワ・ドジョウ等々

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■料金：500円/人
■定員：５家族（１家族は５名まで）
■実施日の１か月前の一日より受付開始予定
■申込：公園管理事務所窓口又は電話にて受
付

石川河川公園 （仮）昆虫採集イベント 2021年10月10日（日曜日） 駒ヶ谷地区管理事務所前 バッタやトンボなどの昆虫採集をテーマにしたイベントを予定（詳細未定）
石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■対　象：３歳から小学生まで（保護者同伴）
■定　員：先着５組（１家族は５名まで）
■参加費：300円/人
■実施日の１か月前の一日より受付開始
■申込：公園管理事務所窓口又は電話にて受
付

石川河川公園 Family Nature Program　ため池の水抜き
2021年10月24日（日曜日）
９時30分から11時まで

駒ヶ谷地区管理事務所前
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

■料金：各回 子ども500円、大人200円
■定員：先着順（子ども15名まで）
■実施日の１か月前の一日より受付開始予定
■申込：公園管理事務所で窓口・電話にて受付

住之江公園 ミュ－ジックガ－デン
2021年９月12日（日曜日）
10時から16時まで（雨天中止）

花と緑のスクエア
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を楽
しみませんか。今回はフリマも同時開催。

住之江公園管理事務所 
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料  但し物販は有料
■申込不要

住之江公園 すみすみフェスタ2021
2021年10月３日（日曜日）
11時から15時まで（雨天中止）

花と緑のスクエア
５月に延期になったプログラムです。ステ－ジではライブコンサ－トが、園路にはミニ
SLが走ります。模擬店やフリマも出展しますよ。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料　但し.物販は有料
■申込不要

住之江公園 ミュ－ジックガ－デン
2021年10月10日（日曜日）
11時から15時まで（雨天中止）

花と緑のスクエア
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を楽
しみませんか。今回はフリマも同時開催。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料
■申込不要

住之江公園 2021わんにゃんマルシェ＠住之江公園
2021年11月14日（日曜日）
10時から15時まで（小雨決行）

球技広場
犬猫に特化したマルシェ（手作り市）を開催。普通ブ－ス40～50店、福祉ブ－ス５～６
店、キッチンカ－５店、特設ドッグランやゲ－ム、相談コ－ナ－など盛りだくさんです。
どうぞ、うちの子とご来場ください。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■入場料：500円
■申込不要、但し入場制限有り



住吉公園 キャンドルナイト in 住吉公園
2021年９月21日（火曜日）
18時から20時40分まで（雨天中止）

花と水の広場周辺
被災地復興を願って、希望の灯をともそう
中秋の名月のもと、柔らかいキャンドルの光の中で、困難にも負けない「たいせつなも
の」に想いを馳せてみませんか？

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■料金：入場無料
■申込不要

住吉公園 楽しい自然工作
2021年10月10日（日曜日）
13時から15時まで（雨天中止）

運動場
快適なおさんぽ術・マナーを学び、みんなで公園のごみ拾い。
最後にゲーム大会で遊びましょう。

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■定員：30頭（先着順）

住吉公園 葉っぱでアート
2021年10月23日（土曜日）
10時から正午まで、13時から15時まで（2部制）

公園管理事務所前 色々な葉っぱを組み合わせたり、切り抜いたりして絵を描こう。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■材料が無くなり次第終了

住吉公園 わんわんおさんぽ塾 in 住吉公園
2021年10月23日（土曜日）
13時から15時まで

児童遊戯場南側 講師の方に教わりながら、どんぐり・木の実などを使って工作をしよう。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■定員：30名（先着順）

住吉公園 すみ博2021
2021年10月30日（土曜日）、31日（日曜日）
（住吉公園は、10月30日（土曜日）のみ）
10時から16時まで（雨天中止）

花と水の広場周辺
住吉の豊かな歴史・文化と新しい発想を融合させた、地域住民が主役のイベント！
住吉公園では、住吉カルタ取り、玉すだれ、ワークショップなどを開催

住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■料金：入場無料
■申込不要

浜寺公園 おおさか都市緑化フェア2021
2021年10月31日（日曜日）
10時から15時まで

浜寺公園内

『まち、里、森を繋ぐ』をテーマに、都市緑化に関する知識を深め、地域の魅力・にぎわ
いを再認識していただけるようなワークショップなどを開催。
樹木の剪定実演講習や農産物マルシェ、どんぐりを使ったネイチャークラフトなど盛り
だくさん！

大阪府 都市整備部
都市計画室 公園課
電話番号：06-6944-7594

■料金：入場無料
■申込不要

大泉緑地 観葉植物でカラーサンド
2021年９月12日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 カラフルなグリーンインテリアでお部屋の彩りを！
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1000円
■定員：18名
■持ち物：持ち帰り用の袋
■申込方法：８月12日（木曜日）10時より、花と
緑の相談所　窓口又は電話にて受付開始。（先
着順）

大泉緑地 秋色アジサイでリースづくり
2021年９月26日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 アジサイや色々なドライフラワーを使って、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

■参加費：500円
■定員：20名
■持ち物：ペンチ、ハサミ、持ち帰り用袋
■申込方法：８月26日（木曜日）10時より、花と
緑の相談所　窓口又は電話にて受付開始。（先
着順）

大泉緑地 秋のハーブの寄せ植え
2021年10月３日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室
アロマカティス、ローズマリー、ミントなど香りを楽しむハーブを中心に寄せ植えをしま
す。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：500円
■定員：18名
■持ち物：軍手、持ち帰り用袋（大きめで丈夫な
袋。）
■申込方法：９月３日（金曜日）10時より花と緑
の相談所 窓口又は電話にて受付開始。（先着
順）

大泉緑地 「ぬり絵」で楽しむ水彩画
2021年10月10日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室
水彩絵の具を使って、「ぬり絵」で大泉緑地の風景を描いてみましょう。
四季折々の線画と彩色見本を用意しています。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：無料
■定員：20名
■対象：中学生以上
■持ち物：水彩絵具、筆、水入れなど
■申込方法：９月10日（金曜日）10時より花と緑
の相談所 窓口又は電話にて受付開始。（先着
順）

大泉緑地 黄昏ヨガ
2021年10月16日（土曜日）
16時から17時まで（雨天中止）
 （15時30分に管理事務所集合・受付）

中央花壇 夕日からの癒しパワーでリラックスしてヨガを行います。
大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■参加費：500円
■定員：20名
■対象：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)
※着替えは管理事務所２階会議室をご利用下さ
い。
■申込方法：９月16日（木曜日）10時より、管理
事務所窓口又は電話にて受付開始。（先着順）
※キャンセル待ちの方は、前日までにご連絡さ
せて頂いた方のみ参加可能です。

大泉緑地 苔テラリウム作り
2021年10月24日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 容器の中に数種類のコケを植え付け、小さな苔の森を作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1500円
■定員：20名
■対象：小学生以上
■持ち物：ピンセット、ポケットティッシュ
■申込方法：９月24日（金曜日）10時より花と緑
の相談所 窓口又は電話にて受付開始。（先着
順）

大泉緑地 木の実でアレンジリース
2021年10月31日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

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使いリースを作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：700円
■定員：20名
■持ち物：ペンチ、ハサミ、木工ボンド、
持ち帰り用袋
■申込方法：10月１日（金曜日）10時より花と緑
の相談所 窓口又は電話にて受付開始。（先着
順）

大泉緑地 ネイチャークラフト
2021年11月７日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 自然素材を使った工作を行います。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：無料
■定員：15名

大泉緑地 おしゃれなインテリアハーバリウム
2021年11月14日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 クリスマスにも飾れる素敵なハーバリウムを作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1300円
■定員：18名

大泉緑地 ひつじの毛で干支のトラづくり
2021年11月21日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講習会室 大泉緑地ひつじ広場の三頭の羊たちの毛を使って、可愛いトラを作りましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：500円
■定員：20名

大泉緑地 クリスマスリース
2021年11月28日（日曜日）
13時30分から15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。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：700円
■定員：20名

http://www.nishikinohama.com/


二色の浜公園 2021　ビーチフェスティバル　in　二色の浜
2021年10月３日（日曜日）
10時から16時まで　（※予定）

中央砂浜海岸

二色の浜公園において、マリンスポーツ体験イベントを開催します。エンジン付キッズ
ボート・水上オートバイ・カヌー・スタンドアップパドル（SUP）・BIGSUPの体験が出来ま
す。
お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
尚、コロナ感染症状況により、中止またはYouTube配信に切替の可能性有。

二色の浜公園管理事務所
電話番号：072-422-0442

■当日現場受付
■参加費：無料（予定）

二色の浜公園
第13回
二色の浜公園　ウォーキングDAY
（予定）

2021年11月 予定
９時30分集合　10時ウォーキングスタート
（小雨決行、荒天中止　順延なし）

二色の浜公園　沢・脇浜地区

健康維持増進！生活習慣病対策！今年で13回目を迎える大人気イベントです！
歩くコースは、短いコースと長いコースの２つをご用意。その日の体調にあわせ選べま
す。いろいろな歩き方やストレッチを覚えて楽しくウォーキング。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。
尚、コロナ感染症状況により、中止の可能性有。

事前電話受付（予定）
電話番号：072-422-0442
※当日現地受付も可

■場所：二色の浜公園（正面入り口テント前集
合）
■参加料：無料
■定員200名（定員になり次第受付終了）

蜻蛉池公園 きらっと泉州☆育2021
2021年10月31日(日曜日)
10時から15時まで（小雨決行、荒天中止）

野原の広場
水と緑の音楽広場

農業、福祉などが協力し繋がるきっかけとなる場所、また障がいがあってもなくても子
供さんたちが同じ空間で楽しく遊び、音楽を感じながら楽しめるイベントを開催します。

きらっと泉州実行委員会
E-
mail:pocapoca.himawari@gmail
.com

■問い合わせ先
「きらっと泉州☆育」実行委員会

りんくう公園 第7回りんくう公園デジタルフォトコンテスト
【募集期間】
2021年４月１日（木曜日）から2022年１月31日（月曜
日）まで

りんくう公園管理事務所 テーマ【来て！見て！知って！！ほしいりんくう公園】を教えて下さい！

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717
URL：http://rinku.osaka-
park.or.jp/photocontest-
requirement

■応募方法：ホームページの専用フォーム、メー
ル、持参、郵送にて応募
■応募要項：りんくう公園で１年以内に撮影され
た未発表の写真。データは１MB以上３MB以下。
形式はJPEGのみ。お一人様１作品まで応募可
能。合成写真、画像処理や加工した作品は応募
不可です。※応募サイズへのサイズ変更は可。
・応募作品の著作権は主催者に帰属し、無償で
ホームページ等で使用させていただく場合があ
ります。
・応募いただいた作品は返却いたしません。
・第三者の被写体がある場合、必ず本人の承諾
を得てください。

りんくう公園 根株の重さを当てよう！
2021年９月11日（土曜日）から11月10日（水曜日）ま
で

りんくう公園管理事務所１階

平成30年９月、台風21号の被害でりんくう公園では、約200本以上の樹木が倒れまし
た。
被害にあったクロマツの根株の重さを当ててください。
ピタリ賞には、りんくう公園の駐車場サービス券10枚をプレゼント！

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

期間中、管理事務所１階に展示している根株を
見て、QRコードからご応募ください。
ただしご応募は、一人１回限りです。
重量の結果は、11月中旬ごろにホームページに
て発表します。
URL http://rinku.osaka-park.or.jp

りんくう公園 サンセットヨガ
2021年９月11日（土曜日）　
18時から19時まで（雨天中止）

シンボル緑地　太鼓橋上 四季の泉に沈む夕日を眺めながら、心と身体をリフレッシュ！
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
■申込開始日時：８月11日（水曜日）より
■要事前予約
■参加費：500円
■募集人数：20名（16歳以上）
■持ち物：運動しやすい服装、飲み物、着替え、
タオル、蚊対策

りんくう公園 多肉寄せ植え講習会
2021年10月12日（火曜日）　
10時30分から正午まで

総合休憩所３階 額縁タイプの鉢に多肉植物を植え付けしていきます。
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へ電話にて受付
■申込開始日時：９月13日（月曜日）10時より
■参加費：1,200円（当日支払）
■募集人数：20人
■持ち物：花ばさみ、ゴム手袋、持ち帰り用袋
※鉢の幅は約22cm四方です。

りんくう公園 多肉寄せ植えミニ講習会
2021年10月24日（日曜日）　
14時から16時まで

管理事務所１階北側（アイスパーク
エリア側）

泉佐野市野外音楽堂こけら落としイベント！
りんくう公園の多肉ミニ寄せ植え講習会です。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■イベント当日、整理券を配布します。整理券を
お持ちの方のみご参加いただけます。
■参加費：無料
■詳しくは、公園管理事務所までお問い合わせ
ください。

りんくう公園 とっておきの音楽祭 inりんくう大阪2021
2021年11月６日（土曜日）、11月７日（日曜日）
10時30分から18時まで（予定）

シンボル緑地　海への道、石舞台、
夕日の見える丘

”とっておきの音楽祭”は、障がいのある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、音楽のチ
カラで心のバリアフリーを目指す音楽祭です。2001年に仙台市で始まり、りんくうタウン
では４回目の開催です。合言葉は、「みんなちがってみんないい」です。

「とっておきの音楽祭inりんくう
大阪 実行委員会」事務局
【Email】info@totteoki-rinku-
osaka.com
【Fax】072-461-4351
【公式HPお問い合わせフォー
ム】https://nigiwai-
p.jp/totteoki/35-2/

■会場はりんくう公園のほか、りんくうプレミア
ム・アウトレット、りんくうプレジャータウンシーク
ル、りんくうパピリオなど
■詳細は公式HP（https://nigiwai-
p.jp/totteoki/）にてご確認下さい。

りんくう公園 第18回マーブルドリル

2021年11月26日（金曜日）【定員：10名】
　　　　 11月27日（土曜日）【定員：20名】
           11月29日（日曜日）【定員：20名】
各日　10時30分から約２時間

総合休憩所３階
園内の花木を利用したおしゃれなクリスマス飾り講習会。
今年のテーマは【一年の思いを込めたクリスマスツリー】～感謝・感動・健康・幸せの
願いを込めて～

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■申込開始日時：11月２日（火曜日）10時より電
話にて受付
■参加費：1,500円（当日支払）
■持ち物：花ばさみ、ゴム手袋、持ち帰り用袋
※今年の作品は背丈が高いです。
※１回の電話での受付は２名様までとさせてい
ただきます。

せんなん里海公園
ヒップアップヨガ
ヨガの呼吸法でリラックス ヒップアップヨガで目
指せ美尻！

2021年10月17日（日曜日）
10時から11時30分まで

しおさい楽習館横大阪側芝生広場
（雨天時は、潮騒ビバレー２階多目
的ルーム）

コロナ禍における運動不足の解消と免疫力の向上、さらに公園の芝生の上で、気持ち
良くヨガを体験することで、心も身体もリラックスできるしていただきます。

せんなん里海公園管理事務
所
電話番号：072-494-2626

■参加費：無料（駐車料金別途640円）
■定員：先着20名（中学生以上）
■申込：10月３日（日曜日）10時から電話・窓口
にて受付開始
■持ち物：タオル・飲み物・運動のできる服装

せんなん里海公園 ビーチテニス教室
2021年10月24日（日曜日）
13時から15時まで

潮騒ビバレーコート

ビーチテニスの体験教室。
ビーチテニスとは、ビーチバレーとテニスの特性を併せ持ち、年齢を問わずファミリー
で楽しんでいただけるスポーツです。砂浜でプレイするノーバウンドのテニスの体験教
室を開催します。

せんなん里海公園管理事務
所
電話番号：072-494-2626

■参加費：無料、駐車料金別途640円
■定員：先着20名　４歳以上(保護者同伴）
■申込：10月５日（火曜日）10時から電話・窓口
にて受付開始
■持ち物：タオル・飲み物・運動のできる服装



せんなん里海公園 ビーチバレー教室
2021年11月14日（日曜日）
13時から15時まで

潮騒ビバレーコート
ビーチバレーの体験教室です。
ビーチバレーのチームＢＴＯＣさんにビーチバレーのコツを教えていただきます。

せんなん里海公園管理事務
所
電話番号：072-494-2626

■参加費：無料、駐車場料金別途640円
■定員：先着20名（中学生以上）　
■申込：11月１日（月曜日）10時から電話・窓口
にて受付開始
■持ち物：タオル・飲み物・運動のできる服装

泉佐野丘陵緑地 レンジャー棚田で農業体験しませんか？
2021年９月24日（金曜日）
10時から15時まで

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」の棚田チームは園内にあるレン
ジャー棚田でもち米や野菜、お茶など季節の作物を育てています。活動に参加して季
節によって変化する様々な農業体験をしてみませんか。水田や茶畑の手入れなどを
行う予定です。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

■参加費：無料
■定員：先着15名
■持ち物：マスク、帽子、軍手、タオル、飲み物、
昼食
■服装：長袖、長ズボン、長靴または汚れても良
い運動靴
■申込方法：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の窓口・電話
にて受付
■申込期限：９月23日（木曜日・祝）正午まで

泉佐野丘陵緑地 パークレンジャー養成講座（全５回）

■第１回：2021年９月26日（日曜日）
　９時45分から15時30分まで
■第２回：2021年10月10日（日曜日）
　10時から15時30分まで
■第３回：2021年10月24日（日曜日）
　10時から15時30分まで
■第４回：2021年11月14日（日曜日）
　10時から15時30分まで
■第５回：2021年11月28日（日曜日）
　10時から16時まで

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」になって、一緒にイベント活動や公
園づくりを行いませんか？イベントの企画方法や植栽管理などの基礎知識を学び、野
外での実習を通じて泉佐野丘陵緑地のパークレンジャーになるための養成講座を開
催します。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

■参加費：500円（保険料）
■定員：20名（先着順）
■申込方法：参加申込書に記入の上、郵送、
FAX、E-mail、パークセンター窓口のいずれかで
申し込み
■申込期限：９月16日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地
自然観察会　「探検・発見！公園の不思議な世
界！」

2021年９月26日（日曜日）
10時から正午まで

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

■参加費：無料
■定員：先着20名（小学生以上）
※小学生は保護者同伴
■服装：長袖、長ズボン、帽子、歩きやすい靴
■持ち物：飲み物、あればコンパクトカメラ
■申込方法：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の窓口・電話
にて受付
■申込期限：９月16日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 もち米の稲刈りをしてお米づくりを体験しよう！

■第１回：2021年10月９日（土曜日）
■第２回：2021年10月23日（土曜日）
■第３回：2022年１月９日（日曜日）
　いずれも10時から12時30分まで
※小雨決行、雨天の場合は翌日に順延
※全３回のプログラム
※３日間とも参加できること

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」と一緒に園内の棚田でもち米の稲
刈り・脱穀をし、とれたもち米でもちつきを体験しませんか。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

■参加費：300円（毎回徴収）
■定員：先着30名
■対象：３歳以上（小学生以下は要保護者同伴）
■持ち物：マスク、飲み物、タオル、軍手
■服装：長袖、長ズボン、長靴、帽子
■申込方法：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の窓口・電話
にて受付
■申込期限：９月30日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 四海波花籠づくりをしよう！

2021年10月16日（土曜日）
2021年10月17日（日曜日）
10時から15時まで
※全２回
※２日間とも参加できること

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」は、公園にある竹の利活用に取り
組んでいます。竹林管理で不要になった竹を再利用して、竹ひごづくり～竹籠づくりを
学びます。もの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

■参加費：500円（※第１回に徴収）
■定員：先着８名（高校生以上）
■服装：長袖、長ズボン、運動靴
■持ち物：マスク、お弁当、飲み物、作業用ゴム
手袋もしくは軍手
■申込方法：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
■申込期限：10月６日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 サツマイモの収穫体験
2021年10月30日（土曜日）
10時から正午まで
※小雨決行、雨天の場合は翌日に順延

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、サツマ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

■参加費：200円
■定員：20名（３歳以上）
　※申込多数の場合は抽選
■服装：長袖、長ズボン、長靴、帽子
■申込方法：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
■申込期限：10月20日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 秋の郷遊び
2021年11月６日（土曜日）
10時から15時まで（予定）
※雨天時は翌日に順延

泉佐野丘陵緑地

泉佐野丘陵緑地で昔ながらの郷遊びを楽しみませんか？泉佐野丘陵緑地の公園ボ
ランティア「パーククラブ」が中心となり、公園の資源を活用したプログラムを企画しまし
た。干し柿づくりやサトイモの収穫体験など、秋の魅力感じるプログラムにぜひご参加
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

■参加費：各プログラムによる
■定員：各プログラムによる
■服装：長袖、長ズボン、運動靴
■申込方法：当日受付

泉佐野丘陵緑地 タマネギの植え付け体験
2021年11月20日（土曜日）
10時から11時30分まで（予定）

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、タマネギの植え付け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

■参加費：100円（予定）
■定員：30名（３歳以上）
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装、長
靴もしくは運動靴）
■持ち物：軍手、飲み物
■申込方法：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
■申込期限：11月10日（水曜日）正午まで


