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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 みのおこうえん自然観察会「落葉の下の生きもの観察」
2022年12月11日（日曜日）
10時から正午まで

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

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：100円
■定員：15名
■対象：未就学児から小学生とその保護者
■持ち物：なし
■申込：電話受付（事前申込制・先着順）
＊受付は、11月中旬頃から開始予定（公園ホーム
ページに掲載）

箕面公園 箕面大滝ライトアップ　クリスマスバージョン
2022年12月23日（金曜日）から
2022年12月25日（日曜日）まで
日没から21時まで

箕面大滝
箕面大滝をライトアップ。クリスマスバージョンのカラーで演出します。夜の箕面大滝をお楽しみくださ
い。

■箕面公園管理事務所
電話番号：072-721-3014

■参加費：無料
■申込：不要
■阪急箕面駅前から徒歩40分から50分
※箕面大滝までの遊歩道（滝道）は一般車両は入れ
ません。お車の場合は箕面駅周辺の駐車場もしくは
府道43号線沿い大日駐車場をご利用下さい。

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク「箕面の山で2022年歩きおさ
め」

2022年12月25日（日曜日）
10時から15時まで

公園周辺山麓
今年の歩きおさめを箕面の山で。ぜひお越しください。
コース：約12～13km

■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
■参加費：200円
■持ち物：なし
■申込：事前申込制・先着順　＊受付は、11月下旬
頃から開始予定（公園ホームページ等に掲載）電話
受付
※　当日集合場所　：阪急箕面駅前　9時50分

箕面公園
みのおこうえん自然観察会「冬の野鳥と冬の木の実をさ
がそう」

2023年１月15日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園内 冬の森で、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。
■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
■申込：事前申込制・先着順　＊受付は、12月中旬
頃から開始予定（公園ホームページに掲載）電話受
付
■参加費：100円
■持ち物：お持ちの方は双眼鏡

箕面公園 昆虫ＤＩＹ「いもむしのフン染め体験」
2023年１月22日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園昆虫
館研修室

いもむしのフンを使って布を染めてみます。染めた布は持ち帰っていただけます。
■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
■申込：電話受付（事前申込制・抽選制）　＊抽選受
付は、12月下旬頃から開始予定（昆虫館ホームペー
ジに掲載）
■参加費：300円（染物参加費）／付添者は100円
■持ち物：なし

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク「真冬のトレッキングを楽しも
う！」

2023年１月29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、箕面の山を歩きます。
コース未定
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
■申込：事前申込制・先着順　＊受付は、12月下旬
頃から開始予定（公園ホームページ等に掲載）電話
受付
■参加費：200円
■持ち物：なし

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」

2023年２月12日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園内
樹木にまいた「こも」の下、寒い冬を越すために生きものたちがひそんでいます。
どんな生きものがいるか観察してみよう。

■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
■申込み方法：事前申込制・先着順　＊受付は、1月
中旬頃から開始予定（公園ホームページに掲載）電
話受付
■参加費：100円
■持ち物：お持ちの方は双眼鏡

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
「冬こそ低山トレッキング－鉢伏山まで－」（仮称）

2023年２月23日（木曜日・祝日）
10時から15時まで（予定）

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、
山岳ライター・根岸真理さんが街の近くの山での楽しみ方を案内します。
早春の箕面の森をトレッキング。

■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
■申込み方法：電話またはメールフォームにて受付
（事前申込制・先着順）　＊受付は１月中旬頃から
（箕面公園ホームページに掲載）
■参加費：1,500円

箕面公園 昆虫ＤＩＹ「コオロギ相撲」
2023年２月26日（日曜日）
10時から正午まで

箕面公園昆虫
館研修室

コオロギ相撲って知ってる？　優勝者には賞状を進呈いたします。
■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：20名
■申込み方法：電話受付（事前申込制・抽選制）　＊
抽選受付は、１月下旬頃から開始予定（昆虫館ホー
ムページに掲載）
■参加費：100円
■持ち物：なし

大阪府営公園　冬のイベント　2022-2023



服部緑地 木の実のフォトスタンドと松ぼっくりのミニミニツリーづくり
2022年12月4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、フォトスタンドとミニ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

■対象：どなたでも
■定員：16名
■申込：要事前申込、電話または来所で受付。
11月14日(月曜日)から受付開始　
■参加費：700円
■その他：別途入園料220円が必要・但し中学生以
下は無料　※グルーガンを使用します。

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12月9日(金曜日)
2023年１月13日（金曜日）
2023年２月10日(金曜日)
各日　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

■対象：お子様連れの方は生後12カ月まで
■定員：10名 
■申込：要事前申込、電話または来所で受付。12月
分は11月９日(水曜日)から受付開始、１月分は12月
14日(水曜日)から受付開始、２月分は１月11日(水曜
日)から受付開始
■参加費：無料
■その他：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。
※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

2022年12月14日（水曜日）
2023年１月11日（水曜日）
2023年２月８日（水曜日）
各日　10時30分から正午まで
2022年12月29日（木曜日）
2023年１月23日(月曜日)
2023年２月27日(月曜日)
各日　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

■対象：16才以上の方
■定員：10名
■申込：要事前申込：電話または来所で受付。
12月分は11月23日(水曜日・祝日)から受付開始、1
月分は12月18日(日曜日)から受付開始、２月分は１
月18日(水曜日)から受付開始。
■参加費：500円
■その他：※別途入園料220円が必要、持ち物：ブラ
ンケット、ヨガのできる服装でお越しください。

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12月15日(木曜日)
2023年１月19日(木曜日)
2023年２月16日(木曜日)
各日
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

■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12カ月から18カ月の親子
■定員：各クラス９組 
■申込：要事前申込、電話または来所で受付。
12月分は11月16日(水曜日)から受付開始、１月分は
12月19日(月曜日)から受付開始、２月分は１月16日
(月曜日)から受付開始。　
■参加費：無料
■その他：※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
2022年12月17日(土曜日)
10時30分から正午まで
13時30分から15時00分まで

服部緑地都市
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

■対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
■参加費：800円
■定員：各回10名
■持ち物：手袋、持ち帰り用の袋
■要事前申込：電話にて受付
12月3日(土曜日)から受付開始
※1家族1つまでの申込
※別途入園料220円が必要・但し中学生以下は無料

服部緑地 ホスピタルアート
2023年１月15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。ご家族でぜひ、
お越しください。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■対象：3歳から小学3年生までのお子さまとその保
護者
■定員：15組
■申込：要事前申込み、電話または来所で受付。12
月22日(木曜日)から受付開始　
■参加費：無料
■その他：※別途入園料220円が必要・但し中学生
以下は無料

服部緑地
みんなちがってみんないい
～きみだけの「いい」をつくろう～

2023年１月15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

近畿大学文芸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。
植物園の美しい自然の中で、子どもたちと保護者が一緒になって登場人物とお友達になることで、集
めた素材を使ってオリジナルの家を作ります。
「多様性」「自分らしさの表現」を体験できる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

■対象：3歳から小学3年生までのお子さまとその保
護者
■定員：15組
■申込み：要事前申込み、電話または来所で受付。
12月22日(木曜日)から受付開始　
■参加費：無料
■その他：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
2023年１月25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。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

■対象：2才までのお子様とママ
■定員：18名 
■申込：要事前申込み、電話または来所で受付。
12月26日(月曜日)から受付開始　
■参加費：1,000円
■その他：※別途入園料220円が必要・但し中学生
以下は無料



服部緑地 早春の寄せ植えづくり
2023年２月５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
パンジーなどを使って、可愛い春色の寄せ植えをつくりましょう。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■対象：どなたでも
■定員：16名
■申込み：要事前申込み、電話または来所で受付。１月
14日(土曜日)から受付開始　
■参加費：1,000円
■その他：別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

服部緑地 しょくぶつえんでバレンタイン花育教室
2023年２月11日（土曜日・祝日）
10時30分から正午まで
13時30分から15時まで

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自分で作ったフラワーアレンジメントを大切な人にプレゼントし
ましょう。

■服部緑地都市緑化植物園
電話番号：06-6866-3621

■対象：ハサミが使える方ならどなたでも。
■定員：各回12名（午前・午後） 
■申込み：要事前申込み、電話または来所で受付。1月12
日(木曜日)から受付開始　
■参加費：1,000円
■その他：別途入園料220円が必要・但し中学生以下は
無料

山田池公園 クリスマスイルミネーション
2022年12月１日（木曜日）から
2022年12月25日（日曜日）まで
16時30分から21時まで

パークセンター
今年もパークセンター内外に設置したイルミネーションが点灯します。冬の山田池公園をお楽しみく
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 クリスマスリースづくり
2022年12月１日（木曜日）
10時から正午まで

パークセンター 公園にある木の実、木の葉など自然の素材を利用してクリスマスリースを作ります。
■山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■参加費：1000円
■先着順　10名
■申込：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 親子で楽しむもちつき
2023年１月15日（日曜日）
10時から正午まで

実りの里 実りの里で収穫したもち米でもちつき体験を。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

■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
■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 早春の俳句大募集
2023年２月６日（月曜日）から
2023年２月20日（月曜日）まで

花木園（梅林）
梅にまつわる俳句を募集し、応募作品を梅林内特設掲示板に展示します。全応募作品の中から優
秀作品を選び表彰します!

■山田池公園パークセンター
電話番号：072-866-6132

■対象：どなたでも
■申込方法：花木園（梅林）の特設応募箱にて受
付。（応募用紙は特設応募箱横に設置しています）
■参加費：無料
■１名につき１句まで

寝屋川公園 キラキラ★イルミネーション
2022年12月１日（木曜日）から
2022年12月25日（日曜日）まで
17時から21時まで

寝屋川公園内
毎年恒例の寝屋川公園のイルミネーション、今年は時計塔周辺をライトアップします。
幻想的な冬の寝屋川公園をお楽しみください。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■申込：不要

寝屋川公園 木の実がいっぱい!!
2022年12月３日（土曜日）
10時から正午まで

寝屋川公園内 寝屋川公園内で拾った木の実や葉っぱ、枝などを使って自分だけのオリジナル作品を作ります。
■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■参加費：無料
■対象：どなたでも
■定員：先着20人
■持ち物：持ち帰り用の袋
■申込：実施日の１か月前の11月３日（木曜日・祝
日）より公園管理事務所で窓口・電話にて受付

寝屋川公園 冬の野鳥観察会
2023年１月14日（土曜日）
10時から正午まで

寝屋川公園内
寝屋川公園には、たくさんの野鳥がやってきます。
特に冬はベストシーズンです。一緒に園内の散策を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

■対象：どなたでも
■定員：先着20人
■要事前申込み：12月14日（水曜日）より公園管理
事務所で窓口・電話にて受付
■参加費：無料（駐車場は有料）
■持ち物：軽装で歩きやすい靴、帽子、水筒

寝屋川公園 鬼！逃走中！

2023年２月１日（水曜日）から
2023年２月11日（土曜日・祝日）ま
で
10時から16時まで

寝屋川公園内
寝屋川公園内(ケヤキ通り）にある鬼のお面の数を探して答えていただきます。色々な鬼が意外な場
所に隠れているので注意して探してくださいね。正解した方から先着順でプレゼントをお渡しします！

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■対象：どなたでも
■定員：先着100人
■申込み：期間中の10時～16時、公園管理事務所
窓口にて受付
■参加費：無料（駐車場は有料）

寝屋川公園 公園の四季を楽しむ散歩俱楽部　その４
2023年２月６日（月曜日）
10時から正午まで

寝屋川公園内
公園散歩シリーズ『春を待つ公園の樹木たち』をテーマに、参加者の方と公園をゆっくり散策して、
目・耳で少し早く春を感じてもらいましょう。

■寝屋川公園管理事務所
電話番号：072-824-8800

■対象：どなたでも
■定員：先着20人
■要事前申込み：１月６日（金曜日）より公園管理事
務所で窓口・電話にて受付
■参加費：無料（駐車場は有料）
■持ち物：軽装で歩きやすい靴、帽子、水筒

深北緑地 クリスマスリースづくり
2022年12月３日（土曜日）
10時から11時まで

会議室
クリスマスリースの手作り講座です。
小さいお子様でも簡単に作れますので、ぜひ、ご参加ください。

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
■参加費：おひとつ500円
■電話先着15組まで
■受付開始日11月21日（月曜日）10時より



深北緑地 深北の日（ボランティアデー）

2022年12月４日（日曜日）
2023年１月８日（日曜日）
2023年２月５日（日曜日）
各日　10時から11時まで

管理事務所
クズの葉取りを行います。
公園の美化活動に一緒に取り組んで爽やかな汗を流しませんか？

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■対象：どなたでも
■参加費：無料
■当日受付

深北緑地 まちかどプランツ
2022年12月10日（土曜日）
10時から11時まで

円形花壇 チューリップの植え付け予定です。あなたの植えたチューリップが春に大輪の花を咲かせます！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■対象：どなたでも
■参加費：無料
■当日受付

深北緑地 フィカタック

2022年12月11日（日曜日）
2023年１月15日（日曜日）
2023年２月19日（日曜日）
各日　10時から11時まで

テニスコート前 植物クイズにチャレンジ！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■対象：どなたでも
■参加費：無料
■当日受付

深北緑地 ミニ門松づくり
2022年12月18日（日曜日）
10時から11時まで

会議室 ミニ門松の手作り講座です。縁起物をつくって新年を迎えましょう！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■対象：どなたでも
■参加費：おひとつ1,000円
■定員：先着10組まで
■申込：11月21日（月曜日）10時から受付開始

深北緑地 冬の野鳥観察会

2023年１月21日（土曜日）
10時から11時まで
13時30分から14時30分まで
予備日：１月28日（土曜日）

深野池周辺
（管理事務所集

合）

冬鳥を中心とした野鳥観察の入門編です。寒い冬だからこそ出会える野鳥達。新年にバードウォッチ
ングに興じてみませんか？

■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■対象：どなたでも
■参加費：おひとり100円（保険料含む）
■定員：各回先着20名まで
■申込：1月9日（月曜日・祝日）10時から受付開始

深北緑地 ふかきた節分まめまき
2023年２月３日（金曜日）
（１）10時30分から11時30分まで
（２）14時30分から15時30分まで

管理事務所前 みんなで鬼退治！節分にちなんだ折り紙教室もあります！
■深北緑地管理事務所
電話番号：072-877-7471

■対象：どなたでも
■参加費：無料
■申込：不要

久宝寺緑地 きらきらナイト
2022年12月３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、ジャズコンサート

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2490

■申込不要
■参加費：無料 ※一部有料物販有

久宝寺緑地 みどり塾　ミニ門松作り
2022年12月18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。
今回はお正月に向けての門松作りです。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：16名様（先着順・要事前予約）
■申込：開催日の１か月前から久宝寺緑地管理事
務所の窓口または電話にて受付
■参加費（材料費）：1,500円

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
2022年12月18日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　
花の道

つる性植物や秋の野山にどんなものがあるかを学び、オリジナルのクリスマスリースを作ります。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：20名程度（先着順・要事前予約）
■申込：開催日の１か月前から久宝寺緑地管理事
務所の窓口または電話にて受付
■参加費（材料費）：無料

久宝寺緑地 ノルディックウォーキング講習会
2022年12月４日（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

■定員：先着順（20名様まで）
■申込：久宝寺緑地管理事務所の窓口、電話にて
随時受付。または、当日スポーツハウス窓口にて申
込も可
■参加費：1,000円
■集合場所：スポーツハウス

久宝寺緑地 川原ウォーキング講習会
2022年12月12日（月曜日）
８時30分から９時30分まで

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

■定員：先着順（20名様まで）
■申込:久宝寺緑地管理事務所の窓口または電話
にて随時受付
■参加費：500円 ※レンタルポール：500円
■集合場所：公園インフォメーション

久宝寺緑地 久宝寺こうえんマルシェ
2023年１月22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 みどり塾「ジュリアンのハンギングバスケット」
2023年１月15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。
今回はジュリアンを使ったカラフルハンギングバスケットを作ります。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：16名様（先着順・要事前予約）
■申込期間：開催日の１か月前から久宝寺緑地管
理事務所の窓口または電話にて受付
■参加費（材料費）：2.000円

久宝寺緑地
レッツ久宝探検隊「春の野草を見つけ七草粥を食べよ
う」

2023年１月22日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　
花の道

いろんな野草が生え、一つ一つに名前があることを学び野草に親しみましょう。
また、節句の歴史と春の七草を学び七草粥を食べてみましょう。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：先着順・要事前予約
■申込期間：開催日の１か月前から久宝寺緑地管
理事務所の窓口または電話にて受付
■参加費（材料費）：無料



久宝寺緑地 ノルディックウォーキング講習会
2023年１月８日（日曜日）
2023年２月５日（日曜日）
各日　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

■定員：先着順（20名様まで）
■申込み：久宝寺緑地管理事務所の窓口、電話に
て随時受付。または、当日スポーツハウス窓口にて
申込みも可
■参加費：1,000円
■集合場所：スポーツハウス

久宝寺緑地 川原ウォーキング講習会
2023年１月９日（月曜日・祝日）
2023年２月13日（月曜日）
各日　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

■定員：先着順（20名様まで）
■申込み:　久宝寺緑地管理事務所の窓口または電
話にて随時受付
■参加費：500円 
■レンタルポール：500円
■集合場所：インフォメーション

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
2022年12月10日（土曜日）
2023年１月14日（土曜日）
2023年２月11日（土曜日・祝日）
各日　10時30分から11時30分まで
うんどう習慣日
2022年12月24日（土曜日）
2023年１月28日（土曜日）
2023年２月25日（土曜日）
各日　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

■対象：どなたでもご参加いただけます
■定員：なし
■当日、北地区・健康広場にて受付
■参加費：無料
■集合場所：北地区・健康広場

久宝寺緑地 節分祭
2023年２月３日（金曜日）
13時30分から17時まで

北地区
風の広場

久宝寺緑地に鬼がやってくる！？みんなで鬼退治をしよう！節分にちなみ、豆まきイベントを開催。
■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■対象：どなたでも
■定員：なし
■参加費：無料
■申込：当日、北地区風の広場までお越しください。

久宝寺緑地 みどり塾「ナチュラル素材で春の寄せ植え」
2023年２月19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。
今回は春の花を使ったナチュラル素材の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

■対象：どなたでも
■定員：16名様（先着順・要事前予約）
■申込期間：開催日の１か月前から久宝寺緑地管
理事務所の窓口または電話にて受付
■参加費（材料費）：2.000円

久宝寺緑地 レッツ久宝探検隊「植物を使ったアート」
2023年２月26日（日曜日）
10時から11時30分まで

中地区　
花の道

寒さで息をひそめて眠る生き物や、春に向けて準備をしている冬芽を観察して冬を味わいます。
また、公園内を散策して冬の風景を味わいながら、落ち葉や枯葉・小枝などを拾い集め画用紙貼っ
て作品を作ります。

■久宝寺緑地管理事務所
電話番号：072-992-2489

■対象：どなたでも
■定員：先着順・要事前予約
■申込期間：開催日の１か月前から久宝寺緑地管
理事務所の窓口または電話にて受付
■参加費（材料費）：無料

枚岡公園 正月飾りを作ろう
2022年12月11日（日曜日）
（１）９時30分から正午まで
（２）13時15分から15時45分まで

枚岡公園内・森
の工作室にて

稲わらでおしゃれな正月飾りを作って、気持ちの良い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

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：各10名（先着順定員になり次第受付終了）
■申込：12月１日（木曜日）午前10時から電話にて先
着順定員になり次第終了
■参加費：1,000円
■持ち物：汚れてもよい服装・飲み物・軍手・ハサミ・
マスク等感染予防対策・持ち帰り用袋

枚岡公園 コケ玉作り
2022年12月25日（日曜日）
2022年12月26日（月曜日）
各日　10時から11時30分まで

枚岡公園内・森
の工作室にて

お正月用のコケ玉を作りをします。あなただけのオリジナルの作品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

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：各10名（先着順定員になり次第受付終了）
■申込：12月15日（木曜日）午前10時から電話にて
先着順定員になり次第終了
■参加費：1,000円
■持ち物：汚れてもよい服装・飲み物・マスク等感染
予防対策・持ち帰り用袋



枚岡公園 冬鳥観察会

2023年２月19日（日曜日）９時15分
から正午まで
雨天中止：開催日前日17時の大阪
府の天気予報で当日午前６時から
正午までの降水確率が60％以上の
場合は中止

枚岡公園全域 冬の枚岡公園で野鳥を観察しましょう。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：15名（先着順定員になり次第受付終了）
■申込方法：２月１日（水曜日）午前10時から電話に
て受付。定員になり次第終了
■参加費：大人:300円・子ども100円
■持ち物：歩きやすい服装・雨具・飲み物・あれば双
眼鏡・野鳥図鑑

枚岡公園 「かぐやひな」を作ろう
2023年２月23日（木曜日・祝日）
10時から正午まで

枚岡公園内・森
の工作室にて

今年は手作りの「かぐやひな」を作ってひな祭りをお祝いしましょう。
■枚岡公園管理事務所
電話番号：072-981-2516

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：10名（先着順定員になり次第受付終了）
■申込方法：2月15日（水曜日）午前10時から先着順
定員になり次第終了
■参加費：材料費1000円　
■持ち物：汚れてもよい服装・お持ち帰り用袋

錦織公園 季節のクラフト
2022年12月11日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

パークセンター 公園で採れた松ぼっくりを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

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■参加費：200円
■定員：先着15名
■対象：小学生以上
■申込：窓口及び電話にて受付
■11月10日（木曜日）から申込受付開始

錦織公園 森の実習隊

2022年12月10日（土曜日）
13時から15時まで
2023年１月21日（土曜日）
10時から15時まで
2023年２月18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

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■対象：18歳以上
■定員：先着10名
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて随時受
付
■参加費：無料

錦織公園 小さな門松づくり
2022年12月25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

■対象：中学生以上
■定員：先着各10名
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■11月25日（金曜日）から申込受付開始
■参加費：700円

錦織公園 12月の花の見どころ　サザンカ
2022年12月上旬から
2023年1月下旬まで

園内各所 園内各所で、サザンカが見ごろを迎えます。ぜひお越しください。
■錦織公園管理事務所
電話番号：0721-24-1506
FAX：0721-24-0240

■参加費：無料
■申込：不要

錦織公園 冬の野鳥観察
2023年１月７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

■対象：１８歳以上
■定員：先着10名
■錦織公園管理事務所、窓口及び電話にて受付
■12月７日（水曜日）から申込受付開始
■参加費：無料



石川河川公園 クリスマスリースづくり
2022年12月10日(土曜日）
13時から16時まで

駒ヶ谷地区管理
事務所前

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。
■石川河川公園管理事務所
　電話番号：072-956-1900

■対象：どなたでもご参加いただけます。(幼児から
小学生までは大人がご同伴ください。)
■定員：先着20名(定員に達し次第締め切ります)
■申込：公園管理事務所で窓口・電話にて受付
■11月上旬より受付開始予定
■参加費：100円（車でお越しの場合、別途に駐車場
参加費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～
2023年１月４日（水曜日）から
2023年１月15日（日曜日）まで
各日　９時から16時まで

駒ヶ谷地区管理
事務所

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

■対象：幼児から小学生（申し込みは大人同伴)
■定員：なし
■申込：石川河川公園管理事務所で窓口で随時受
付
■参加費：無料

石川河川公園 野鳥フェア～鳥っておもしろ！～

2023年２月23日（木曜日・祝日）か
ら
2023年２月25日(土曜日）まで
各日 ９時から17時

石川河川公園 
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・剥製の展示や、野鳥グッズ
の販売、羽根の鑑定などを行います。ぜひ、お越しください。

■石川公園管理事務所
電話番号：072-956-1900

■参加費：無料　一部有料物販有
■申込不要

石川河川公園 冬の野鳥観察会
2023年２月23日（木曜日・祝日）
13時から16時まで

石川河川公園 
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

■対象：小学生以上
※小学生は大人のご同伴をお願いします
■定員：先着20名(定員に達し次第締め切ります)
■申込：公園管理事務所窓口又は電話にて受付
■１月より受付開始予定
■参加費：300円
■服装：暖かい服装、歩きやすい靴

長野公園 冬の長野公園を彩る「ヤーンボミング」
2022年12月１日（木曜日）から
2023年２月20日（月曜日）まで

長野地区 奥河
内さくら公園園

路

河内長野市内の地域活動団体や、ボランティア団体の協力を得て、カラフルな編み物やかぎ針編み
や布地を使ったストリートアートを長野公園の冬の樹木を飾ります。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■対象：どなたでも
■定員：なし
■参加費：不要
■問合せ：長野公園管理事務所

長野公園 かんたん楽しい落ち葉アート
2022年12月11日(日曜日）
10時から15時まで

イズミヤ河内長
野店 ゆいテラ

ス

長野公園の落ち葉と画用紙で作る落ち葉アートのワークショップ。長野公園で拾い集めた落ち葉を
使ってどんなを描くか？こどもたちのの想像力を伸ばす自然工作を行います。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■対象：どなたでも
■定員：なし
■参加費：無料
■申込：不要

長野公園 ボランティアガイドさんと長野公園まち歩き
2023年２月11日（土曜日・祝日）
10時から11時30分まで

長野公園周辺
かわちながの観光ボランティア倶楽部とのコラボイベント。河内長野駅から妙長寺や諸越橋などの長
野公園ルート約2キロをガイド付きで歩くイベントです。

■長野公園管理事務所
電話番号：0721-62-2772

■対象：どなたでも
■定員：先着10名
■参加費：無料
■申込：要事前申込
■１月21日（土曜日）より申込開始
■公園管理事務所窓口又は電話にて申込受付

住吉公園 すみすみマルシェ

2022年12月24日（土曜日）
2023年１月28日（土曜日）
2023年２月25日（土曜日）
各日　10時から16時まで

花と水の広場周
辺

こだわり食品や有機野菜、手作り品など多数の販売ブースが皆さまをお待ちしています。
■住吉公園管理事務所
電話番号：06-6671-2292

■対象：どなたでも
■定員：なし　
■参加費：入場無料

住吉公園 親子しめ縄づくり
2022年12月11日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

体育館 干支の卯をあしらった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

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：親子20組（先着順）
■申込：12月２日（金曜日）より受付開始
■参加費：100円

住吉公園 バードウォッチング入門
2023年１月21日（土曜日）
９時30分から11時まで

園内
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

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■参加費：無料
■定員：20名小学生以上

住之江公園 ミュージックガ－デン
2022年12月11日（日曜日）
11時から15時まで

花と緑のスクエ
ア

四季折々の花が咲き乱れ、ゆったりとした時間の流れるガーデンで地元ミュージシャンによるライブ
を楽しみませんか。今回は少し早いですが、クリスマスバージョンでお届けします。好評のフリーマー
ケットも同時開催します。

■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、物販は有料
■申込：不要

住之江公園 ウインタ－イルミネーション2022
2022年12月17日（土曜日）から
2023年１月９日（月曜日・祝日）まで
各日　17時から22時まで

花と緑のスクエ
ア

毎年、冬恒例の公園職員手作りイルミネーションが「花と緑のスクエア」内に出現します。今年はどん
な姿を見せてくれるかお楽しみに。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■参加費：無料
■申込：不要

住之江公園 花の街フェス
2022年12月25日（日曜日）
2023年１月29日（日曜日）
各日　11時から16時まで

花と緑のスクエ
ア

音楽とアートパフォーマンスをテーマにしたイベントです。ワークショップやフリーマーケット、キッチン
カーも併設。街ぐるみで楽しめるイベントを目指します。

■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■対象：どなたでも
■定員：なし
■参加費：無料　　一部有料物販有
※雨天中止



住之江公園 バ－ドウォッチング
2023年１月21日（土曜日）
13時30分から15時まで

園内 この季節渡り鳥が多く見られます。双眼鏡片手にたくさんの鳥を見つけましょう。
■住之江公園管理事務所
電話番号：06-6685-9521

■対象：小学生以上（小学生は要保護者同伴）
■参加費：無料
■定員：20名

大泉緑地 親子で作る創作しめ縄講習会
2022年12月３日（土曜日）
13時30分から15時30分まで

講習会室
干支の卯（うさぎ）をあしらったオリジナルのしめ縄をつくります。
お子様と、新年を迎える準備をしませんか。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：16組（１組２名まで。１組につき、しめ縄１個）
■参加費：100円（１組あたり）
■申込方法：11月３日(木曜日・祝日)10時より、花と
緑の相談所窓口また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 創作しめ縄講習会
2022年12月４日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

講習会室
しめ縄、わら縄づくりから、紙垂、ウラジロなどの飾り付けまで行う、オリジナルしめ縄つくりの講習会
です。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：16名
■参加費：100円
■申込：11月４日(金曜日)10時より、花と緑の相談所
窓口また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 壁飾りのお正月アレンジ
2022年12月11日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

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。
扇にプリザーブドフラワーやドライフラワー、水引などを飾り付けます。壁にも飾れるようにできます。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：18名
■参加費：1,200円
■申込：11月11日(金曜日)10時より、花と緑の相談
所窓口また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 第３回 ロハスパーク堺@大泉緑地
2022年12月17日（土曜日）
2022年12月18日（日曜日）
各日　10時から16時まで

大芝生広場

遠くから家族連れのみんながあつまるおしゃれでかわいくエコを実践するイベントを開催！
「作った人の顔や思いがみえる手造りの小物や家具、ゆっくりと時間を超えて今も使われるアン
ティーク、こだわり食材を使った手造りフード＆スイーツなど普段できない体験ができる市場」を開催
しています。自分の心にイイことは、地球にも優しいことなのでは？

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■対象：どなたでも
■定員：なし
■参加費：無料　　一部有料物販有
※雨天決行
※荒天により中止になる場合があります。中止の場
合、予備日はありません。

大泉緑地 ミニ門松を作ろう！
2022年12月18日（日曜日）
13時30分から15時30分まで

講習会室
玄関の棚の上などにおける、かわいいインテリアサイズの門松をつくります。
松竹梅、ハボタンなど、縁起の良いものを使います。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：18名
■参加費：1,200円
■申込：11月18日(金曜日)10時より、花と緑の相談
所窓口また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 野鳥観察会
2023年１月15日（日曜日）
10時から13時まで

講習会室及び
園内

大泉緑地にやってくる野鳥の種類や、季節ごとの解説後、実際に園内を巡り、冬に来ている鳥たちを
観察します。参加された方に簡易野鳥図鑑を差し上げます。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：30名
■参加費：無料

大泉緑地 野鳥のブローチ作り
2023年１月22日（日曜日）
10時から15時まで

講習会室及び
園内

形の取り方、削り方、磨き方、色の付け方などを学びながら、木彫りの可愛い小鳥のブローチを作り
ます。印象に残っている鳥、お気に入りの鳥などを木に削って磨き、彩色してお気に入りのブローチ
に仕上げましょう。

■大泉緑地管理事務所
電話番号：072-259-0316

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：20名
申込：12月22日（木曜日）より大泉緑地管理事務所
にて、電話または窓口にて受付開始。（先着順）
■参加費：600円

りんくう公園 ミニ門松作り
2022年12月24日（土曜日）
（１）10時30分から12時30分まで
（２）13時30分から15時30分まで

総合休憩所３階 卓上サイズのミニ門松（１個）を制作します。お正月に飾って気持ち良い新年を迎えましょう。
■りんくう公園管理事務所
電話番号：072-469-7717

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：各回20名　合計40名
■受付開始：11月28日（月曜日）10時より電話にて
受付
■参加費：1,000円
■持ち物：花用はさみ、ゴム手袋、持ち帰り用の袋
■門松のサイズ　高さ約35cm　横幅約25cm
■※お一人でノコギリを使用しての作業に不安があ
る方（補助が必要な方）は、必ず付き添いの方と一
緒に作成してください。



せんなん里海公園 ホッとな手作り教室
2022年12月3日（土曜日）
（１）10時から正午まで
（２）14時から15時まで

潮騒ビバレー多
目的ルーム

季節の飾りを自然素材を使って、手作りしませんか。ぜひお越しください。
（１）「クリスマスの壁飾りを大きな松ぼっくりで作ってみませんか」
（２）「木の実などの自然素材を使ってオリジナルクリスマス飾りを作ろう！」

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■対象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：(1)15名　（2）20名
■要事前申込：11月17日（木曜日）10時から11月19
日（土曜日）15時までに電話で申込
　※定員以上の申込がある場合は抽選（先着優先で
はない）ただし、１グループ５名まで申込可能
　※ 抽選の発表は、11月20日（日曜日）
■参加費：200円／１名（参加者は駐車料金無料）

せんなん里海公園 2023新春里海まつり　寒稽古フェスタ　海に吼える
2023年１月14日（土曜日)
10時から13時まで

潮騒ビバレー周
辺

演舞披露、模擬店、綱引き、宝探しや抽選会など参加型のイベントを多数開催。皆様ぜひご来園くだ
さい。

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■対象：どなたでも
■参加費：無料
■申込：不要

せんなん里海公園 麦味噌作り教室
2023年１月28日（土曜日)
（1）10時から正午まで
（2）13時から15時まで

潮騒ビバレー・
カフェテリアはま

ゆう
麦麴を使った無添加の手作り味噌教室を開きます。ぜひ、ご参加ください。

■せんなん里海公園管理事務所
電話番号：072-494-2626

■要事前申込み：2023年1月5日（木）午前10時から1
月7日（土）15時までに電話で申込み。公園管理事務
所窓口での申込も可
■参加費：1000円材料費
■定員：各10名（午前・午後）小学生以下は保護者
同伴
※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8日（日曜日）

泉佐野丘陵緑地 楽しくミニ門松をつくろう！
2022年12月17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おり、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、お正月飾りにぴっ
たりのミニ門松を作ります。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：20名（申込多数の場合は抽選）
■対象：小学４年生以上（小学生は要保護者同伴）
■持ち物：軍手、飲み物、持ち帰り用の袋、マスク
■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：2022年12月７日（水曜日）正午まで

泉佐野丘陵緑地 凧を作って凧揚げをしよう
2023年１月14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作った竹ひごで、昔ながらの凧を作ります。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

■対象：３歳以上（小学生は要保護者同伴）
■定員：８名（申込多数の場合は抽選）
■申込：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12月27日（火曜日）正午まで
■参加費：300円
■持ち物：軍手、飲み物、マスク
■服装：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、運動
靴）

泉佐野丘陵緑地 冬の野鳥や園内の自然を観察しよう
2023年１月21日（土曜日）
13時から15時まで

泉佐野丘陵緑
地

きしわだ自然史資料館専門員の中村進氏が水鳥などの見分け方やいろいろな植物の話をわかりや
すく教えてくれる自然観察会を開催します。泉佐野丘陵緑地のボランティア「パーククラブ」と一緒に
冬の公園を楽しみましょう。ぜひ、ご参加下さい。

■泉佐野丘陵緑地　パークセン
ター
電話番号：072-467-2491

■対象：小学生以上（小学生は要保護者同伴）
■定員：20名（申込多数の場合は抽選）
■申込：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：2023年１月11日（水曜日）正午まで
■参加費：無料
■持ち物：防寒具、飲み物、筆記用具、あれば図鑑
（鳥・植物等）、双眼鏡
■服装：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、運動
靴）

泉佐野丘陵緑地 シイタケの菌打ち体験
2023年２月11日（土曜日・祝日）
13時から15時まで

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います。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

■対象：５歳以上（小学生以下は要保護者同伴）
■定員：12組（１組３名まで）（申込多数の場合は抽
選）
■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：2023年２月１日（水曜日）正午まで
■参加費：500円
■持ち物：飲み物、軍手
■服装：汚れてもよい服装（長袖、長ズボン、運動
靴）


