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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 箕面公園昆虫館　企画展「世界の蝶」

2021年12月８日（水曜日）から
2022年５月９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
世界のチョウ552種716点を厳選し展示しています。（標本展示）
ぜひこの機会にその美しさと多様性をご覧いただければと思います。

■箕面公園昆虫館　
電話番号：072-721-7967

■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
※お子様は必ず保護者同伴で入館願います

箕面公園
企画展「世界の蝶」関連イベント
「カラフル影絵ワークショップ－遊べる影絵・蝶のうちわ
をつくろう－」

３月26日（土曜日）
11時から16時30分まで（３回制）

梅屋敷休憩所

むしむしガイドの案内で自然の多彩な色が魅力な企画展「世界の蝶」を見学したあとは、カラー影絵ワークショップ。
カラーフィルターを切ってはって、自分好みの色どりの＜蝶の影絵＞をつくります
うちわ式にして、家や外であそべるよ！
３回開催　①11時から12時30分まで　　　②13時から14時30分まで　　③15時から16時30分まで

■箕面公園管理事務所　
電話番号：072-721-3014

■対象：どなたでも　※小学生以下保護者同伴
■定員：各回10名（付添い含む）
■要事前申込み：２月25日(金曜日)より受付開始（先着順）　
■参加費：工作参加費400円　
※高校生以上は別途入館料280円が必要

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク
「箕面の森でお花見ハイキング」

４月９日（土曜日）
10時から15時まで

箕面公園および周辺
山麓

公園周辺山麓のヤマザクラやエドヒガンを訪ねながら、若葉、春の息吹あふれる森をめぐります
コース：才ヶ原林道、こもれびの森など　約８kmから９km　　瀧安寺前にて解散予定
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　
電話番号：072-721-3014

■対象：高校生以上
■定員：15名
■要事前申込み：３月初旬より受付開始（先着順）
■参加費：100円／ひとり

箕面公園
山岳ライター・根岸真理さんといく、みのおの山シーズン
トレッキング
「新緑トレッキングin箕面」

４月24日（日曜日）
10時から15時まで

箕面公園および周辺
山麓

山のスペシャリストを招き、四季折々の箕面の山・森をより楽しむための連続企画ハイク。
六甲山を活動拠点とし、六甲山・摩耶山に関する本を多く執筆する山歩きの達人、
山岳タイター・根岸真理さんが街の近くの山での楽しみ方をあんないします。
今回は樹々の新緑を観察しながら、トレッキング（約９kmから１０km）。

■箕面公園管理事務所　
電話番号：072-721-3014

■対象：高校生以上
■定員：10名
■要事前申込み：３月下旬より受付開始（先着順）
■参加費：1,500円／ひとり

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク「みどりの森で、おやこトレッキ
ング」

５月４日（水曜日・祝日）　
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をはじめてみたい！けれど、体力が心配・・
まずは街のすぐそば、新緑がさわやかな箕面の森で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５kmから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（親子合わせて）
■要事前申込み（先着順）　４月上旬より受付開始　
■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

服部緑地 火災予防フェスタ
３月５日（土曜日）
13時から16時まで

西中央広場
豊中市市制施行85周年記念事業の一環として、火災予防の普及啓発を目的としたイベント「火災予防フェスタ」を開催します。
消防車・パトカーなど「はたらく車」の展示、放水体験、水消火器体験、消防音楽隊によるコンサートなど、楽しみながら火災予防・防災に
ついて学べるコーナーがいっぱい！ご家族で是非お越しください。

■豊中市　新千里消防署　予防広報係
電話番号：06-4860-6119

■主催：豊中市新千里消防署
■共催：服部緑地管理事務所
■参加費無料

服部緑地 しょくぶつえんでシェフの屋台＆早春のハーモニー
３月６日（日曜日）
11時から15時まで

都市緑化植物園　芝
生広場他園内

北摂を中心としたこだわりの名店の屋台が集合！アイリッシュ・フィドル(バイオリン)とギターが織りなす素晴らしいハーモニーの世界と、
とっておきのグルメを早春の植物園でお楽しみください。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■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 椿の魅力と育て方
３月12日（土曜日）
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

椿にまつわるお話と、育て方や繁殖方法を学びます。
■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：20名
■要事前申込み：電話または来所で受付
２月12日(土曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要

服部緑地 モイストポプリをつくりましょう
５月１日(日曜日)
１回目：11時から11時30分まで
２回目：13時30分から14時まで

都市緑化植物園　
ハーブ園

華やかな香りのモイストポプリをつくります。
■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：500円
■定員：各回15名
■対象：どなたでも
■要事前申込み：電話または来所で受付
４月６日(水曜日)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 しょくぶつえんでママフェスタ
５月15日（日曜日）
11時から15時まで

都市緑化植物園　
芝生広場他園内

グルメコーナーやクラフト体験、撮影会などママと家族が楽しめるプログラムが盛りだくさん！
■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 フラワーアレンジメント教室
５月15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

ママフェスタ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12名
■対象：どなたでも
■要事前申込み：電話または来所で受付
４月14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 しょくぶつえんでシェフの屋台＆ハワイアンフェア
５月29日（日曜日）
11時から15時まで

都市緑化植物園　
芝生広場他園内

ハワイアンムードたっぷりのステージと北摂を中心としたこだわりの名店の屋台が集合！
■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 Good BBQ服部緑地バーベックマルシェ
３月12日（土曜日）から11月末頃まで
10時から16時まで

Good BBQ服部緑地
バーベックマルシェ
（バーベキュー広場）

Good BBQ服部緑地バーベックマルシェでは、緑に囲まれた中でバーベキューをお楽しみいただけます。
食材・炭・炭の着火から施設利用料(仮設席)なども全て込みの「手ぶらセット」も大好評販売中！

■Good BBQ服部緑地バーベックマルシェ
電話番号：06-6865-6066
受付時間：10時から16時まで（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）
※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。
https://www.good-bbq.com/shop/hattori/

服部緑地 しょくぶつえんのガーデンヨガ＆ピラティス

３月19日（土曜日）
４月16日(土曜日)
５月21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

芝生の上でのびのびとヨガと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：先着30名
■受付：当日10時から10時20分まで(前日から朝の雨天中
止。中止の場合は服部緑地ホームページに掲載。)
※別途入園料220円が必要

服部緑地 しょくぶつえんのヨーガ・セラピー

４月13日(水曜日)
５月11日(水曜日)
10時30分から正午まで

４月25日(月曜日)
５月23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。
４月分は３月24日(木曜日)から受付開始
５月分は４月18日(月曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要

服部緑地 しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室
４月８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。
４月分は３月16日(水曜日)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

大阪府営公園　春のイベント　2022



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

４月21日(木曜日)
５月19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６～11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。
４月分は３月21日(月曜日・祝日)から受付開始
５月分は４月20日(水曜日)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

寝屋川公園
「公園の四季を楽しむ散歩倶楽部その５」
～早春の野草に出会おう～

３月７日（月曜日）　
10時から正午まで

管理事務所前集合
自然豊かな公園の中では、街中よりいち早く春の訪れを感じることができます。ツクシ、ハコベ、タンポポなど、春を感じさせる野草の芽生
えを探しながら、早春の寝屋川公園を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：先着20名
■申込：２月７日（月曜日）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
コスプレイベント
acosta！　＠　寝屋川公園

４月３日（日曜日）　
10時から18時まで

未定 様々なエリアに分かれた緑豊かな寝屋川公園で、移り変わる季節のコスプレを楽しもう！ ■株式会社ハコスタ 未定

寝屋川公園 わくわくFREE  ド LIVE
（るらるマーケットin 寝屋川公園も同日開催）

４月17日（日曜日）　
10時から16時まで

時計塔前広場から中
央広場

学生さん達による弾き語りライブです。フリーマーケットイベントも同時開催します。
■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

未定

山田池公園 つばき展
３月中旬から下旬
９時30分から16時30分まで

花しょうぶ園 花しょうぶ園の一部を開園して、肥後つばき等約30鉢を展示します。
■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 桜草展
４月上旬から下旬
９時30分から16時30分まで

花しょうぶ園 花しょうぶ園の一部を開園して、日本桜草約100品種を展示します。
■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　家族で楽しむ新玉ねぎの収穫体験
会

開催日未定 実りの里 小学生以下を対象とした一緒に家族で楽しむイベントです。実りの里で育てた新玉ねぎ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

■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：１00円（※一人につき）

山田池公園 花しょうぶ園

５月25日(水曜日)から６月25日(土曜日)
まで
９時30分から19時まで
ライトアップは未定

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

深北緑地 深北の日（ボランティアデー）
３月６日（日曜日）
９時30分から10時30分まで

管理事務所 犬が楽しく遊べるよう、ドッグラン内の清掃を行います。
■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 フィカタックのチャレンジミッション
３月20日（日曜日）
10時から11時まで

テニスコート前 園内に咲いているたんぽぽを探して、絵を描いてみましょう。
■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

深北緑地 まちかどプランツ
３月26日（土曜日）
10時から11時まで

管理事務所
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。
３月26日は種だんごを作ります

■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 深北の日（ボランティアデー）
４月３日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 園内を散策しながら、ゴミ拾い清掃を行います。皆さんで協力して深北緑地をキレイにしましょう。
■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

深北緑地 まちかどプランツ
４月10日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 チューリップの球根取りと、ナノハナ刈りを行います。
■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 フィカタックのチャレンジミッション
４月17日（日曜日）
５月15日（日曜日）
10時から11時まで

テニスコート前 園内の植物に関するクイズイベントです。園内を散策して、答えを見つけましょう。
■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

深北緑地 深北の日（ボランティアデー）
５月１日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 スケートボード利用者に安全に楽しく遊んでもらえるよう、波の広場周辺のゴミ拾い清掃を行います。
■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 まちかどプランツ
５月22日（日曜日）
10時から11時まで

管理事務所 綿の種まきを行います。秋頃に綿を収穫して、クリスマスリース作りの材料として利用します。
■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

久宝寺緑地 シャクヤク園
４月28日（木曜日）から
５月19日（木曜日）まで
開園時間　９時30分から18時まで

中地区　シャクヤク園
赤、白、ピンク、黄色と色とりどりの鮮やかなシャクヤクを楽しんでいただけます。シャクヤクの気品ある魅力をご堪能ください。開園中に
は夜間特別オープン、ナイトライブなどいろんなイベントを開催予定です。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■入園：無料
■申込不要

久宝寺緑地 第13回久宝寺緑地手作りこいのぼり祭り ４月下旬から５月中旬まで 中地区　花の道 近隣の子どもたちが描いたこいのぼりが久宝寺緑地の空を彩ります。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■こいのぼり受付の申込詳細については、管理事務所まで
お問い合わせください。

久宝寺緑地 子どもの日イベント
５月５日(木曜日・祝日）
13時から15時まで

中地区　花の道
花の道の青い空を子供たちの手づくりこいのぼりが悠々と泳いでいます。
そんな中で繰り広げられるピエロによるバルーンアートやマジック。他にも紙芝居や歌などお楽しみがいっぱい。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■料金：無料
■申込不要

枚岡公園 生駒の森保全活動
３月６日（日曜日）
10時から15時まで

枚岡公園内 生駒山麓の山地・森林保全活動としてササなどの下草刈を行い、SDGsが掲げる「陸の豊かさも守ろう」につなげる保全活動を行います。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：大人：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・動
きやすく汚れてもいい服装・履きなれた靴・帽子・手袋
■要事前申込み：３月１日（火曜日）10時から電話にて受付
開始

枚岡公園 春の草花ハイキング

４月17日（日曜日）
９時30分から15時30分頃まで 
※雨天中止：開催日前日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

枚岡公園内 春の草花をハイキングしながら楽しもう！
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：大人：300円・小人：100円
■定員：15名（先着順）
■持ち物：飲み物・お弁当・雨具・筆記用具・マスク等感染予
防対策
■要事前申込み：４月１日(金曜日）10時から電話にて受付
開始



枚岡公園 春の生駒自然観察会

５月22日（日曜日）
９時30分から15時30分頃まで 
※雨天中止：開催日前日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

枚岡公園内 新緑の山をめぐり歩こう！
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：大人：300円・小人：100円
■定員：15名（先着順）
■持ち物：飲み物・お弁当・雨具・筆記用具・マスク等感染予
防対策
■要事前申込み：５月１日(日曜日）10時から電話にて受付
開始

長野公園 長野公園さくらと光の回廊
３月26日(土曜日)から４月10日（日曜
日）まで
18時から21時まで

奥河内さくら公園（長
野地区）

約500本の桜が咲き誇る長野公園（奥河内さくら公園・長野地区）では、
夜桜ライトアップに合わせ、竹トンネルや和傘オブジェ、竹灯籠による特別ライトアップや、光のお絵描き体験もできます。
光が彩る幻想的な風景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

■参加費：無料
■申込不要

長野公園 はばたけ！僕たち・私たちの鯉のぼり
５月１日（日曜日）から５月31日（火曜
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）の緑の広場に、お子様達が描いてくれた鯉のぼりをたくさん飾ります。
■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

鯉のぼりデザインをご希望の幼稚園・保育園・小中学校、各
団体様は、４月15日（金曜日）までに長野公園管理事務所
にお問い合わせください。４月末日までに描いた鯉のぼりを
長野公園へ届けていただけましたら、５月中、園内のみどり
の広場にて展示させていただきます。

錦織公園 森の実習隊
３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

■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 春の自然観察会
４月26日（火曜日）
13時30分から15時30分まで

河内の里
河内の里の花々をご案内します。
春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

■料金：無料
■定員：先着10名
■対象：18歳以上
■要事前申込み：３月26日（土曜日）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 河内の里のお茶話と茶摘み体験
５月15日（日曜日）
11時から正午まで

河内の里（里の家） お茶のお話と茶畑でお茶摘み体験をします。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■料金：200円
■定員：先着10名
■対象：小学生以上
■要事前申込み：４月15日（金曜日）から、錦織公園管理事
務所、窓口及び電話にて受付

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」

４月14日（木曜日）13時から16時まで
５月12日（木曜日）13時から16時まで

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
５月15日（日曜日）
９時30分から10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 Family Nature Program　ため池の水抜き
５月28日（土曜日）
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！

■石川河川公園管理事務所
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

石川河川公園 春の植物観察会
５月下旬予定
13時から15時まで

自然ゾーン 河川敷に生息する絶滅危惧種、希少種を一緒に守る活動で、春の草花の開花記録をとりながら観察などを実施する予定です。
■石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■料金：無料
■定員：先着15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
■４月下旬より受付開始予定
■申込：公園管理事務所窓口又は電話にて受付

住之江公園 すみすみ公園フェスタin住之江公園2022
５月５日（木曜日・祝日）
10時から16時まで

花と緑のスクエア
住之江公園を愛する人たちが集まって行う手作りイベントです。ステ－ジではライブコンサ－ト、園路にはミニSLが走ります。模擬店やフ
リマも出展されますよ。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料（但し物販有料）
■申込不要

住之江公園 すみのえハ－ト❤スタジアム2022
５月28日（土曜日）
①第一部　11時から15時まで
②第二部　19時から21時まで

野球場 ①第一部：ライブ演奏、パフォーマンス、飲食ブ－ス　②星空☆シアタ－（野外映画会）
■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：無料（但し物販有料）
■申込不要

住吉公園 水耕栽培にチャレンジ
３月19日（土曜日）
10時から12時まで／13時から15時まで

公園管理事務所前
ペットボトルで容器を作りましょう。
ムスカリの球根を差し上げますので、育ててください。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■参加費：無料
■当日受付（数に限りあり）

住吉公園 わんわんおさんぽ塾 in 住吉公園
３月26日（土曜日）
13時から15時まで
※雨天中止

運動場
快適なおさんぽ術を学びんだあと、みんなで公園のごみひろい。
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（参加賞あり）
■定員：30頭（先着予約順）
■お約束事：愛犬のうんち袋、おしっこを流す水は飼い主様
がご用意ください。

住吉公園 住吉公園　さくらカーニバル
４月３日(日曜日)
10時から16時まで

花と水の広場・心字池
周辺

ストリートライブを花と水の広場周辺、箏演奏と野点鑑賞を心字池周辺で開催します。
また、地域のみなさまによる「粉浜春まつり　よさこいパレード」も予定しています。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■料金：入場無料

住吉公園 すみすみ公園フェスタ 2022 in 住吉公園
５月４日（水曜日・祝日）、５日（木曜日・
祝日）
10時から16時まで

花と水の広場周辺
住吉公園では、二日間にわたりたくさんのブースと野外ライブ、パフォーマンス、フリーマーケットなどお楽しみ満載のイベントを開催しま
す。地域の園児さん手作りの「鯉のぼり」も掲揚しています。

■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■料金：入場無料
■フリーマーケットは事前申込必要
申込先は、公園管理事務所

大泉緑地 つばきの楽しみ方
３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

つばきについてのお話と、この時期にできる挿し木の方法を説明します。
■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：18名
■持ち物：筆記用具、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：２月６日（日曜日）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 草花たんけん隊
３月27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・園内

大泉緑地に生息している春の植物を観察しよう！白色のタンポポが見られるかも！？
■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：18名(小学３年生以下は保護者同伴)
■持ち物：筆記用具、動きやすく汚れて良い服装、帽子
※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：２月27日（日曜日）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 超初心者のための写真教室①
４月３日（日曜日）
10時から12時30分まで

花と緑の相談所　講
習会室・園内

春の花が咲き誇る大泉緑地の様子を伝える写真を撮ってみよう！
■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
■持ち物：カメラ、カメラ取扱説明書
※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：３月３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 超初心者のための写真教室② ４月17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

写真教室①にて撮影した作品から撮影者が選定した３点を講評します。
■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：４月３日の「超初心者のための写真教室①」の参加
者に限る。
■持ち物：作品を保存したUSBメモリー
※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：３月17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 苔のストーンテラリウム
４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

ガラス容器の中にカラーストーンでデザインし、ヒノキゴケやフロウソウなどの苔を植え付けます。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1,200円
■定員：18名
■対象：小学生以上、小学３年生以下は保護者同伴
■持ち物：ピンセット、ポケットティッシュ、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：３月10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 「ぬり絵」で楽しむ水彩画
５月８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

水彩絵具を使って、「ぬり絵」で大泉緑地の風景を描きます。
■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

大泉緑地 親子で寄せ植えづくりと種まき
５月15日（日曜日）
13時30分から15時まで

花と緑の相談所　講
習会室

生活に役立つ植物のお話の後、親子で寄せ植えをつくります。
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

■参加費：500円/一家族(一セット)
■定員：親子12組
■対象：お子さんは小学生以下、一家族２名まで

大泉緑地 キッチンハーブの寄せ植え
５月22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

香りを楽しむハーブの寄せ植えをします。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：300円
■定員：18名

大泉緑地 リメイク缶の多肉の寄せ植え
５月29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

シュロ縄で飾った缶に多肉植物の寄せ植えを作ります。
■大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：1000円
■定員：18名
■対象：小学生以上

浜寺公園 AN☆AN　MEETING
４月23日（土曜日）９時から
４月24日（日曜日）13時まで

浜寺公園球技広場
暴走族追放、非行防止、安全運転の促進、飲酒運転撲滅、交通遺児被害者の救済、環境清掃活動の６項目を主旨・目的とする自動二
輪愛好家の安全安心ミーティング。

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■入場料：2,000円（宿泊・日帰り）
■パッチ別売：500円
■日曜日帰り料金：1,000円
※中学生以下無料

浜寺公園 第４３回浜寺ローズカーニバル
５月15日（日曜日）
10時から16時まで
※雨天時は５月22日（日曜日）に順延

中央噴水広場周辺
浜寺地区全体のお祭りとして位置づけ、大阪南部地域を活性化そ、府民の皆さまに楽しんでいただけるイベントです。
模擬店の出展や様々な催し物を企画しています。（内容は未定）

■浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■料金：無料（一部ブースは有料）
■申込不要

蜻蛉池公園 タケノコ掘り
４月10日（日曜日）
午前の部　10時から正午まで
午後の部　13時30分から15時30分まで

流れの広場、ふれあ
いの森

親子揃って楽しくタケノコ掘りを体験して頂き、そのタケノコを網焼きをして試食して頂きます。
■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■参加費：1人300円
■定員：各組20組（先着順・小学生以上）
■申込：４月１日（金曜日）10時から管理事務所への電話に
て受付開始

蜻蛉池公園 野草のガッコウ
４月17日（日曜日）
９時30分から11時30分まで

ふれあいの森 園内を散策し食せる野草を採取して野草について学んで頂きます。
■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■参加費：無料
■定員：20名（先着順）
■申込：４月１日（金曜日）10時から管理事務所への電話に
て受付開始

蜻蛉池公園
ゆめみヶ丘
岸和田まちびらきフェスタ

３月27日(日曜日)
10時から17時まで

大芝生広場
岸和田市は令和４年に市制施行100周年を迎えます。その記念すべき年に、新しいまち「ゆめみヶ丘岸和田」の誕生を広くPRするため、
地域資源を活用したまちの魅力を発信するイベントを開催します。

■岸和田市役所 丘陵地区整備課 計画担当
電話番号：072-423-9658

■入場料：無料

蜻蛉池公園 tetote TSUNAGU マルシェ
４月29日（金曜日・祝日）
10時から17時まで
(雨天の場合は４月30日に延期)

野原の広場
水と緑の音楽広場

手作りをテーマとした約200店舗規模のマルシェ
■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■入場料：無料

蜻蛉池公園 ローズフェア　2022　Spring
５月21日（土曜日）、５月22日（日曜日）
10時から16時まで

バラ園
蜻蛉池公園において、毎年恒例の春のローズフェアを開催します。
約200品種、2,300株のバラが咲き誇るバラ園をお楽しみください。
みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご来園ください。

■蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■入場料：無料

りんくう公園 りんくうパークフェスタ
３月20日（日曜日）　
10時から15時まで

総合休憩所３階

りんくう公園にミニイベントが大集合！多肉植物や竹細工など、子どもから大人まで楽しめるブースを用意しています。
お気軽にお越しください。
（プログラム時間）
○多肉講習会　10時30分から正午まで
○リーフアレンジメント　13時から14時30分まで

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■子どもの工作：無料
■多肉講習会、リーフアレンジメント：有料（１回200円）
■コーヒーお菓子セット：有料（１セット100円）
■多肉講習会、リーフアレンジメント各20名

りんくう公園 カブトを折って、記念写真をとろう！
４月24日（日曜日）
13時30分から15時まで

シンボル緑地　石舞
台

折り紙でカブトを作って写真を撮りましょう！
こどもの日に向けて、思い出作りにいかがですか？
折り紙がなくなり次第終了です。

■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■料金：無料
■定員：約30名
　※小学生６年生までのお子様対象、保護者同伴で参加し
てください
　※材料の折り紙がなくなり次第終了
■当日、会場へ直接お越しください

せんなん里海公園 春休み！海藻おしば教室
４月２日（土曜日）
13時30分から15時30分まで

しおさい楽習館
いろいろな海藻を使って絵はがきを作ります。ワカメやヒジキ、海苔など私達の食卓には欠かせない海藻、色とりどりで繊細な形はアート
フルな作品になります。海藻にはいろんな秘密が隠されています。素敵な作品づくりに参加してみませんか？

■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：３月21日（月曜日・祝日）10時より公園管
理事務所窓口・電話にて受付
■参加費：無料、駐車料金別途640円
■定員：先着30名　４歳以上(保護者同伴）



せんなん里海公園 海藻おしば教室
４月21日（木曜日）
10時から14時まで（受付時間）

しおさい楽習館
いろいろな海藻を使って絵はがきを作ります。ワカメやヒジキ、海苔など私達の食卓には欠かせない海藻、色とりどりで繊細な形はアート
フルな作品になります。海藻にはいろんな秘密が隠されています。素敵な作品づくりに参加してみませんか？

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■当日10時から14時までの間に、しおさい楽習館で受付完
了すれば、参加可能
■参加費：材料費として、ハガキ１枚またはしおり２枚が100
円、Ａ４サイズが300円（駐車料金別途640円必要）
■定員：先着30名　４歳以上(保護者同伴）

せんなん里海公園 せんなん里海公園フォトコンテスト
４月１日（金曜日）から10月31日（月曜
日）まで

せんなん里海公園
「せんなん里海公園でふれあいデビュー」のテーマでせんなん里海公園で撮影された写真を募集します。
優秀作品にはＱＵＯカードと駐車場優待券をプレゼント。

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626
ホームページ：http://www.osaka-
park.or.jp/rinkai/sennan/ibent..htm

■募集期間：４月１日（金曜日）から10月31日（月曜日）まで
■応募方法：持参・郵送・ホームページより応募
■応募規定：せんなん里海公園で撮影された未発表の写
真。風景撮影の場合はデジタル加工をしていないこと。人物
撮影の場合は被写体（子どもの場合は保護者）の許可を得
ていること。入賞作品はデータを提供していただける作品に
かぎります。（著作権は撮影者に帰属しますが、作品の利用
を公園管理事務所に承認していただけること）
■募集枚数：お一人様２点まで

せんなん里海公園 ビーチテニス教室
４月17日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

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
■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：３月10日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 アロマのハンドクリーム作り(中止になりました）
３月12日（土曜日）
13時30分から15時30分まで
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
本プログラムはえんづくりプログラムにより「森のささやき」が実施します。気に入った香りのエッセンシャルオイルを選んでオリジナルの
ハンドクリームを作ります。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：800円
■定員：先着10名
■対象：小学生以上（小学生は要保護者同伴）
■持ち物：マスク、飲み物
■服装：汚れてもよい服装
■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：３月２日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 マークラビットの庭(中止になりました）
３月20日（日曜日）
10時から正午まで
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
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。泉州タオルで作られたキットを使って、春の花畑のようなかわい
らしい花飾りを作ります。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：1,500円
■定員：先着10名
■対象：小学４年生以上
■持ち物：マスク、飲み物、持ち帰り用の袋
■服装：汚れてもよい服装
■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：３月10日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 春色リースを作ろう！(中止になりました）
３月20日（日曜日）
13時30分から15時30分まで
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
本プログラムはえんづくりプログラムにより「B＆K」が実施します。春色のモチーフをふんだんに使ったかわいいリースを作ります。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：1000円
■定員：先着10名
■対象：小学４年生以上
■持ち物：マスク、飲み物、持ち帰り用の袋、あればラジオ
ペンチもしくはペンチとニッパー
■服装：汚れてもよい服装
■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：３月10日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 竹でバランストンボを作ろう！
３月26日（土曜日）
12時30分から15時まで
※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」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、ゆらゆら揺れるとまり木つきのバランストンボを制作します。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
■定員：８名
　※申し込み多数の場合は抽選
■対象：小学４年生以上（小学生は要保護者同伴）
■持ち物：マスク、飲み物、軍手
■服装：長袖、長ズボン、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：３月16日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 シイタケの菌打ち体験
３月26日（土曜日）
13時から15時まで
※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」は、園内でキノコの栽培に取り組んでいます。今回は栽培用に準備した木材（ホダ
木）にシイタケの菌打ちを行います。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：500円
■定員：先着10組（１組は３名まで）
■対象：５歳以上（小学生以下は要保護者同伴）
■持ち物：マスク、飲み物
■服装：長袖、長ズボン、運動靴で汚れてもよい服装
■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：３月16日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 これ食べられる?! 春の野草観察と探索！
2022年３月27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」が食べられる野草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：20名
　※申し込み多数の場合は抽選
■対象：３歳以上（小学生以下は要保護者同伴）
■服装：長袖、長ズボンで歩きやすい服装、履きなれた運動
靴
■持ち物：マスク、帽子、飲み物、あれば図鑑、虫眼鏡
■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：３月17日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 タケノコを掘って竹林管理体験をしよう！
４月16日（土曜日）
10時から正午まで
※雨天時は翌日に順延

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、タケノコ掘りを楽しみながら、竹林管理を学びましょう。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

■参加費：200円
■定員：10組（１組は２名以上５名以下）
　※申し込み多数の場合は抽選
■対象：小学生以上（小学生は要保護者同伴）
■持ち物：マスク、飲み物、軍手、帽子
■服装：長袖、長ズボン、長靴もしく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で窓口・電話にて受付
■申込期限：４月６日（水曜日）正午まで



泉佐野丘陵緑地 おとなの農業体験

４月17日（日曜日）から10月30日（日曜
日）まで
全20回程度（日曜及び祝日）
※初回は４月17日（日曜日）13時から
15時まで
※小雨決行

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、園内の棚田でもち米等を育てて農業体験をしましょう。植える作物等は初
回に参加者で話し合って決めていただきます。ぜひ、ご参加ください！

■泉佐野丘陵緑地　パークセンター
電話番号：072-467-2491

■参加費：１組あたり5,000円（１組は家族３人まで、人数追
加の場合は１人あたり1,000円追加）
■定員：15組
　※申込多数の場合は抽選
　※８組以上の申込が無い場合は中止
■持ち物：マスク、帽子、ゴム作業手袋、長靴、タオル、飲み
物,、昼食
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装
■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：４月７日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 竹でランプシェードを作ろう
４月23日（土曜日）
13時から15時まで
※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」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。今回は竹に穴を開けて模様をつくくり、ランプシェードを作ります。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
■定員：先着８組
　※申し込み多数の場合は抽選
■対象：小学4年生以上（小学生は要保護者同伴）
■持ち物：マスク、飲み物、軍手
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装
■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：４月13日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 新緑の森にでかけよう！
５月15日（日曜日）
13時から15時まで
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の春の植物や昆虫、野鳥など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探してみませんか。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
■対象：３歳以上（小学生は要保護者同伴）
　　　　　※園内を２時間程度歩けること。
■持ち物：マスク、飲み物、タオル、帽子、虫よけスプレー、
あれば虫眼鏡、双眼鏡、図鑑
■服装：長袖、長ズボン、歩きやすい運動靴
■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で窓口・電話にて受付
■申込期限：５月５日（木曜日・祝日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 四つ目籠づくりをしよう！（全３回）

５月21日（土曜日）
５月22日（日曜日）
５月28日（土曜日）
10時から15時まで
※雨天決行
※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」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、四つ目籠を作ります。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
■定員：８組
　※申込多数の場合は抽選
■対象：15歳以上
■持ち物：マスク、昼食、飲み物、作業用ゴム手袋もしくは
軍手
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装
■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：５月11日（水曜日）正午まで


