
2022/５/31時点

公園名 事業名 日時 場所 内容 問合せ窓口 備考

箕面公園 みのおこうえん自然観察会「梅雨どきの生きもの観察」
2022年６月12日（日曜日）
10時から正午まで
※少雨決行

箕面公園内

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

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：15名
■対象：どなたでも（※小学生は保護者の同伴要）
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴で参加要
■申込み方法：電話受付（事前申込制・先着順）
■受付：５月16日（月曜日）より受付中（定員に達し次第締
切り）

箕面公園 箕面公園昆虫館インタープリター講座2022　全６回講座

2022年６月から８月の毎月第２・第４土
曜日
（６月11日・６月25日・７月９日・７月23
日・８月13日・８月27日）
10時から正午まで

座学：箕面公園内
昆虫館研修室
実習：箕面公園昆
虫館内、公園内
野外

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

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費（受講料）：13,200円
■定員：10名
■対象：15才以上（高校生以上）で全６回受講可能な方
■持ち物：筆記用具
■申込み方法：昆虫館ホームページ内のインタープリター要
請講座ページのメールフォームより（事前申込制・先着順）
■受付：5月11日（水曜日）より受付中（定員に達し次第締切
り）

箕面公園 おとなのための梅屋敷寺子屋講座「ほたるの夕べ」
2022年６月18日（土曜日）
18時30分から21時まで
※雨天中止

梅屋敷休憩所・川
床音羽山荘・園内

大人のための楽しみながら学べる講座－テーマは「蛍」
座学のあと、川床での食事を楽しんでいただき、梅屋敷から琴の家裏まで
専門スタッフのガイドで蛍をたずねて川沿いを散策します。
（対象：大人のみ　／川床食事付き）　
＊協力：川床音羽山荘

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：500円　＋　川床食事代:3,000円
■定員：25名
■対象：おとな
■持ち物：歩きやすい服装と靴で参加
■申込み方法：電話受付（事前申込制・先着順）
■受付：5月25日（水曜日）より（定員に達し次第締切り）

箕面公園 昆虫クラブ「初夏の昆虫観察」
2022年６月19日（日曜日）
10時から正午まで
※雨天中止

箕面公園内 昆虫館から修業古場までの道沿いで夏の昆虫をさがして観察します（野外観察）
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：15名
■対象：小学生以上（※小学生は保護者の同伴要）
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴（熱中症対策、虫対策
も必要です）
■申込み方法：電話受付（事前申込制・先着順）
■受付：5月17日（火曜日）より受付（定員に達し次第締切
り）

箕面公園 箕面公園昆虫館企画展「身近にせまる虫」

2022年５月11日（水曜日）から９月５日
（月曜日）まで
火曜休館
※７月19日から８月31日までは火曜も
開館

箕面公園昆虫館
私たちの暮らしの身近にせまる「害虫」、とくに危険生物をとりあげ解説しています。
よく知り理解することで予防や対策にも役立ちます。
（標本・パネル展示）

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費（入館料）：高校生以上280円／中学生以下無料
■定員：なし
■対象：どなたでも　
※小学３年生以下は必ず保護者（大人）同伴で入館
■持ち物：なし
■申込み方法：なし

箕面公園 箕面公園昆虫館企画展「バックヤードのひみつ」

2022年５月11日（水曜日）から９月５日
（月曜日）まで
火曜休館
※７月19日から８月31日までは火曜も
開館

箕面公園昆虫館

飼育や展示の裏側をのぞいてみよう！
ふだん入ることのできないバックヤードの雰囲気を再現しました。
タイミングがあえば、飼育スタッフが作業しているようすも見られるよ！
（生体展示）　※さわることはできません

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費（入館料）：高校生以上280円／中学生以下無料
■定員：なし
■対象：どなたでも　
※小学３年生以下は必ず保護者（大人）同伴で入館
■持ち物：なし
■申込み方法：なし

箕面公園 「カブ・クワ展」

2022年７月15日（金曜日）から９月５日
（月曜日）まで
火曜休館
※７月19日から８月31日までは火曜も
開館

箕面公園昆虫館

箕面周辺で見られるものから世界のものまで、カブトムシ＆クワガタムシの生体を展示中！
大きなもの、小さなもの、きらきらなもの……
それぞれの角（つの）・顎（あご）の形や身体の特徴をじっくり観察して、くらべてみるのも面白そう！
（ケース展示・さわることはできません）

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費（入館料）：高校生以上280円／中学生以下無料
■定員：なし
■対象：どなたでも　
※小学３年生以下は必ず保護者（大人）同伴で入館
■持ち物：なし
■申込み方法：なし

箕面公園 サマーフェスタ箕面公園2022
2022年７月16日(土曜日)から８月31
日(水曜日)まで

箕面公園

恒例の箕面大滝ライトアップをはじめ、滝道の夜を幻想的に照らす「キャンドルロード」など夏の夜を彩ります。
夕涼みをかねてカップルで、ご家族で！滝道そぞろ歩きはいかが♪
●「箕面公園大滝ライトアップ」：2022年７月16日（土曜日）から８月31日（水曜日）まで　19時から22時まで
　※大雨警報など気象警報発令時は自動的に中止
●「みのおキャンドルロード2022」：2022年７月30日（土曜日）19時から21時まで　※雨天中止

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：無料
■定員：なし
■対象：どなたでも　
■持ち物：なし
■申込み方法：なし

箕面公園
みのおこうえん自然観察会：なつやすみ企画－夏の夜、
灯りにあつまる昆虫観察－

2022年７月17日（日曜日）
６時30分から９時まで
※雨天中止

箕面公園内
ライトトラップに集る虫たちを観察します(野外観察） 箕面公園管理事務所

電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：20名
■対象：未就学児～小学生とその保護者
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴で参加要
■申込み方法：電話受付（事前申込制・先着順）
■受付：6月中旬頃より受付（定員に達し次第締切り）

箕面公園
みのおこうえん自然観察会：なつやすみ企画－夏の朝、
早おき生きもの観察－

2022年７月24日（日曜日）
６時30分から８時30分まで
※雨天中止

箕面公園および
周辺山麓

夜から森のレストランに集まっている虫たち、早起きの鳥たち、
すがすがしい早朝の森をめぐって観察しよう(野外観察）

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：20名
■対象：未就学児～小学生とその保護者
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴で参加要
■申込み方法：電話受付（事前申込制・先着順）
受付：6月下旬頃より受付（定員に達し次第締切り）

箕面公園 昆虫ＤＩＹ「陸貝マスターになろう！」

2022年７月24日（日曜日）
10時から正午まで
※雨天時は時間短縮の上屋内イベン
トに変更

箕面公園内 昆虫以外の生きものも観察してみよう。陸生貝類好きのスタッフが案内します（野外観察）
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：20名
■対象：未就学児～小学生とその保護者
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴（熱中症対策、虫対策
も必要です）
■申込み方法：電話受付（事前申込制・抽選制）　
■抽選受付は、６月下旬頃から開始予定

箕面公園 昆虫クラブ「夏の昆虫観察2」
2022年８月21日（日曜日）
10時から正午まで
※雨天中止

箕面公園内 昆虫館から修業古場までの道沿いで夏の昆虫をさがして観察します（野外観察）
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：15名
■対象：小学生以上（※小学生は保護者の同伴要）
■持ち物：飲料、歩きやすい服装と靴（熱中症対策、虫対策
も必要です）
■申込み方法：電話受付（事前申込制・先着順）
受付：7月中旬頃より予定（定員に達し次第締切り）

箕面公園 昆虫ＤＩＹ「チョウの幼虫飼育体験」
2022年８月28日（日曜日）
10時から正午まで
※雨天中止

箕面公園昆虫館 普段、飼育スタッフがおこなっているお仕事を体験してもらいます（屋内ワークショップ）
箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円（保護者も）
■定員：20名
■対象：未就学児～小学生とその保護者
■持ち物：なし
■申込み方法：電話受付（事前申込制・抽選制）　
■抽選受付は、７月下旬頃から開始予定

大阪府営公園　夏のイベント　2022



箕面公園 箕面の森の音楽会
2022年８月28日（日曜日）
16:30から20:00まで
雨天中止

瀧安寺前広場（箕
面公園内）

夏の夕ぐれ時から夜のとばりがおりる頃、川のせせらぎのなか箕面の森で楽しむ音楽会
（野外音楽ライブ）
共催：箕面の森の音楽会実行委員会／メイプルハーツ企業共同体（箕面公園管理事務所）

箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：観覧無料
■定員：なし（イス座席数は約100人～150人分）
■対象：どなたでも
■持ち物：なし
■申込み方法：なし

服部緑地 しょくぶつえんのヨーガ・セラピー

2022年６月８日(水曜日)
2022年７月13日(水曜日)
2022年８月10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

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。
６月分は５月18日（水曜日）から受付開始
７月分は６月20日(月曜日)から受付開始
８月分は７月16日(土曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要

服部緑地 はじめての苔玉づくり
2022年６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

ミニ観葉植物を使った苔玉をつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：700円
■定員：12名
■対象：どなたでも
■持ち物：エプロン、持ち帰り用の袋
■要事前申込み：電話または来所で受付
■受付：５月23日(月曜日)から受付開始
※別途入園料220円が必要・ただし中学生以下は無料

服部緑地 しょくぶつえんでパパフェスタ
2022年６月19日(日曜日)
11時00分から15時00分

都市緑化植物園　
芝生広場他園内

パパヨーガ、スラックライン体験会、グルメコーナー、ポニーとのふれあい体験、自然素材を使った工作やゲーム
など、パパと一緒に遊べるメニューがいっぱい。

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。
スラックライン体験会、ポニーに乗ってみよう、パパヨー
ガは当日整理券配布。
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地 しょくぶつえんでフラワーセラピー
2022年６月22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

お花に触れて癒しの時間を楽しみましょう♪お子様連れの方のご参加も大歓迎です！
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(お子さま連れも大歓迎！)
■要事前申込み：電話または来所で受付
■受付５月26日(木曜日)から
※別途入園料220円が必要・ただし中学生以下は無料

服部緑地 食虫植物のひみつ！お家で育てて花を咲かせてみよう
2022年７月３日(日曜日)
13時30分から15時30分

都市緑化植物園　
第１スタジオ

食虫植物の魅力を知り体験する講習会。実際に食虫植物の苗を植え替えし、持ち帰るので家でも観察できま
す。

服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費：1,500円
■定員：12名
■対象：どなたでも。(小学生低学年以下は保護者同
伴でご参加ください。)
■持ち物：エプロン(お持ちの方は虫めがねもご持参く
ださい)
■要事前申込み：電話または来所で受付。
■受付：６月13日(月曜日)から
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地 しょくぶつえんでリラックスフラ体験教室
2022年７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。
■受付：７月分は６月15日(水曜日)から
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地 セミのふしぎと木のぼりゼミをつくろう
2022年７月17日(日曜日)
10時30分から12時30分まで

都市緑化植物園
芝生広場＆第１ス
タジオ

セミの抜け殻の観察をした後、工作で木のぼりゼミをつくります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費無料
■定員：先着10家族
■対象：３歳から小学６年生
■受付：10時15分から開催時間内随時
※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

2022年７月21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カ月から11カ月の親
子、よちよちクラスは１才から１才６カ月の親子
■要事前申込み：電話または来所で受付。
７月分は６月22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 アメンボのはてな？とふしぎなキンギョをつくろう！
2022年８月21日(日曜日)
10時30分から12時30分まで

都市緑化植物園
芝生広場＆第１ス
タジオ

アメンボの観察をした後、ふしぎなキンギョ（浮沈子）を作ります。
服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■参加費無料
■定員：先着10家族
■対象：３歳から小学６年生
■受付は10時15分から開催時間内随時
※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
「散歩倶楽部その１　スペシャル」
～花のスケッチと額装～

2022年６月18日（土曜日）
10時から正午まで

管理事務所会議
室

樹木の枝を輪切りにしたものに好きなお花を描いて、額に飾っていただきます。
寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費:110円
■定員：先着20名
■要事前申込み：５月18日（水曜日）より管理事務所に
直接来所か電話にて、９時から17時の間に先着順で受
付

寝屋川公園
「自然の神秘」
セミの羽化を観察しよう！

2022年７月23日（土曜日）19時から20
時30分まで

管理事務所前集
合

夏になると寝屋川公園内でたくさんのセミが見られます。
セミの幼虫が土から出てきて、成虫になる瞬間を見てみましょう！生命の神秘を感じること間違いなしです。

寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■定員：先着順、保護者を含めて50名（保護者の付き
添いが必要です。）
■持ち物：水筒
■申込方法：管理事務所にて電話受付。
■申込開始：６月23日（木曜日）より
■服装：マスク着用。虫に刺されにくい服装



山田池公園 花しょうぶ園開園

2022年５月２５日(水曜日)から６月25日
(土曜日)
午前９時30分から午後７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。
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

山田池公園 星に願いを込めて　七夕の笹プレゼント
2022年６月20日（月曜日）から７月６日
（水曜日）
10時から16時まで

パークセンター
期間中、パークセンターに大きな笹と短冊を用意していますので。願い事を書いて結んでください。
また、７月１日から６日までは七夕の笹をプレゼントします。

山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■申込不要
■参加費：無料

山田池公園 実りの農作業体験　枝豆の収穫体験会
2022年８月11日（木曜日・祝日）
10時から正午まで

実りの里 実りの里で育てた枝豆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：30人
■参加費：100円（※一人につき）

深北緑地 夏休み工作教室
2022年７月31日（日曜日）10時から11
時まで

管理事務所 手軽に作れる工作教室を行います。
深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■参加費：300円
■当日受付：先着15名

久宝寺緑地 シャクヤク写真・絵画展

2022年６月11日（土曜日）から６月26日
（日曜日）まで
９時から17時まで
※最終日は16時30分までとなります

北地区　インフォ
メーション

４月から５月にかけて咲き誇った久宝寺緑地のシャクヤクの写真、絵画展を開催いたします。
個性あふれる様々な写真や絵画をお楽しみください。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：無料
■申込不要
■写真・絵画の募集は５月１日(日曜日）から６月５日
(日曜日)まで。おひとり様１点限り。

久宝寺緑地 七夕イベント～天の川掲揚～
2022年６月24日(金曜日)から７月７日
(木曜日)まで

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

■入園：無料
■申込不要

久宝寺緑地 七夕イベント～短冊に願い事を書こう～ 2022年６月26日(日曜日)
北地区　風の広
場付近

七夕の日に向けて、短冊に願い事を託しませんか？
書いていただいた短冊は７月６日・７日に花の道に掲揚します。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■参加費：無料
■申込不要

久宝寺緑地 久宝寺緑地プール
2022年７月16日（土曜日）から８月28日
（日曜日）
９時から17時30分まで

東地区　久宝寺
緑地プール

久宝寺緑地では、今年もプールを開設します。
手指消毒のアルコール設置や入口ゲートでの検温など、昨年と同じ感染対策を行いますが来場される皆様も、
次の点でご協力願います。
・出かける前に水着を着てご来場ください。
・更衣室では話さないでください。
・食堂では向かい合わずに飲食を行ってください。
・プールサイドでも大きな声を出さないでください。

久宝寺緑地プール
電話番号：072-924-9666

■入場料
大人：850円
中学生：430円
小人（４歳から小学生）：220円
■回数券の販売はいたしません

久宝寺緑地 レッツ久宝探検隊
セミの羽化観察会
2022年７月23日（土曜日）
18時から20時まで

中地区　花の道
セミの羽化観察会
セミの生涯を知り、生態を学ぶと共に命の大切さを学びましょう。
セミの幼虫が夕方穴から這い出し、木に登り羽化する様子を観察します。

久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■久宝寺緑地管理事務所で窓口・電話にて受付
■料金：無料
■申込期間：開催日の1か月前から当日まで
■虫眼鏡、ルーペ、虫よけスプレー。長袖長ズボンの
着用でお越しください。

久宝寺緑地 久宝寺こうえんマルシェ（夕涼みマルシェ）
2022年８月28日（日曜日）
15時から19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。

枚岡公園 アジサイ・ハイキング

2022年６月25日（土曜日）
９時30分から16時頃まで 
※雨天中止：気象庁天気予報で大阪府
の開催前日17時予報が翌日午前６時
から午正午の降水確率60％以上の場
合

枚岡公園から府
民の森「ぬかた園
地・アジサイ園」ま
で

枚岡公園から生駒山頂下「府民の森・ぬかた園地アジサイ園」まで往復８㎞を草花観察をしながらハイキングを
行います。（ハイキング中級程度コースとなります）

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（先着順定員になり次第受付終了）
■持ち物：飲み物・お弁当・雨具・マスク等感染予防対
策
■要事前申込み：６月１日(水曜日）10時から電話にて
受付開始

枚岡公園 セミの羽化観察会

2022年7月23日（土曜日）
18時30分から21時頃まで 
※雨天中止：気象庁天気予報で大阪府
の開催前日17時予報が翌日18時から
24時の降水確率60％以上の場合

枚岡公園・花広場
周辺

セミ羽化の神秘な様子を身近に観察しよう。
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（先着順定員になり次第受付終了）
■持ち物：飲み物・懐中電灯・熱中症対策（タオルな
ど）・防虫対策（長袖シャツ・長ズボン・防虫スプレーな
ど）マスク等感染予防対策
■申込方法：
事前申込：2022年7月1日(金曜日）10時から電話にて
受付開始

枚岡公園 夏休み工作「竹で作る知恵の輪」
2022年８月７日（日曜日）
９時30分から正午まで 

枚岡公園・森の工
作室

竹を使って親子で知恵の輪を作ろう。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：500円（材料費・保険料）
■定員：10名（先着順定員になり次第受付終了）
■持ち物：軍手・持ち帰り用袋・熱中症対策（タオル・飲み物など）・
マスク等感染予防対策
■申込方法：
事前申込：2022年8月１日(月曜日）10時から電話にて受付開始

枚岡公園 夏休み企画「押し花でプレートを作ろ」

2022年8月28日（日曜日）
10時から11時30分まで
13時30分から15時まで 

枚岡公園・森の工
作室

押し花を使って親子でオリジナルのプレートを作ろう。
枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■参加費：1,000円（材料費・保険料）
■定員：各５名（先着順定員になり次第受付終了）
■持ち物：持ち帰り用袋・熱中症対策（タオル・飲み物など）・マスク
等感染予防対策
■申込方法：
事前申込：2022年8月15日(月曜日）10時から電話にて受付開始

長野公園 風鈴まつり
2022年７月７日（木曜日）から８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に、風鈴をたくさん吊り下げた竹
トンネルを設置します。
夏風に揺られて、涼やかな音色を一斉に奏でる様子をお楽しみください。

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■参加費：無料
■申込不要

長野公園 Family Nature Program　石川上流での魚とり
2022年８月21日（日曜日）９時30分から
１１時まで

長野公園

①お魚とりのレクチャー
②川に入ってみよう
③魚とりをやってみよう
④捕まえた生きものを調べてみよう
とれるかもしれない生きもの：エビ・オイカワ・フナ・カマツカ・ドジョウ・カワムツ・アユ

長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■参加費：無料
■定員：先着15名（小学校2年まで保護者同伴）
■対象：小学生以上
■受付：開催の一か月前から長野公園管理事務所の
窓口又は電話で受付

錦織公園 田植え体験
2022年6月5日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

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

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■参加府：300円
■定員：先着15名
■対象：小学生以上
■受付：５月５日（木曜日・祝日）から錦織公園管理事
務所、窓口及び電話にて申込受付開始
※要事前申し込み



錦織公園 季節の寄せ植えづくり
2022年6月26日（日曜日）
①10時30分から正午まで
②13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

■参加費：1,200円
■定員：各回先着10名
■対象：中学生以上
■申込方法：錦織公園管理事務所、窓口及び電話
■受付：5月26日（木曜日）から
※要事前申し込み

錦織公園 ６月の花の見所　アジサイ 6月上旬から7月上旬頃まで 河内の里 河内の里で､アジサイが見ごろを迎えます。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

錦織公園 七夕イベント（笹飾りづくり）笹のみ無料配布
2022年7月3日（日曜日）
13時30分から15時まで

河内の里（里の
家）

園内で伐採した笹の配布をします。なくなり次第終了。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■料金：無料
■対象：どなたでも
■申込不要

錦織公園 森の実習隊
2022年7月16日（土曜日）
10時00分から15時まで

公園管理事務所 錦織公園の樹林を一緒に管理しましょう。
錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

■参加府：無料
■定員：先着10名
■対象：18歳以上
■申込方法：錦織公園管理事務所、窓口及び電話
■受付：随時
※要事前申し込み

錦織公園 藍の生葉染め体験
2022年7月24日（日曜日）
13時30分から15時まで

河内の里（里の
家）

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

■料金：300円
■定員：先着10名
■対象：小学生以上
■申込方法：錦織公園管理事務所、窓口及び電話
■受付：６月24日から

錦織公園 8月の花の見所　ワタ 2022年8月初旬から9月末まで 河内の里
南河内の里の風景として、里の家（河内の里）の畑でワタを育てています。どこか懐かしいワタの花が見ごろを
むかえます。

錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506

錦織公園 竹クラフト
2022年８月20日（土曜日）
13時30分から15時30分まで

公園管理事務所 夏にぴったりのドアチャイムを作ります。
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４年生以上（保護者同伴）
■申込方法：錦織公園管理事務所、窓口及び電話
■受付：７月20日から

石川河川公園 Family Nature Program　石川中流での魚とり

2022年７月10日（日曜日）9時30分から
11時まで
2022年８月６日（土曜日）9時30分から
11時まで
2022年８月27日（土曜日）9時30分から
11時まで

石川河川公園自
然ゾーン

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：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
■申込方法：公園管理事務所で窓口・電話にて受付

石川河川公園 石川でSUP(スタンドアップパドル)体験！

2022年７月30日（土曜日）9時30分から
2時30分まで
①9：30から10：30 ②11：00から12：00 
③13：30から14：30
2022年８月７日（日曜日）9時30分から
正午まで
①9：30から10：30 ②11：00から12：00 
2022年８月28日（日曜日）9時30分から
2時30分まで
①9：30から10：30 ②11：00から12：00 
③13：30から14：30

石川河川公園あ
すか歴史の里

初心者大歓迎！川の上でのんびり楽しめるSUP(スタンドアップパドル）が石川で体験できます。
パドルなどの道具の使い方や漕ぎ方をはじめ、水の上を自由に動き回る楽しさをお教えします！

石川河川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■料金：3,000円/人(子ども) 
    同乗の保護者は500円/人
■定員：各回先着5名
■対象：小学生～中学生まで
■実施日の1か月前の一日より受付開始予定
■申込：専用のWebフォームより必要事項を記入して申込
https://9351669103.amebaownd.com/posts/15361116?categoryIds
=4201924

住吉公園 セミのぬけがら探しとセミのストラップつくり
2022年8月21日（日曜日）
10時から正午　※雨天中止

園内全域・体育館多目的大室 セミの抜け殻を探し観察をした後、工作セミのストラップをつくります。
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
■対象：小学生以下（小さいお子様は保護者同伴）
■持ち物：アミ・カゴ・水筒・虫よけ
■申込：管理事務所まで

住之江公園 ミュージックガーデン
2022年６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

■参加費：無料（ただし物販有料）
■申込不要

住之江公園 住之江公園プール
2022年7月16日（土曜日）から8月28日
（日曜日）まで　　9時30分から17時30分

住之江公園プー
ル

都会のオアシス「住之江公園プール」で思いきり泳いで遊んで夏に負けない体を作りましょう。
住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■料金：大人620円　中学生420円
　　　　　4歳以上210円

住之江公園 夏ウィンパーチィ
2022年7月18日（月曜日・祝日）10時か
ら20時まで

児童広場
約15台の味自慢キッチンカ－が大集合。ミニライブやパフォーマンス、フリ－マーケットも同時開催されます。今
回は夏バージョンで縁日が充実。浴衣姿が似合います。

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

大泉緑地 展示会「アジサイの紹介」
2022年６月４日（土曜日）から2022年６
月13日（月曜日）まで

花と緑の相談所　
展示ブース

いろいろなアジサイの花を紹介します。アジサイの知識を深めましょう。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0870

■参加費：無料
※新型コロナウイルス予防の為、マスクの着用をお願
いします。

大泉緑地 あじさいの楽しみ方
2022年６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

アジサイの基礎知識や挿し木、栽培などについてお話します。
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：10名
■対象：高校生以上
■持ち物：運動しやすい服装、飲み物、スタンドミラー
（顔ダンス時使用）、着替え、タオル、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：管理事務所窓口又は電話（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。
■受付：５月18日（木曜日）10時から

大泉緑地 展示会「大泉の野鳥展」
2022年６月16日（木曜日）から2022年７
月31日（日曜日）まで

花と緑の相談所　
展示ブース

大泉緑地と近畿周辺の鳥を写した写真を焼く50点展示します。
協力：おおいずみ　鳥撮りの会

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0870

■参加費：無料
※新型コロナウイルス予防の為、マスクの着用をお願
いします。



大泉緑地 令和４年度　樹木剪定講習会　第１回
2022年６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

樹木の性質の説明と実際の剪定実習を行う年間３回の講習会です。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：2,000円
■定員：20名
（原則として、年間３回全講習を参加できる方対象）
■持ち物：１回目…剪定バサミ、２･３回目…剪定バサミ、刈
り込みバサミ、実習のできる動きやすく汚れてもよい服装※
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：花と緑の相談所　窓口又は電話（先着順）
■受付：５月26日(木)から
■備考：都合がつかず欠席する場合でも返金致しかねま
す。

大泉緑地 コケ玉の作り方･育て方･楽しみ方
2022年７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

コケ玉の作り方・育て方・楽しみ方を学べます。コケ玉で日々の中に小さな癒しを。
観葉植物についても学べるので、癒しの効果と魅力をより実感できます。
飾り方ひとつで、隅に置けない愛らしいコケ玉に感じられるかも。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：600円
■定員：18名
■持ち物：ハサミ、薄手のゴム手袋、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：６月10日（金曜日）から、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 おしゃれなインテリアハーバリウム
2022年７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

ガラスボトルの中に、ブリザーブドフラワーやドライフラワーなどを入れ、専用のオイルを入れて仕上げます。お
しゃれで、そこにあるだけで華やかさを感じられるおしゃれなインテリアを自身で作ってみませんか。

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（小学生以上対象）
■持ち物：ポケットティッシュ1個、持ち帰り用袋（15×
24cm位）
※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：６月24日（金曜日）から、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 ハスの葉っぱを観察しよう
2022年７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

大泉緑地のハスの葉っぱを使って、楽しい実験や観察を行います。
ハスの葉に実際に触れて、水鉄砲も使いながら不思議な現象について観察します。

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（４才～小学生まで対象）
■持ち物：濡れても良い服装、軍手、帽子、飲み物、筆
記用具、あれば水鉄砲
※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：６月24日（金曜日）から、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 カマキリ博士のわくわく昆虫教室
2022年７月31日（日曜日）
10時00分から正午まで

花と緑の相談所　
講習会室

カマキリを観察したり、カマキリを中心に昆虫について学んだり、カマキリの動く翅の作りを考えてみたり…と、カ
マキリを中心とした昆虫たちの知られざる生き残り術を解き明かします。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：100円/子供のみ
■定員：30名（保護者同伴必須）
■持ち物：ハサミ、色鉛筆
※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：６月１日（水曜日）から、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 カマキリ博士のわくわく昆虫教室
2022年７月31日（日曜日）
10時00分から正午まで

花と緑の相談所　
講習会室

カマキリを観察したり、カマキリを中心に昆虫について学んだり、カマキリの動く翅の作りを考えてみたり…と、カ
マキリを中心とした昆虫たちの知られざる生き残り術を解き明かします。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0871

■参加費：100円/子供のみ
■定員：30名（保護者同伴必須）
■持ち物：ハサミ、色鉛筆
※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：花と緑の相談所　窓口又は電話（先着
順）
■受付：６月１日（水曜日）から

大泉緑地 展示会「アサガオの紹介」
2022年８月３日（水曜日）から2022年８
月21日（日曜日）まで

花と緑の相談所　
展示ブース

アサガオについてパネルで紹介します。
アサガオの見本展示も行います。

大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0870

■参加費：無料
※新型コロナウイルス予防の為、マスクの着用をお願
いします。

大泉緑地 夏の子供絵画教室
2022年８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

夏の風物詩である「夜空の花火」や「海の生き物」などを描いてみましょう。
色画用紙を使って簡単に描く方法を紹介します。夏休みの思い出や、心に留まった景色を各自でアレンジしなが
ら描き、作品に仕上がる楽しみを感じていただきます。

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（小学生対象・低学年は保護者同伴）
■持ち物：クレパス、水彩絵の具など

大泉緑地 アロマスプレー作り＆アロマヨガ
2022年８月20日（土曜日）
10時00分から11時30分まで

花と緑の相談所　
講習会室

アロマスプレーを作り、アロマの香りに癒されながらヨガを行います。
癒される香りを、リラックスできるヨガとともに楽しむことで、心も身体も癒されるプログラムとなっています。

大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■参加費：1,000円
■定員：10名（先着順）
■対象：高校生以上
※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。

大泉緑地 海藻おしばで絵葉書を作ろう

2022年８月21日（日曜日）
①10時00分から10時30分まで
②10時40分から11時10分まで
③11時20分から11時50分まで
④13時00分から13時30分まで
⑤13時40分から14時10分まで
⑥14時20分から14時50分まで

花と緑の相談所　
講習会室

海の中にも森があり、さまざまな海藻が生えています。その海藻を素材に、世界でひとつだけのアートフルなハ
ガキを創りませんか。そして、あまり知られてこなかった海藻の魅力や不思議に目を向けてみましょう。花の押し
花とはひとあじ違う「海藻おしば」は海藻のさまざまな形や色をそのまま使い、魅力的な作品になります。

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：各回10名（小学生以下は保護者同伴）
※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。

大泉緑地 展示会「観葉植物展」
2022年８月24日（水曜日）から2022年９
月４日（日曜日）まで

花と緑の相談所　
展示ブース

家庭で楽しめる観葉植物などを展示します。
大泉緑地　花と緑の相談所
電話番号：072-251-0870

■参加費：無料
※新型コロナウイルス予防の為、マスクの着用をお願
いします。

浜寺公園 初夏のいきもの観察会
2022年６月19日（日曜日）
10時00分から11時30分まで

バッタの原っぱ 昆虫やいろいろないきものの観察。
浜寺公園管理事務所
電話番号：072-261-0936

■料金：無料
■こども１５人(親子同伴　こどもは小学生まで　こども
のみの参加可)
■申込：管理事務所まで

蜻蛉池公園 蜻蛉池公園　あじさいフェア
2022年６月11日(土曜日）、６月12日（日
曜日）
10時から15時まで

野原の広場奥　あ
じさい園

約40種、１万株のアジサイの花に囲まれて斜面一面に咲き誇るアジサイをながめながらの、ゆったりとした時間
をすごしてみませんか。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■入場料：無料

蜻蛉池公園 オオムラサキの生態説明と散策会
2022年６月26日(日曜日)
午前の部：９時から正午まで
午後の部：13時から16時まで

大阪府営蜻蛉池
公園内

蜻蛉池公園内にてオオムラサキの育成指導を行って頂いている日本の国蝶オオムラサキ研究所　所長　林　太
郎氏をお招きし子供から大人までを対象としたオオムラサキの生態説明と散策会

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号：072-443-9671

■参加費：500円
■定員：午前・午後　各10組

蜻蛉池公園 蝶の標本作り体験

2022年７月９日(土曜日)、７月10日(日
曜日)
午前の部：９時から正午まで
午後の部：13時から16時まで

スポーツハウス
ミーティングルー
ム

『橿原市昆虫館友の会』林太郎氏をお招きして蝶の標本作り体験を実施。
蜻蛉池公園管理事務所
電話番号072-443-9671

■参加費：500円
■定員：午前・午後　各10組



蜻蛉池公園 標本作成講習会 2022年７月24日(日曜日)
スポーツハウス
ミーティングルー
ム

標本作成の講習会を行います。
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 ペットロケットを飛ばそう
2022年７月24日(日曜日)
10時から15時まで

野原の広場
子どもたちとペットボトルでロケットを作り芝生の上で飛ばして楽しく
遊ぶます。高く遠まで飛ぶと子どもさんは大喜びです。

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号072-443-9671

■入場料：無料
■定員：10名
■申込は７月12日(月曜日)10時から管理事務所への
電話にて受付開始

蜻蛉池公園 昆虫講習会
2022年８月21日(日曜日)
９時から11時及び13時から15時まで

スポーツハウス
ミーティングルー
ム

蜻蛉池公園内にてオオムラサキの育成指導を行って頂いている日本の国蝶オオムラサキ研究所　所長　林　太
郎氏をお招きし子供から大人までを対象とした昆虫の講習会を実施

蜻蛉池公園管理事務所
電話番号072-443-9671

■参加費：500円
■定員：午前・午後　各10組
■申込方法：電話にて受付

りんくう公園 星に願いを！　七夕かざり

募集期間：2022年６月26日（日曜日）か
ら2022年７月６日（水曜日）まで
展示期間：2022年６月28日（火曜日）か
ら2022年７月８日（金曜日）まで

内海周辺
今年もりんくう公園のホームページで七夕の願い事を受付します。
受け付けた願い事を、公園スタッフが代筆し、その都度飾り付けを行います。
シンボル緑地　内海に竹を設置しますので、ぜひ見に来てください。

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■応募方法：りんくう公園ホームページから応募
URL:http://rinku.osaka-park.or.jp/18496
■参加費：無料
・願い事の文字数は20字程度とします。
・内容に悪意のある表現や不適切と思われる場合は飾り付けを行
いません。

りんくう公園 かぶとむしふれあいコーナー
７月上旬から８月中旬ごろの日曜日限
定
９時30分から16時頃まで

公園管理事務所
１階

かぶとむし約200匹と自由にふれあえます。
りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■参加費：無料
・コロナ感染対策のため、15人までの入場とします。
・混雑時は10分の入替制となります。

りんくう公園 チリメンモンスターを見つけよう
2022年７月23日（土曜日）
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：未定
■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

りんくう公園 りんくうPARKフェスタ
2022年８月７日（日曜日）
10時から16時まで

総合休憩所３階
公園管理事務所
１階
第２駐車場横　多
目的広場

３つの会場で密を避けた分散型イベントで開催します。

○総合休憩所：多肉植物寄せ植え（有料　\300）
　10:00～／11:00～／13:00～／14:00～　（各10名）
　ただし、材料がなくなり次第終了になります。
○水てっぽうを作ろう（無料）
　14:00～16:00
　先着25名（刃物を使います。親子でご参加ください）
○かぶとむしふれあいコーナー（無料）
　10:00～16:00
　入場は１回10分まで
　手に取って自由にさわれます
　持ち帰りはできません

りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■参加費：多肉植物寄せ植え（300円）
　　　　　　　水てっぽうを作ろう（無料）
　　　　　　　かぶとむしに触れよう（無料）
■イベント当日、直接各会場へお越しください
■定員：多肉植物（１時間10名）
　　　　　水てっぽう（先着25名）
　　　　　かぶとむし（１回10分、人数制限あり）

せんなん里海公園 親子しぜん体験会
2022年６月19日（日曜日）
13時から15時まで

しおさい楽習館・
さとうみ磯浜

さとうみ磯浜に生息する海の生き物を採取・観察する。海に生息している状態を実際に観察したり触ったりする
ことを通じて生き物や環境について学びます。

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
■要事前申込み：６月２日（木曜日）10時から６月４日
（土曜日）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、６月５日（日曜日）

せんなん里海公園
海の小さな怪物
チリメンモンスターを探そう

2022年７月28日(木曜日）
10時から正午まで

しおさい楽習館
多様な生き物が生息する豊かな大阪湾で水揚げされたシラスの中にまぎれこんでいる不純物「チリメンモンス
ター」を見つけ、学習する。

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（駐車料金別途必要）
■定員：先着15名
■申込：７月７日（木曜日）10時から７月９日（土曜日）
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、７月10日（日曜日）

せんなん里海公園 陸ガニ観察会　“放仔”の瞬間見れるかな？
2021年８月14日（日曜日）
18時30分から20時まで

潮騒ビバレー

せんなん里海公園に生息する陸ガニについて紙芝居を通して学習し、実際にカニを見てさわって観察していた
だきます。その後、夜の公園で陸ガニが放仔する瞬間を見守ります。
18時30分～紙芝居『陸ガニの冒険』と見てさわって観察会
19時20分～水辺に移動して放仔観察

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（駐車料金別途必要）
■定員：先着20名
■申込：７月21日（木曜日）10時から７月23日（土
曜日）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、７月24日（日曜日）

泉佐野丘陵緑地 ササユリ鑑賞会

2022年６月５日（日曜日）
午前の部：10時30分から11時30分まで
午後の部：13時から14時まで
※小雨決行、荒天中止

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア「パーククラブ」は泉佐野丘陵緑地に自生しているササユリの保全育成活
動を開園前から続けています。今では希少になったササユリの自生地と育成活動を見て頂く鑑賞会です。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：各回先着20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、帽子
■服装：長袖、長ズボンで汚れても良い服装、履きな
れた靴
■要事前申込み：当日10時から泉佐野丘陵緑地パー
クセンター窓口にて受付



泉佐野丘陵緑地 水鉄砲づくりをしよう！
2022年７月９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。今回は竹工作として、水鉄砲づくりを行います!
お子さんでも 簡単に作れるので、ぜひ親子で水遊びとものづくりの楽しさを実感してみませんか。

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組
　※申込み多数の場合は抽選
■対象：３歳以上小学生以下（お子様とその保護者で
お申込みください。）
■持ち物：マスク、飲み物、軍手、タオル、雨具、着替
え、帽子
■服装：長袖、長ズボンで汚れてもよい服装、長靴
■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
■申込期限：６月29日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 多肉植物寄せ植え講習会
2022年７月17日（日曜日）
13時30分から15時まで
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地 りんくう公園で人気の多肉植物寄せ植え講習会が、泉佐野丘陵緑地に来てくれます！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：1,000円
■定員：先着20名
■持ち物：マスク、花ばさみ、軍手、持ち帰り用の袋
■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
■申込期限：７月７日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 アゲハチョウの飼育観察（全３回）

2022年７月24日（日曜日）
2022年８月７日（日曜日）
2022年８月24日（日曜日）
13時15分から15時まで
※雨天決行

泉佐野丘陵緑地
公園ボランティア「パーククラブ」がキアゲハの飼育観察講座を実施します。自然の不思議とおもしろさを感じて
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
■定員：８組
　※申込み多数の場合は抽選
■対象：小学生及びその保護者
■持ち物：マスク、筆記用具、飼育用バケツ、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：７月14日（木曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 篠笛を作って吹いてみよう！
2022年７月30日（土曜日）
13時から15時30分まで
※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、篠笛を作ります!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：200円
■定員：先着８名
■対象：小学４年生以上（小学生以下は要保護者同
伴）
■持ち物：マスク、飲み物、軍手
■服装：汚れてもよい服装（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で窓口・電話にて受付
■申込期限：７月20日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 草木染でオリジナルハンカチを作ろう
2022年８月20日（土曜日）
10時から正午まで

泉佐野丘陵緑地
泉佐野丘陵緑地の公園ボランティア「パーククラブ」と一緒に簡単な草木染めの一つである藍のたたき染めでオ
リジナルハンカチを作りませんか？

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（予定）
■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、金づち、飲み物
■服装：汚れてもよい服装（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：８月10日（水曜日）正午まで


