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公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

箕面公園 企画展「世界の蝶　アゲハとタテハ」
2021年12月８日（水曜日）から2022年５月９日
（月曜日）まで

昆虫館
蝶のなかでも大型で多彩な色のものが多い
世界の「アゲハチョウ」と「タテハチョウ」を紹介します（標本展示） 箕面公園管理事務所：072-721-3014

■開館時間：10時から17時まで（最終入館受付は16時30分
まで）
■休館日：火曜　（火曜祝日の場合は開館し翌日休館）
　※2021年12月28日から2022年１月３日は休館　※１月24
日から２月４日：館内設備等メンテナンスのため臨時休館
（土曜・日曜は開館）
■入館料：高校生以上280円　中学生以下無料　＊障害者
手帖の提示で本人と介助者１名無料
※小学３年生以下のお子さまには保護者（大人の方）の同
伴要。

箕面公園
自然工作ワークショップ　森の素材でクリスマス飾りをつ
くろう

2021年12月11日（土曜日）
11時から15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！
①11時から12時15分まで（定員８名）　②12時30分から13時45分まで（定員８名）　③14時から15時15分まで（定員８名）

箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：どなたでも
■定員：24人（各回８人）　
■要事前申込み：11月22日より受付開始
■参加費：200円／ひとり１種類

箕面公園
みのおこうえん自然観察会12月－落葉の下のいきもの
観察－

2021年12月19日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園内
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？
野外観察会

箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：15名
■要事前申込み：11月25日より受付開始
■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
■雨天中止

箕面公園 楽しむ、近くの低山ハイク－歩きおさめ、箕面の山－ 2021年12月26日（日曜日）
10時から15時まで

公園周辺山麓
今年の歩きおさめは、役の行者昇天の地といわれる天上ヶ岳へ。
予定コース：石子詰－三国峠－ようらく台－天上ヶ岳－百年橋－箕面大滝－瀧安寺（解散）　約11km
当日集合場所　：阪急箕面駅前　９時50分

箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：大人（高校生以上）
■定員：15名
■要事前申込み：11月26日より受付開始　
■参加費：100円／ひとり
■雨天中止

箕面公園
みのおこうえん自然観察会１月－冬の野鳥と冬の木の
実をさがそう－

2022年１月16日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園内
冬の森。ひっそりとしたたかに生きぬく鳥たちと、
鳥たちに人気の冬の果実をさがしてみよう
野外観察会

箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：どなたでも
■定員：15名
■要事前申込み：12月中旬より受付開始
■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
■雨天中止

箕面公園 昆虫ＤＩＹ－チョウの鱗粉観察－ 2022年１月23日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園昆虫館研修
室

チョウの鱗粉を観察します。　最後は翅をラミネート加工して栞をつくります。 箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：15名
■要事前申込み：12月下旬より受付開始（抽選）
■参加費：200円／ひとり　（保護者も）

箕面公園 楽しむ、近くの低山ハイク－真冬の山あるき－
2022年1月30日（日曜日）
10時から15時まで

公園周辺山麓
臨とした冬の澄んだ空気の中、箕面からお隣・池田まで。
予定コース：桜広場－教学の森－六個山（松尾山）－五月山（千代山）－阪急池田駅（解散）　約9km
当日集合場所　：阪急箕面駅前　9時50分

箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：大人（高校生以上）
■定員：15名
■要事前申込み：12月下旬より受付開始　
■参加費：100円／ひとり
■雨天中止

箕面公園
みのおこうえん自然観察会２月－冬越しする生きもの観
察－

2022年２月13日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園内
秋に木にまいた「こも巻き」のなかではどんな生きものが冬を越しているのか観察しよう
（野外観察会）

箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：15名
■要事前申込み：１月中旬より受付開始
■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
■雨天中止

箕面公園 自然工作ワークショップ　小枝でつくる雛飾り 2022年２月20日（日曜日）
11時から15時30分まで（３部定員制）

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。
①11時から12時15分まで（定員10名）　②12時30分から13時45分まで（定員10名）　③14時から15時15分まで（定員10名）

箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：どなたでも
■定員：各回10名
■参加費：100円／ひとり１種類
■要事前申込み(１月下旬より受付開始）

箕面公園 昆虫ＤＩＹ－コオロギ相撲－
2022年２月27日（日曜日）
11時から正午まで

昆虫館研修室 コオロギ相撲って知ってる？　優勝者には賞状を贈呈します 箕面公園管理事務所：072-721-3014

■対象：未就学児から小学生とその保護者
■定員：15名
■要事前申込み：１月下旬より受付開始（抽選）
■参加費：100円／ひとり　（保護者も）

服部緑地 服部緑地ウォーターランド　フィッシングパーク
2021年10月22日（金曜日）から2022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開始！
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、年末年始
時　間：８時から16時まで（ご入場は14時まで）
料　金：２時間券（一般：1,800円・子供：1,300円）
※１日券、午後券も販売しております。
主催：株式会社ゴーセン
共催：服部緑地指定管理グループ

服部緑地 Myサンタ＆松ぼっくりでミニツリーをつくろう 2021年12月５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

枝や木の実を使って、ミニサンタとクリスマスのミニツリーを作ります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：500円
■定員：12名
■対象：どなたでも
■持ち物：持ち帰り用の袋
■要事前申込み：11月14日から電話または来所で受付。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地 ミニ門松づくり
2021年12月18日(土曜日)
１回目：10時30分から正午まで
２回目：13時30分から15時まで

都市緑化植物園　第
１スタジオ

松、竹、梅やナンテンなどをあしらい、お正月用のミニ門松をつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：800円
■定員：各回10名
■対象：どなたでも
■持ち物：手袋、持ち帰り用の袋
■要事前申込み：11月27日から電話または来所で受付。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地 しょくぶつえんのヨーガ・セラピー

2021年12月８日（水曜日）
2022年１月12日（水曜日）
2022年２月９日(水曜日)
10時30分から正午まで

2021年12月20日(月曜日)
2022年１月24日(月曜日)
2022年２月21日(月曜日)
14時から15時30分まで

都市緑化植物園　第
１スタジオ

ゆったりと深～く呼吸する・・・それだけで心とからだは変わります。
自分で自分自身を癒し、整える「ヨーガ・セラピー」を一緒にはじめてみませんか？

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：500円
■定員：10名
■対象：16才以上の方
■ヨガのできる服装でお越しください。
■要事前申込み：電話または来所で受付。
12月分は11月15日(月曜日)から受付開始
１月分は12月19日(日曜日)から受付開始
２月分は１月15日(土曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要

大阪府営公園　冬のイベント　2021



服部緑地 しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室

2021年12月10日(金曜日)
2022年１月14日（金曜日）
2022年２月18日(金曜日)
10時30分から11時30分まで

都市緑化植物園　第
１スタジオ

温室のトロピカルな緑を眺めながら、ゆったりとフラで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

■参加費：無料
■定員：10名
■対象：お子様連れの方は生後12カ月まで
■持ち物：ルームシューズまたは厚手の靴下、飲み物など
■動きやすい服装でお越しください。
■要事前申込み：電話または来所で受付。
12月分は11月10日から受付開始
１月分は12月15日から受付開始
２月分は１月19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 しょくぶつえんの育みサロン　音楽で赤ちゃんとあそぼう

2021年12月16日(木曜日)
2022年１月20日(木曜日)
2022年２月17日(木曜日)
はいはいクラス：10時30分から11時10分まで
よちよちクラス：11時30分から12時10分まで

都市緑化植物園　第
１スタジオ

カスタネットやハンドベルなどを使って季節の歌を歌ったり、合奏して、親子で楽しく遊びます。
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：各クラス９組
■対象：はいはいクラスは生後５ヶ月から11カ月の親子、よ
ちよちクラスは１才から18カ月の親子
■要事前申込み：電話または来所で受付。
12月分は11月17日から受付開始
１月分は12月20日から受付開始
２月分は１月17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
さがそう！森のお友達
～きみだけののはらうたをつくろう！～

2022年１月16日（日曜日）
13時30分から15時まで

都市緑化植物園第１
スタジオ＆園内

近畿大学文学部文化デザイン学科の皆さんがプロデュースするキッズ向けイベント。工藤直子さんの詩集「のはらうた」の読み聞かせを
行います。そして、植物園のなかでスタンプラリーを行って自分だけの「のはらうた」を完成させましょう。
自然と触れ合う中で、何かを作り上げる楽しさや協力して何かを成し遂げる大切さを感じてもらうワークショップです。

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：15組
■対象：３才から小学３年生までのお子様とその保護者
■要事前申込み：12月17日から電話または来所で受付。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地 しょくぶつえんで子育てママのためのフラワーセラピー 2022年１月26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歳までのお子様をお連れのママ
■要事前申込み：12月26日から電話または来所で受付。
※別途入園料220円が必要

服部緑地 早春の寄せ植えづくり
2022年２月６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

季節の花を使った寄せ植え講習会です。
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。
■要事前申込み：1月10日から電話または来所で受付。
※別途入園料220円が必要

服部緑地 しょくぶつえんで子どものためのバレンタイン花育教室 2022年２月13日（日曜日）
10時30分から正午まで

都市緑化植物園　第
１スタジオ

器の飾りつけから、お花のアレンジまで、お子さまの自由な発想で自分で作ったフラワーアレンジメントを体験できます。
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：18名
■対象：３才から中学生まで
■要事前申込み：電話または来所で受付。
１月13日から受付開始
※別途入園料220円が必要

服部緑地 冬の花の見所　椿 2021年12月から2022年４月頃まで
椿山、温室(カメリア
ルーム)

服部緑地都市緑化植物園は500品種、約1150本の椿を有する関西でも有数の椿の見所です。
椿山を中心に様々な品種のツバキが次々と花を咲かせます。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

寝屋川公園 キラキラ★イルミネーション
2021年12月１日（水曜日）から2022年１月10日
（月曜日・祝日）まで
点灯時間は17時から21時まで

時計塔前
寝屋川公園において、キラキラ★イルミネーションを行います。
三本柱の時計塔をツリーに見立て、
冬の夜空にキラキラとChristmas lightsに輝くイルミネーション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

■入場無料

寝屋川公園 るらるマーケット in 寝屋川公園 2021年12月12日（日曜日）
10時から16時まで

中央広場
いらなくなったものを捨てるのではなく、リユースしませんか？　女子大生が主催で60ブースのフリーマーケット＆雑貨市が開催されま
す。色々なワークショップも！　キッチンカーや屋台もでます。

株式会社HAGI
電話番号：050-3177-5176

■入場無料

寝屋川公園
「野鳥観察会」
～よく見ると野鳥もいっぱい～

2022年１月15日（土曜日）　
10時から正午まで

管理事務所前集合
寝屋川公園にも、たくさんの野鳥がやってきます。
冬のシーズン到来です。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

■参加費:無料
■定員：先着20名
■申込：12月15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
「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部・その４」
～春を待つ公園の樹木たち～

2022年２月８日（火曜日）
10時から正午まで

管理事務所会議室か
ら園内

春を待つ虫たちや樹木の様子を見つけながら、早春の寝屋川公園で一緒にお散歩しませんか？
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費:無料
■定 員: 20人
■申 込：2022年１月７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 クリスマスイルミネーション点灯
2021年12月１日（水曜日）から25日（土曜日）ま
で

パークセンター パークセンター内外にクリスマスイルミネーションを設置します。
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

山田池公園 クリスマスリース作り 2021年12月５日（日曜日）
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、自然素材を使ったクリスマスリースの講習会を開催します。自分らしいリースを素敵に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

■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。）
■先着順　10人
■参加費：1000円

山田池公園 防災ハイキング 2021年１月10日（月曜日・祝日）
10時から正午まで

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た先
着100名の方には、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、素敵な景品をプレゼントします。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

山田池公園 新春もちつき
2022年１月10日（月曜日・祝日）　
10時から正午まで

実りの里休憩所前広
場

臼と杵を使った本格的なもちつきイベントです。
家族で昔懐かしい、もちつきを楽しみましょう。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■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。）
■先着順　20組（ただし、小学生以下の子どもを含むご家
族）
■参加費：無料

山田池公園 早春の俳句大募集
2022年２月７日（月曜日）から21日（月曜日）ま
で

花木園（梅林）
梅にまつわる俳句を募集します。
応募作品は梅林内特設掲示板に展示します。
また、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

■申込方法：花木園（梅林）の特設応募箱に入れてくださ
い。
■おひとり１句
■料金：無料

深北緑地 リサイクルフェア 2021年12月12日(日曜日)
10時から16時まで

テニスコート前広場
未来につなげようエコの環！
大人から子どもまで楽しめるイベントです。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 ミニ門松作り
2021年12月19日(日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 松、竹、ナンテンの実、締め紐などでミニ門松を作ります。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：500円
■申込み：12月１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 きらきらナイト
2021年12月４日（土曜日）
15時から19時頃まで

中地区　花の道

街がクリスマス色に染まる12月、久宝寺緑地でクリスマスの雰囲気一杯の夜を過ごしてみませんか？
暖かい食べ物とジャズコンサートで一足早いクリスマスを楽しんでください。
15時から　　屋台での販売開始、ボランティア表彰式
17時30分から　イルミネーション点灯カウントダウン
17時30分から　ジャズコンサート

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

久宝寺緑地 ノルディックウォーキング講習会

2021年12月５日（日曜日）
2022年１月９日（日曜日）
2022年２月６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 川原ウォーキング講習会
2022年１月10日(月曜日・祝日)
2022年２月14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
■申込み:　久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて受付

久宝寺緑地 レッツ久宝探検隊

■クリスマスリースを作ろう
2021年12月19日（日曜日）
10時から正午頃まで

■春の野草をみつけよう
■七草がゆを食べよう
2022年１月23日（日曜日）
10時から正午頃まで

■植物を使ったアート　冬芽の不思議
2022年２月27日（日曜日）
10時から正午頃まで

中地区　花の道

【12月】
つる性植物や秋の野山にどんなものがあるかを学び、クリスマスリースを作ってみましょう。
【１月】
いろんな野草が生え、ひとつひとつに名前があることを学び、野草に親しむ。節句の歴史と意義を学びましょう。
【２月】
公園内を散策し、冬の風景を味わいながら、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
■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 みどり塾

■ミニ門松作り
2021年12月19日（日曜日）
10時から11時30分まで

■春が楽しみビオラのハンギング
2022年１月16日（日曜日）
10時から11時30分まで

■気分はもう春！心ウキウキ一足先に春を楽
しむ寄せ植え
2022年２月20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

植物の専門家の先生に、植物を使ったクラフトや寄せ植えのテクニックを教わります。
【12月】
植物の特徴や育て方、施肥や水やりの勘所まで、作品を長く楽しむためのコツも学びましょう。
【１月】
今回は、寒い冬にも美しく咲く、ビオラのハンギングバスケットの作り方、手入れの仕方を教えていただきます。
【２月】
春の草花を使った寄せ植えを作ります。

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
■定員：それぞれ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）12月：1,500円　１月：1,800円　２月：2,000円

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12月11日（土曜日）
2022年１月８日（土曜日）
2022年２月12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12月25日（土曜日）
2022年１月22日（土曜日）
2022年２月26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 久宝寺こうえんマルシェ

2022年１月23日（日曜日）
10時から16時まで
2022年２月27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 節分祭 2022年２月３日（木曜日）
13時30分から

北地区　風の広場 豆まきイベントを開催。久宝寺緑地に鬼がやってくる！みんなで鬼退治をしよう！
久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2490

■料金：無料
■当日北地区風の広場までお越し下さい

枚岡公園 正月飾りを作ろう
2021年12月12日（日曜日）
９時30分から12時まで

森の工作室 稲わらで正月飾り（しめ縄風の飾り）を作ります。あなただけのオリジナル飾りで新年を迎えましょう。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：800円
■定員：10名（先着順）
■申込方法：12月１日10時から電話にて受付開始(先着順)
定員になり次第受付は終了します。

枚岡公園 コケ玉で作る正月飾り
2021年12月26日（日曜日）、12月27日（月曜
日）
９時30分から11時30分まで

森の工作室 枚岡公園恒例「ミニ門松づくり」今年は指向を変えて、コケ玉を使った正月飾りを作ります。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：1,000円
■定員各日10名（先着順）
■申込方法：12月15日10時から電話にて受付開始（先着順)
定員になり次第受付終了します。

枚岡公園 冬鳥観察会 2022年２月27日（日曜日）
９時15分から正午まで

枚岡公園内 枚岡公園内で冬の野鳥観察会を開催します。
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：15名（先着順）
■持ち物：飲み物・雨具・マスク等感染予防対策あれば野鳥
図鑑，双眼鏡
■申込方法：
事前申込：2022年２月１日10時から電話にて受付開始

錦織公園 森の実習隊
2021年12月18日（土曜日）、
2022年１月22日（土曜日）、２月26日（土曜日）
10時から15時まで

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。
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５名
■対象：18歳以上
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて随時受付

錦織公園 季節の寄せ植えづくり
2021年12月５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
■11月５日から錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受
付

錦織公園 季節のクラフト
2021年12月12日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

公園管理事務所 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
FAX：0721-24-0240

■料金：100円
■定員：先着５名
■対象：小学４年生以上（保護者同伴）
■11月12日から錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて
受付

錦織公園 小さな門松づくり
2021年12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 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
FAX：0721-24-0240

■料金：700円
■定員：先着各５名
■対象：中学生以上
■11月19日から錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて
受付

錦織公園 12月の花の見どころ　サザンカ 2021年11月下旬から2022年１月下旬 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
FAX：0721-24-0240

錦織公園 冬の野鳥観察会
2022年１月８日（土曜日）
10時から正午まで

公園管理事務所 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
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
■12月８日から申込受付開始

錦織公園 シイタケの菌打ち
2022年２月５日（土曜日）
13時30分から15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
FAX：0721-24-0240

■料金：500円
■定員：先着５名
■対象：小学高学年（４年生）以上（保護者同伴）
■2022年１月５日から錦織公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付



錦織公園 グローイングアップ・ワイルド
2022年２月６日（日曜日）
９時30分から16時45分まで

公園管理事務所 幼児向け環境教育プログラム資格講座。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■料金：9,000円
■定員：先着５名
■対象：18歳以上
■2022年１月６日から錦織公園管理事務所、窓口及び電話
にて受付

錦織公園 ２月の花の見所　梅 2022年２月中旬から３月初旬まで 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
FAX：0721-24-0240

長野公園 薪割り＆薪ストーブ体験
2022年２月23日（水曜日）
13時から15時まで

長野地区
長野公園で伐採した枯死木の薪割り体験と、管理事務所内にある薪ストーブを使って、割った薪の火付け体験と、薪ストーブを使って
焼き芋作りをする体験会。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■2022年２月１日から長野公園管理事務所で窓口・電話に
て受付
■先着10名(先着順)
■対象：どなたでもご参加いただけます。(幼児から小学生
は保護者同伴)
■料金：500円
■持ち物：軍手、動きやすい服装、水分

石川河川公園 クリスマスリースづくり
2021年12月11日（土曜日）
13時から16時まで

駒ヶ谷地区 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

■11月４日から石川河川公園管理事務所で窓口・電話にて
受付
■先着20名(定員に達し次第締め切ります)
■対象：どなたでもご参加いただけます。(幼児から小学生
は大人がご同伴ください。)
■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

石川河川公園 石川正月祭り～凧揚げ無料貸し出し～
2022年１月４日（火曜日）から１月16日（日曜
日）まで
９時から16時まで

駒ヶ谷地区
管理事務所で子供用カイトの無料貸し出しを行います。
公園の原っぱで体を動かすのにいかがですか。
（貸し出しできる凧には限りがあります。ご了承ください）

石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■石川河川公園管理事務所で窓口で随時受付
■対象：幼児から小学生まで（申込みは大人同伴)
■料金：無料

石川河川公園 野鳥フェア　～鳥っておもしろ！～
2022年２月４日(金曜日）から２月６日（日曜日）
まで
９時から17時まで

駒ヶ谷地区

石川の鳥・・里山の鳥・・いろんな “トリ” に出会う企画です。
・野鳥の羽根・剥製の展示
・野鳥グッズの販売
・羽根の鑑定

石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■参加費：無料
■申込不要

石川河川公園 冬の野鳥観察会 2022年２月５日（土曜日）
13時から16時まで

駒ヶ谷地区 石川の水辺や河川敷にいる鳥たちに会いに行きましょう。
石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■料金：300円
■定員：先着20名程度
■対象：小学生以上　
※小学生は大人のご同伴をお願いします
■１月より受付開始予定
■申込：公園管理事務所窓口又は電話にて受付

住之江公園 2021イルミネ－ション
2021年12月11日（土曜日）から2022年１月9日
（日曜日）まで
17時から22時まで

花と緑のスクエア 今年も職員手作りのイルミネ－ションが「花と緑のスクエア」に出現します。暖かくしてお越しください。
住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料
■申込不要

住之江公園 ミュ－ジックガ－デン 2021年12月12日（日曜日）
11時から15時まで

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。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 Lantern　Night　2021～空飛ぶクリスマスツリ－～
2021年12月17日（金曜日）、18日（土曜日）、19
日（日曜日）
17時から21時まで

野球場・球技広場
LEDスカイランタンのリリ-ス。キッチンカ－、ハンドメイドマ－ケット、出張占い師、ジャズバンド生演奏、クリスマスレタ―、プロジェクショ
ンマッピング。会場全体が家族のように一体感があり、暖かい気持ちになれるイベント。

住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：大人4,500円　　子供2,500円
■チケット前売り　　各日定員3,000名

住之江公園 野鳥観察会 2022年1月16日（日曜日）
10時から正午まで

大池周辺 この季節、住之江公園では渡り鳥も多く飛来し様々な鳥たちが見られます。果たして何種類の鳥に出会えるかな。
住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料
■申込：公園管理事務所

住吉公園 親子しめ縄づくり 2021年12月12日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

体育館　多目的室・大 来年の干支「寅」をあしらった縄からオリジナルのしめ縄を作ります。
住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費（材料費）：100円
■申込：12月２日より申込受付（先着20組）

住吉公園 すみすみマルシェ

2021年12月18日（土曜日）、
2022年１月22日（土曜日）、２月26日（土曜日）
10時から16時まで
※毎月第４土曜日開催（12月のみ第３土曜日）

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

■料金：入場無料
■申込不要

住吉公園 樹木板クイズラリー

2021年12月18日（土曜日）、
2022年１月22日（土曜日）２月26日（土曜日）
10時から16時まで
※毎月第４土曜日開催（12月のみ第３土曜日）

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

■参加費：無料
■申込：公園管理事務所

住吉公園 バードウォッチング入門 2022年１月16日（日曜日）
９時30分から11時まで

園内全域 冬こそ「バードウォッチング」！　いろんな野鳥が冬を過ごしています。双眼鏡を片手に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

■参加費：無料
■申込：公園管理事務所
■定員：20名小学生以上（小学生は保護者同伴）
■持ち物：双眼鏡、筆記用具、防寒具
■その他：雨天の場合は中止（前日の17時に判断してお知
らせします）

大泉緑地 親子で作る創作しめ縄講習会
2021年12月４日（土曜日）
13時30分から15時30分まで

花と緑の相談所　講
習会室

干支の寅をあしらったオリジナルのしめ縄を親子で一緒につくります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：１組100円
■定員：15組（１組２名まで。１組につき、しめ縄１個）
■持ち物：持ち帰り用袋
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの着用をお
願いします。
■申込方法：11月４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 創作しめ縄講習会
2021年12月５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

干支の寅をあしらったオリジナルのしめ縄をつくります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：100円
■定員：15名
■持ち物：持ち帰り用袋
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの着用をお
願いします。
■申込方法：11月５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 壁飾りのお正月アレンジ
2021年12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

プリザーブドフラワーなどを使って、お正月の壁飾りを作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1,000円
■定員：18名
■持ち物：クラフトバサミ、持ち帰り用袋
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの着用をお
願いします。
■申込方法：11月12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 ミニ門松を作ろう！
2021年12月19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

梅や葉ボタンをあしらったミニ門松を作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1,000円
■定員：18名
■持ち物：剪定ばさみ、持ち帰り用袋
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの着用をお
願いします。
■申込方法：11月19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 野鳥観察会
2022年１月16日（日曜日）
10時から13時まで

花と緑の相談所　講
習会室・園内

大泉緑地にやって来る野鳥の解説と園内で冬鳥の観察を行います。
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：25名(小学生以下は保護者同伴）
■持ち物：筆記用具、あれば双眼鏡
（無くても差し支えありません。）
※新型コロナウイルス予防の為、検温とマスクの着用をお
願いします。
■申込方法：12月16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 野鳥のブローチ作り
2022年１月23日（日曜日）
10時から15時まで

花と緑の相談所　講
習会室

木彫りの野鳥ブローチを作ります。可愛い鳥をブローチに仕上げます。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：600円
■定員：15名(小学生以下は保護者同伴)
■持ち物：切り出しナイフ、彫刻刀、お弁当
アクリル絵具、筆（小筆、面相筆）
なければ貸出品少々あり
■申込方法：12月23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 オーギョーチゼリーを作ってみよう！
2022年２月６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

台湾固有の植物「愛玉子（オーギョーチ）」で作る爽やかスイーツです。
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

大泉緑地 泡立ちの良いオリーブ石けん
2022年２月13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

オリーブオイルにキャスターオイルを入れ、泡立ちを良くする石鹸を作ります。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：300円
■定員：12名

浜寺公園 クリスマスフリーパスデイ 2021年12月25日（土曜日）
10時から17時まで

交通遊園 子ども汽車の利用料金を無料とします。
浜寺公園交通遊園
電話番号：072-261-8696

■料金：無料
■申込不要

浜寺公園 新年お年玉プレゼント
2022年１月４日（火曜日）
13時より先着順

交通遊園 抽選で景品があたるプレゼント企画。
浜寺公園交通遊園
電話番号：072-261-8696

■料金：無料
■申込不要

蜻蛉池公園 水仙春待ちまつり 2022年１月29日(土曜日)、１月30日(日曜日)
10時から15時まで

水仙郷 傾斜地を含め、鑑賞園路沿いの林床に60,000株のニホンズイセンが植栽されています。一面に咲く風景をぜひお楽しみください
蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671
E-mail:rakuniwa-info@jcom.ne.jp

■入場料：無料

りんくう公園 ミニ門松作り
2021年12月19日（日曜日）
10時30分から12時30分頃まで
１3時30分から15時30分頃まで

総合休憩所３階
毎年恒例の講習会
卓上サイズの門松を制作します
幅広い世代の方々にご好評をいただいております

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■申込開始日時：12月２日10時より電話にて受付
■参加費：1,000円（当日支払）
■持ち物：花ばさみ、軍手、持ち帰り用袋
■募集人数：各回20名
※１回の電話での受付は１名様までとさせていただきます。

りんくう公園 チリメンモンスターを見つけよう！
2022年２月13日（日曜日）
13時30分から15時まで

総合休憩所３階
食卓に出てくるチリメンジャコは、イワシの仲間以外を取り除いています。
本当のチリメンジャコには、カニやタコも含まれています。じっくり観察すると、”レア”物が発見できるかも！？　さぁ参加して探してみよ
う！！

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■申込開始日時：2022年１月20日10時より電話・直接来所
にて受付
■参加費：無料
■定員：５家族（最大20名）
※１家族２名から４名までとします。（５名以上不可）
※お車の方は別途駐車場料金が発生します。
■持ち物：マスク、飲み物、エビやカニなどのアレルギーが
ある方はビニール手袋

せんなん里海公園 ホッとな手作り教室
2021年12月４日（土曜日）
（1）10時から正午まで
（2）13時30分から15時まで

潮騒ビバレー多目的
ルーム

（1）「親子で手作り♪  イースターエッグでクリスマスを飾ろう！」
　　　　たまごの殻の器にラベンダーを詰めて布や折り紙で飾り付けします。
（2）「大きな松ぼっくりで手作りクリスマス」
　　　　特大まつぼっくりを使って、オリジナルのクリスマス飾りを作ります。

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：11月18日10時から11月20日15時までに電
話で申込み
定員以上の申込みがある場合は抽選（先着優先ではない）
・１グループ５名まで申込み可能
・抽選の発表は、11月21日
■参加費：200円／１名（駐車料金無料）
■定員：20名（対象：４歳から小学生まで、保護者同伴）

せんなん里海公園 冬を楽しむイベント祭り
2022年１月23日（日曜日）
10時から正午まで

潮騒ビバレー及びし
おさい楽習館

好みのイベントに参加し、冬の公園を楽しもう！最後にチャレンジゲームもあるよ！！
①「公園散策&カブトムシの幼虫を見つけよう」
　冬の公園を散策し、冬の昆虫を土の中から見つけ出し幼虫を発見しよう！　採取後は持ち帰り育ててね‼
②「冬の大空に舞い上がれ！”手作り凧”作り」
　オリジナルのビニール手作り凧を作成し、公園でおもいっきり走って凧を舞い上げよう！体もポッカポカになること間違いなし‼
③「昔なつかし竹ポックリ&おしゃれな竹プランター作り」
　オリジナルの竹ポックリを作成し、公園の芝生の上をポッカポッカと駆け巡ろう！和風な仕上がりで部屋に馴染む手作りのプランター
を作成しよう‼

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：2022年１月６日10時から１月８日15時まで
に電話で申込み
定員以上の申込みがある場合は抽選（先着優先ではない）
・抽選の発表は、１月９日
■参加費：300円／一親子
■定員：・各イベント親子10組（保護者と子供合わせて20名
程度）

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12月10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。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：12月９日正午まで

泉佐野丘陵緑地 しめ縄づくり体験
2021年12月11日（土曜日）
13時から15時まで

泉佐野丘陵緑地
園内で作られたもち米の稲わらを利用して、泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア「パーククラブ」と一緒にお正月に向けた昔ながらのし
め縄を作りませんか。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
■定員：先着８名（18歳以上）
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装、運動靴
■持ち物：マスク、軍手、飲み物、持ち帰り用の袋
■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：12月１日正午まで

泉佐野丘陵緑地 サンタの贈り物
2021年12月12日（日曜日）
10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地
聖夜を華やかに彩ってくれるクリスマス飾りを、泉州タオルで手作りして季節のイベントを楽しみませんか。キットを用意してあるので初
めての方でも大丈夫です。ぜひ、ご参加下さい。
※本プログラムはえんづくりプログラムにより「花工房“Rei”」が実施します。

泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

■参加費：1,800円
■定員：先着７名（小学４年生以上、小学生は要保護者同
伴）
■服装：汚れても良い服装
■持ち物：マスク、飲み物、持ち帰り用の袋
■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：12月２日正午まで



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12月17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。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：12月16日正午まで

泉佐野丘陵緑地 ミニ門松づくりを楽しもう！
2021年12月18日（土曜日）
13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」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、竹工作を学びます。今回は竹工作としてお正月用のミニ門松を作ります。
お子さんでも 簡単に作れるので、ぜひ親子でものづくりの楽しさを実感してみませんか。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
■定員：12名（小学４年生以上、小学生は保護者同伴）
　※申込多数の場合は抽選
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装、運動靴
■持ち物：マスク、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：12月８日正午まで

泉佐野丘陵緑地 自然素材を使ってクリスマスリースをつくろう！ 2021年12月19日（日曜日）
10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、公園にある植物を使用して、クリスマスリースを作りませんか？
たくさんある素材から気に入った素材を選んで、世界に一つだけのリースをつくりませんか。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：300円
■定員：８名（６歳以上、小学生以下は要保護者同伴）
　　※申込多数の場合は抽選
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装、運動靴
■持ち物：マスク、軍手、飲み物、持ち帰り用の袋
■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：12月９日正午まで

泉佐野丘陵緑地 レンジャー棚田で農業体験しませんか？ 2022年１月21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：2022年１月20日正午まで

泉佐野丘陵緑地 冬の野鳥や園内の自然を観察しよう
2022年１月23日（日曜日）
13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」が専門家をお招きし、公園内の水鳥等をテーマにした観察会を行います。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

■参加費：無料
■定員：先着20名（小学生以上、園内を２時間程度歩けるこ
と）
■服装：長袖、長ズボン、履きなれた運動靴
■持ち物：防寒具、筆記用具、飲み物、あれば図鑑、双眼鏡
■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：2022年１月13日正午まで

泉佐野丘陵緑地 杉玉・ネズミ玉・紙玉鉄砲づくりをしよう！
2022年１月29日（土曜日）
13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」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、竹工作を学びます。今回は竹工作として、昔ながらの竹鉄砲づくりを行います。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：100円
■定員：８組
　※申込多数の場合は抽選
■対象：小学生及びその保護者で１組
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装、運動靴
■持ち物：マスク、飲み物、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の窓口・電話にて受付
■申込期限：2022年１月19日正午まで

泉佐野丘陵緑地 レンジャー棚田で農業体験しませんか？
2022年２月11日（金曜日・祝日）
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。作物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：2022年２月10日正午まで

泉佐野丘陵緑地 ジャガイモの植付け体験
2022年２月19日（土曜日）
10時から11時30分まで

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、ジャガイモ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：無料
■定員：20名
　※先着
■対象：小学生以上（小学生は要保護者同伴）
■持ち物：飲み物、軍手
■服装：長袖、長ズボン、長靴または運動靴
■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：2022年２月９日正午まで

泉佐野丘陵緑地 シイタケの菌打ち体験 2022年２月26日（土曜日）
10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地では、公園内で伐採した間伐材を利用してキノコの栽培を行っております。公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に、
ホダ木にシイタケの菌打ちをしてみませんか。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：500円（予定）
■定員：10組
　※申込多数の場合は抽選
■対象：５歳以上（小学生以下は要保護者同伴）
■持ち物：飲み物、軍手
■服装：長袖、長ズボン、長靴または運動靴
■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：2022年２月16日正午まで


