
府営公園　春のイベント2023
公園名称 イベント名称 開始日 終了日 時間 日時に関する備考 場所 内容 問合せ先名称 問合せ先電話番号 問合せ先FAX番号 問合せ先メールアドレス 費用 対象 定員 申込 持ち物 URL その他備考

箕面公園
春のこどもフェスティバルin箕面「謎解
きウォークラリー －滝ノ道ゆずるから
の挑戦状－」

2023/3/18 2023/3/18 9時から16時まで 少雨決行
箕面駅前 箕面公
園内

芦原公園～滝道沿いのウォーキングコースに隠された7つの謎
をときながら早春の箕面を歩こう！
すべての謎が解けたらゴール会場（阪急箕面駅前）でコンプ
リート賞品を進呈。いざチャレンジ！
コース：芦原公園（受付・スタート）－大江戸温泉前－梅屋敷前
－瀧安寺周辺－滝前－阪急箕面駅前（ゴール）　
主催：箕面市健康福祉部保健スポーツ室

箕面市健康福祉部保健ス
ポーツ室

072-724-6998 無料 どなたでも 1,000人

要事前申込。2023年２
月13日（月）から2月28
日（火）まで箕面市健康福
祉部保健スポーツ室ホー
ムページの申込みフォーム
にて受付。応募者多数の
場合は抽選。結果発表3
月6日（金）

https://www.city.minoh.lg.

jp/kenkou/harunokodomof

es2020.html

受付（ラリー台紙配布）・スタート場
所：芦原公園

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク
「お花見トレッキングinみのお」

2023/4/8 2023/4/8 10時から15時まで 少雨決行
箕面公園および
周辺山麓

公園周辺の山々で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
植物観察をしながらのゆったりトレッキング、山歩き初心者の
方も大歓迎！
コース：聖天山－こもれびの森など　約８km～９km　　瀧安寺
前にて解散　少雨決行
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 200円 高校生以上 15名

要事前申込み：電話受付
（先着順）　＊受付は３月
初旬頃から（箕面公園ホー
ムページに掲載）

持ち物：昼食、飲み物、行
動食、雨具、歩きやすい靴
と服装。

箕面公園
楽しむ、近くの低山ハイク
「みのおの森で、おやこトレッキング」

2023/5/3 2023/5/3
10時30分から14時
まで

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・・・
まずは街のすぐそば、新緑がさわやかな箕面の森で冒険しな
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
5～6km。　雨天中止
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 072-721-3014 200円／ひとり
未就学児～小学生とその
保護者

15名

要事前申込み：電話受付
（先着順）　＊受付は４月
初旬頃から（箕面公園ホー
ムページに掲載）

持ち物：昼食、飲み物、お
やつ、雨具、歩きやすい靴
と服装。

箕面公園 箕面大滝・まちやまライブ 2023/5/5 2023/5/5 19時から20時まで 箕面大滝前

ライトアップされた箕面大滝前でテナーサックスとギターの野
外音楽ライブ
出演：　PEPE Django(ぺぺ　ジャンゴ）
河川増水時、雨天時中止

箕面公園管理事務所 072-721-3014 無料 どなたでも なし 申込不要

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

2023/3/12 2023/3/12 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 06-6866-3621 無料、一部有料ブース有 どなたでも なし 申込不要

https://hattori.osaka-

park.or.jp/news/arboretum

/chef20230312/

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
『公園に咲く野草たち』
～早春の野草に出会おう～

2023/4/15 2023/4/15 10時から正午まで 少雨決行
管理事務所会議
室

講師の説明を受けたあと公園内を散歩し、早春ならではの観
察や発見をします。

寝屋川公園管理事務所 072-824-8800 無料 どなたでも 先着20名

要事前申込み：電話受付
（先着順）　＊受付3月15
日10時から（寝屋川公園
ホームページと園内に掲
載）

動きやすい服装
https://neyagawa.osaka-

park.or.jp/

寝屋川公園
『公園の四季を楽しむ散歩倶楽部　その
１』～野や樹木に咲く花たち～

2023/5/15 2023/5/15 10時から正午まで 少雨決行
管理事務所から
中央広場周辺

恒例の散歩倶楽部シリーズが始まりました。眩しい新緑のエネ
ルギーを感じながら小さい花から大きい花まで見つけてくだ
さい。

寝屋川公園管理事務所 072-824-8800 無料 どなたでも 先着20名

要事前申込み：電話受付
（先着順）　＊受付4月15
日10時から（寝屋川公園
ホームページと園内に掲
載）

動きやすい服装
https://neyagawa.osaka-

park.or.jp/

山田池公園 ツリークライミングin山田池公園 2023/3/12 2023/3/12

①11時30分から12
時15分まで
②12時30分から13
時45分まで
③13時30分から14
時15分まで

未定
小学生を対象とした木登り体験会です。ぜひ、この機会にご参
加ください。

山田池公園パークセン
ター

072-866-6132 500円 小学生 各回５名

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。）

https://yamadaike.osaka-

park.or.jp/

山田池公園 つばき展 2023年３月中旬 2023年３月下旬
各日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。季節の花をお楽しみください。

山田池公園管理事務所 072-851-4761 無料 どなたでも なし 申込不要
https://yamadaike.osaka-

park.or.jp/

深北緑地 フィカタック 2023/3/12 2023/3/12 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！園内の植物に触れて、クイズで楽しく
学びましょう！

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料 どなたでも なし 申込不要
https://fukakitaryokuchi.jp

/

深北緑地 グリーンフェスタ 2023/3/19 2023/3/19 10時から15時まで
雨天延期　予備日：３月21日（火曜
日・祝日）

球技広場・テニス
コート

障がい者と健常者が分け隔てなく、一緒にスポーツを楽しむこ
とができるイベントです。
一緒に健康について考え、体験することで「こころ」や「もの」の
バリアをとりはらい、「バリアフリー」を体感しよう！

深北緑地管理事務所 072-877-7471
入場無料（一部参加費必
要）

一部のプログラム対象条
件あり

一部のプログラム定員あ
り

事前申込必要なプログラ
ムあり

運動しやすい恰好（参加プ
ログラムにより別途あり）

https://fukakitaryokuchi.jp

/

深北緑地 さくら祭り・ライトアップ 2023/3/24 2023/4/9

各日
さくら祭り：
9時から16時まで
ライトアップ：
18時から21時まで

雨天中止
サクラの園エリア

深北緑地ではソメイヨシノの他、たくさんの桜が見ごろを迎え
ます。サクラの園エリアを中心に、キッチンカーやふわふわ遊具
などが出店します。ピクニックがてら是非お越しください。
また、今春初めてサクラの園をライトアップします。ウッドデッ
キから池に映る桜など、ライトアップされた夜の深北緑地をお
楽しみください。

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料（一部有料あり） どなたでも なし 申込不要

深北緑地 まちかどプランツ 2023/3/26 2023/3/26 10時から11時まで ピロティ
たねダンゴをつくってみよう！泥遊び感覚で楽しくつくれま
す！持ち帰って大事に育ててくださいね。

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料 どなたでも 先着20名 申込不要 持ち帰り用袋
https://fukakitaryokuchi.jp

/

深北緑地 おおきなボールであそぼう！ 2023/4/1 2023/5/28
各日９時から16時ま
で

土日祝限定
芝生広場（恐竜広
場近く）

広い芝生広場で人の背丈ほどもあるの大きなボールでのびの
び遊べる、土日祝限定のイベントです。昨年の実施が大変好評
だったため、継続開催になりました。無料でご遊戯いただけま
す！

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料
小学生以下の子どもを含
む家族

なし 申込不要

深北緑地 まちかどプランツ・綿の植え付け 2023/4/29 2023/4/29 10時から11時まで
A地区綿栽培エリ
ア

河内地方では、そのむかし綿の生産が盛んでした。和綿の栽培
を通じて親しんでいただけるよう、植え付け作業を行います。
夏の終わりごろには綿摘みも予定しています。

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料 どなたでも 先着20名 申込不要

深北緑地 おえかきフェスタ 2023/5/5 2023/5/5 11時から14時まで 雨天中止
けやきロード
（管理事務所裏手
遊歩道）

園路にチョークでめいっぱいお絵かきしよう！こいのぼりやか
ぶとなど、こどもの日にちなんだものを描いてみましょう。最
後にはどんな絵が完成するかな？

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料 どなたでも なし 申込不要

深北緑地 深北の日（ボランティアデー） 2023/5/7 2023/5/7 10時から11時まで 雨天中止
菅理事事務所前
集合

開始前に園内を巡回し、ゴミの多いところや清掃が必要なとこ
ろを確認後、その場所の清掃活動を参加者の方々とともに行
います。身近な公園の美化にご協力をお願いいたします！

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料 どなたでも なし 申込不要

深北緑地 まちかどプランツ・ヒマワリ植え付け 2023/5/27 2023/5/27 10時から11時まで 雨天中止 円形花壇
ヒマワリの植え付けを行います。夏が待ち遠しくなるヒマワリ
の花壇準備をご一緒しませんか？8月下旬には育ったヒマワリ
の刈り取りを予定しています。

深北緑地管理事務所 072-877-7471 無料 どなたでも なし 申込不要

久宝寺緑地 久宝寺こうえんマルシェ 2023/3/26 2023/3/26 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 072-992-2489 入場無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

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「おしゃれなハーバリウムボー
ルペン」

2023/3/19 2023/3/19
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。
今回はハーバリウムをあしらったおしゃれなボールペンを作り
ます。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 1,000円 どなたでも 16名様（先着順）

要事前予約。2023年２
月19日（日曜日）10時か
ら久宝寺緑地管理事務所
の窓口または電話にて受
付

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 レッツ久宝探検隊「キノコを育てる」 2023/3/26 2023/3/26
10時から11時30分
まで

中地区　
花の道

シイタケ等をどのように育てるのか実際に体験し、キノコが森
の中で果たす役割を学びます。
また、原木に穴をあけキノコの菌を植えつける体験も行いま
す。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 無料 どなたでも 20名様（先着順）

要事前予約。2023年２
月26日（日曜日）10時か
ら久宝寺緑地管理事務所
の窓口または電話にて受
付

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 ノルディックウォーキング講習会 2023/3/5 2023/3/5
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 072-992-2489 1,000円 どなたでも 20名様(先着順）

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

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

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 2023/3/13 2023/3/13
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 072-992-2489
500円　
※ポールのレンタルは
500円

どなたでも 20名様(先着順）
久宝寺緑地管理事務所の
窓口または電話にて随時
受付

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

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」 2023/3/11 2023/3/11
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 072-992-2489 無料 どなたでも なし
当日、北地区・健康広場に
て受付

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 大阪ピンコロクラブ「うんどう習慣日」 2023/3/25 2023/3/25
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 072-992-2489 無料 どなたでも なし
当日、北地区・健康広場に
て受付

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 シャクヤク園 2023/4/28 2023/5/19
各日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 072-992-2489 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

早朝開園、夜間開園、ライトアップ期
間あり
詳しくはHPにて案内
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久宝寺緑地
第13回久宝寺緑地手作りこいのぼり
祭り

2023/4/21 2023/5/20 終日
※時期は現時点の予定で、おおむ
ね４月下旬から５月中旬頃を予定
しています。

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鮮
やかに彩ります。

久宝寺緑地管理事務所 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 2023/5/5 2023/5/5 10時から16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 072-992-2489 無料 どなたでも なし 申込不要

久宝寺緑地 久宝寺こうえんマルシェ 2023/4/23 2023/4/23 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 072-992-2489 無料（ワークショップ・物品
購入時は別途必要）

どなたでも なし 申込不要

久宝寺緑地
みどり塾「ちょっとおしゃれに多肉植
物」

2023/4/16 2023/4/16
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。
今回は流行りの多肉植物を使います。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 1,800円 どなたでも 16名様（先着順）

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

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 みどり塾「心ときめく春の寄せ植え」 2023/4/16 2023/4/16
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寄せ植えです。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 1,000円 どなたでも 16名様（先着順）

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

久宝寺緑地
レッツ久宝探検隊「春の自然を覗いて
みよう」

2023/4/23 2023/4/23
10時から11時30分
まで

中地区　
花の道

公園内の草花や木々・虫などを観察し、自然の不思議を学びま
しょう。
ルーペやスコープなどを用いてじっくり観察し、いろいろな命
があること理解してみよう。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 無料 どなたでも 20名様（先着順）

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

久宝寺緑地 ドッグスクール 2023/4/9 2023/4/9
10時から11時30分
まで

※雨天の場合は中止とさせていた
だきます

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 072-992-2489 無料 どなたでも
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）

申込期間：2023年３月９
日から申込開始

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 ノルディックウォーキング講習会 2023/4/2 2023/4/2
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 072-992-2489 １，000円 どなたでも 20名様（先着順）

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

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 2023/4/10 2023/4/10
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 072-992-2489 500円 どなたでも 20名様（先着順）
久宝寺緑地管理事務所の
窓口または電話にて受付

お持ちの方はポール
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」 2023/4/8 2023/4/8
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 072-992-2489 無料 どなたでも なし
当日、北地区・健康広場に
て受付

集合場所：北地区・健康広場

久宝寺緑地 大阪ピンコロクラブ「うんどう習慣日」 2023/4/22 2023/4/22
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 072-992-2489 無料 どなたでも なし
当日、北地区・健康広場に
て受付

集合場所・北地区・健康広場

久宝寺緑地 シャクヤクフラワーアレンジメント 2023/5/7 2023/5/7
９時30分から11時
30分まで

中地区
ボランティアルー
ム

シャクヤクを贅沢に使ったアレンジメントを作ります。 久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 2,000円 どなたでも 15名様（先着順）

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

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 久宝寺こうえんマルシェ 2023/5/28 2023/5/28 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 072-992-2489 入場無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

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「ビギナーさんにおすすめベゴ
ニアのハンギングバスケット」

2023/5/21 2023/5/21
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。
今回はベゴニアを使ったハンギングバスケットです。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 2,000円 どなたでも 16名様（先着順）

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

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 レッツ久宝探検隊「樹木と遊ぼう」 2023/5/28 2023/5/28
10時から11時30分
まで

中地区　
花の道

公園にはいろんな種類の樹木があることを学び、樹木の違い
や特徴を理解し身近な自然に親しむ。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 無料 どなたでも 20名様（先着順）

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

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 緑の日イベント 2023/5/4 2023/5/4 10時30分から
北地区
花の広場

植物の苗を育てるイベントです。今年はキバナコスモスの苗を
久宝寺緑地の大花壇に植えます。参加していただいた方には
花の苗をプレゼント。

久宝寺緑地管理事務所 072-992-2489 200円 どなたでも 36トレー（先着順）

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

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

久宝寺緑地 ノルディックウォーキング講習会 2023/5/7 2023/5/7
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 072-992-2489 １，000円 どなたでも 20名様（先着順）

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

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

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 2023/5/8 2023/5/8
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 072-992-2489 500円 どなたでも 20名様（先着順）
久宝寺緑地管理事務所の
窓口または電話にて受付

お持ちの方はポール

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

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」 2023/5/13 2023/5/13
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 072-992-2489 無料 どなたでも なし
当日、北地区・健康広場に
て受付

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

集合場所：北地区・健康広場

久宝寺緑地 大阪ピンコロクラブ「うんどう習慣日」 2023/5/27 2023/5/27
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 072-992-2489 無料 どなたでも なし
当日、北地区・健康広場に
て受付

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/kyuhouji_events

集合場所・北地区・健康広場

枚岡公園 生駒の森保全活動 2023/3/5 2023/3/5 ９時から15時

雨天中止：開催日前日17時の大阪
府の天気予報で当日６時から正午
までの降水確率が60％以上の場
合は中止

枚岡公園内 「生駒の森」保全活動を行います。 枚岡公園管理事務所 072-981-2516 100円 どなたでも
15名（先着順定員になり
次第受付終了）

2023年２月１日（水曜
日）10時から先着順、定
員になり次第終了

動きやすい服装・飲み物・
お弁当・タオル・軍手・マス
ク等感染予防対策

https://hiraoka.osaka-

park.or.jp/event

枚岡公園 春の野点（のだて） 2023/3/5 2023/3/5 正午から15時頃 雨天中止
枚岡公園梅林に
て

枚岡梅林で観梅をしながら一服を楽しみませんか。 枚岡公園管理事務所 072-981-2516 1枚500円 どなたでも 100名（先着順）

2023年３月５日（日曜
日）正午から梅林広場に
てチケットを販売（チケッ
トなくなり次第終了）

https://hiraoka.osaka-

park.or.jp/event

https://hiraoka.osaka-park.or.jp/event
https://hiraoka.osaka-park.or.jp/event
https://hiraoka.osaka-park.or.jp/event
https://hiraoka.osaka-park.or.jp/event


枚岡公園 枚岡公園ウォークラリー 2023/5/3 2023/5/5
各日９時30分から
15時頃まで

雨天中止 枚岡公園内
園内にある数か所のポイントを巡り、隠された言葉を見つけ出
そう。正解者にはプレゼントがあります。（各日、先着20名）

枚岡公園管理事務所 072-981-2516 無料 どなたでも 各日20名
当日事務所にて参加用紙
を配布。先着順、定員にな
り次第受付終了

歩きやすい服装・履きなれ
た靴・雨具・飲み物・マスク
等感染予防対策

枚岡公園 草花ハイク 2023/4/16 2023/4/16
９時30分から15時
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

枚岡公園内
枚岡公園でお花や野草等、春を探しながら園内ハイキングを行
います。春を感じながら身体を動かしましょう。

枚岡公園管理事務所 072-981-2516 大人:300円・小人100円 どなたでも
15名（先着順定員になり
次第受付終了）

2023年４月１日（土曜
日）10時から先着順、定
員になり次第終了

お弁当・歩きやすい服装・
雨具・飲み物・マスク等感
染予防対策品

枚岡公園 春の生駒自然観察会 2023/5/21 2023/5/21
９時30分から15時
30分頃まで

雨天中止：開催日前日17時の大阪
府の天気予報で当日６時から正午
までの降水確率が60％以上の場
合は中止

枚岡公園内
新緑の枚岡公園でお花や野草等をゆっくり散策しながらの観
察ハイキングを行います。新緑の枚岡公園を満喫しましょう。

枚岡公園管理事務所 072-981-2516 大人:300円・小人100円 どなたでも
15名（先着順定員になり
次第受付終了）

2023年5月１日（月曜
日）10時から先着順、定
員になり次第終了

お弁当・歩きやすい服装・
雨具・飲み物・マスク等感
染予防対策品

https://hiraoka.osaka-

park.or.jp/event

錦織公園 ４月の花ツツジ 2023/4/11 2023/5/10
各日９時から16時
30分まで

※見頃は現時点の予定で、おおむ
ね４月中旬から５月上旬頃を予定
しています。

河内の里 つつ
じヶ丘

河内の里、つつじの丘にてツツジが見ごろをむかえています。 錦織公園管理事務所 0721-24-1506 0721-24-0240 無料 どなたでも なし 申込不要

錦織公園 春の自然観察会 2023/4/18 2023/4/18
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 0721-24-1506 無料 18歳以上 10名

要事前申込。2023年３
月18日（土曜日）９時から
錦織公園管理事務所に電
話又は来所にて受付開始

動きやすい服装、飲み物

錦織公園 森の実習隊
①2023/4/22
②2023/5/20

①2023/4/22
②2023/5/20

各日10時から15時
まで

※２日間開催 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 0721-24-1506 無料 18歳以上 10名
要事前申込。錦織公園管
理事務所に電話又は来所
にて９時から随時受付

動きやすい服装、飲み物、
お弁当

https://nishikori-park.jp/
詳しくは錦織公園管理事務所へお問
い合わせください。

錦織公園 初夏の野鳥観察会 2023/5/6 2023/5/6 10時から正午まで 公園管理事務所
初夏の野鳥観察会を行います。望遠鏡をのぞきながら初夏に
見られる野鳥観察と、野鳥の解説をします。

錦織公園管理事務所 0721-24-1506 無料 18歳以上 10名

要事前申込。2023年４
月６日（木曜日）９時から
錦織公園管理事務所に電
話又は来所にて受付開始

お持ちの方は双眼鏡や図
鑑

https://nishikori-park.jp/
詳しくは錦織公園管理事務所へお問
い合わせください。

錦織公園 お茶のお話とお茶摘み体験 2023/5/14 2023/5/14 11時から正午まで
里の家（河内の
里）

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 0721-24-1506 300円
小学生以上（小学生は保
護者同伴）

15名

要事前申込。2023年４
月14日（金曜日）９時から
錦織公園管理事務所に電
話又は来所にて受付開始

https://nishikori-park.jp/
詳しくは錦織公園管理事務所へお問
い合わせください。

長野公園 長野公園さくらと光の回廊 2023/3/25 2023/4/9
各日18時から21時
まで

長野公園 奥河内
さくら公園

約500本の桜が咲き誇る長野公園（長野地区）で、見頃にあわ
せて、夜桜ライトアップを開催します。竹の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も実施して光が彩る幻想
的な世界を楽しむことができます。

長野公園管理事務所 0721-62-2772 0721-62-2810 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/nagano_top

長野公園
まちライブラリー＠長野公園第１回植本
市

2023/4/2 2023/4/2 10時から13時まで
イズミヤゆいテラ
ス

人々が本を持ち寄って交流するイベントで、参加者がそれぞれ
のおすすめ本を持ち寄り、その魅力を発表しあって交流しま
す。

長野公園管理事務所 0721-62-2772 0721-62-2810 無料 どなたでも 20人 申込不要
各自のおすすめ本１冊以
上

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/nagano_top

長野公園
「モックル？モルック？どっちやね
ん」

2023/5/7 2023/5/7 10時から14時まで
長野公園 奥河内
さくら公園

フィンランドの伝統的な投擲ゲームを元に、老若男女が楽し
めるものとして考えられたアウトドアスポーツを、長野公園
広場で実施する。

長野公園管理事務所 0721-62-2772 0721-62-2810 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/nagano_top

長野公園 みんなで描こう！こいのぼりアート！
①2023/４/８

②２０２３/4/16
①2023/４/８

②２０２３/4/16
各日10時から正午ま
で

2回開催予定
イズミヤゆいテラ
ス

白無地の鯉のぼりに、子供たちの自由な発想で、色を塗った
り、絵を描いたりしてもらう。出来上がった鯉のぼりは、５月に
長野公園に飾ります。

長野公園管理事務所 0721-62-2772 0721-62-2810 無料 どなたでも 20人 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/nagano_top

長野公園
長野公園　はばたけ！僕たち・私たちの
鯉のぼり

2023/5/1 2023/5/31 終日
長野公園 奥河内
さくら公園

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
たち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 0721-62-2772 0721-62-2810 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/nagano_top

石川河川公園
石川河川公園自然ゾーン 
春の植物観察会

2023/5/13 2023/5/13 １3時から15時まで
石川河川公園 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 072-956-1900 無料
小学生以上　※小学生は
大人のご同伴をお願いし
ます

先着15名程度

要事前申込、公園管理事
務所窓口又は電話にて、
2023年4月13日から先
着順、定員になり次第終
了

動きやすい服装、飲み物

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/ishikawa_top

石川河川公園
石川河川公園　Family Nature 
Program　飛鳥川での魚とり

2023/5/14 2023/5/14
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 072-956-1900 500円/人
必ず保護者同伴　４歳〜
小学生３年生まで

先着５家族（１家族は５名
まで）

要事前申込、公園管理事
務所窓口又は電話にて、
2023年４月１日から先
着順、定員になり次第終
了

魚とりの網、バケツ、濡れ
ても良い靴か長靴（サンダ
ル不可）

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/ishikawa_top

石川河川公園
石川河川公園　Family Nature 
Program　ため池の水抜き

2023/5/27 2023/5/27
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！
「とれるかもしれない生きもの」メダカ、ドジョウ、モツゴ、ザリ
ガニ等々

石川河川公園管理事務所 072-956-1900
子ども500円/人、大人
200円/人

小学生以上　※小学生は
大人のご同伴をお願いし
ます

先着順子ども15名

要事前申込、公園管理事
務所窓口又は電話にて、
2023年４月１日から先
着順、定員になり次第終
了

魚とりの網、バケツ、濡れ
ても良い靴か長靴（サンダ
ル不可）

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/ishikawa_top

住吉公園 すみすみマルシェ 2023/3/25 2023/3/25 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 06-6671-2292
無料
※一部有料物販

どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/sumiyoshi_events

住吉公園 わんわんごみひろい in 住吉公園 2023/3/26 2023/3/26 15時から16時まで 雨天中止 遊戯場南側
快適なおさんぽ術・マナーを学び、わんちゃんと一緒にみんな
で公園のごみひろいを行います。わんちゃんと楽しみながら公
園を綺麗にしましょう。

住吉公園管理事務所 06-6671-2292 無料（参加賞あり） どなたでも 30頭（先着順）

2023年２月26日（日曜
日）10時から住吉公園管
理事務所に電話又は来所
にて受付

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。

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/sumiyoshi_events

住吉公園 すみすみマルシェ 2023/4/22 2023/4/22 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 06-6671-2292 無料　※一部物販有料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/sumiyoshi_events

住吉公園 すみすみ公園フェスタ 2023 2023/5/6 2023/5/7 10時から16時まで 住之江公園は2023/5/5開催
住吉公園及び住
之江公園 園内

住吉公園・住之江公園で、たくさんの縁日と野外ライブ、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が
開催されます。

住吉公園管理事務所 06-6671-2292 無料　※一部物販有料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/sumiyoshi_events

住吉公園 すみすみマルシェ 2023/5/27 2023/5/27 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 06-6671-2292 無料　※一部物販有料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/sumiyoshi_events

住之江公園 すみのえマルシェ 2023/3/11 2023/3/11 10時から16時まで 雨天中止 児童遊戯場

昨年11月までお隣の護国神社さんで開催されていた「すみの
えマルシェ」が住之江公園に移動してまいりました。住之江近
郊で採れた新鮮な農産物、無添加の加工食品、ハンドメイド作
家自慢の小物類などが販売されます。ぜひ一度お越しくださ
い。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
無料
※但し物販は有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/suminoe_events

住之江公園 わんにゃんマルシェvol.3 2023/3/12 2023/3/12 10時から16時まで 雨天中止 球技広場

住之江公園ドッグランボランティア有志による手作りイベント
です。「ワンちゃん、猫ちゃんのためにこんなイベントがあったら
いいな」を形にしました。ペットに特化したマルシェやアクティ
ビティを体験してみてください。福祉ブースや地元有名店の
フードコーナ－もあります。また、出店者さん提供の自慢の賞
品が当たるお楽しみ大抽選会もありますよ。ぜひ、お越しくだ
さい。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521 500円／ひとり
どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

3,000名 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/suminoe_events

住之江公園 春ウィンパーチィ2023 2023/3/21 2023/3/21 １３時から１６時まで 雨天中止 児童広場

春、夏、秋と年３回行われるイベントの春バージョン。20台の
キッチンカ－グルメ、ハンドメイドマルシェ、ライブとパフォーマ
ンスをお楽しみください。販売スタッフは全員が仮装してお待
ちしております。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
無料
※但し物販は有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

住之江公園 イザ！カエルキャラバン 2023/3/19 2023/3/19 10時から16時まで 雨天中止 児童広場

住之江公園で防災について楽しく学ぶ「イザ！カエルキャラバ
ンが住之江・住吉公園合同で3年ぶりに開催されます。おも
ちゃをかえっこしたり、会場の各ブースを回って行くことでポイ
ントが貯まります。貯まったポイントで欲しいおもちゃをゲット
できる「オークション」に参加できます。会場を一周し終わった
たころには防災の基本知識が身についていることでしょう。こ
の機会にぜひ、防災について考えましょう。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521 無料
幼児から小学生（小学生
以下保護者同伴要）

なし 申込不要
家庭で不要になった、壊
れていないおもちゃ

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/suminoe_events

住之江公園 ペットの薬膳教室 2023/3/25 2023/3/25 14時から16時まで
管理事務所２階会
議室

きょう食べるご飯は未来の身体を作るという考えのもと、家族
と愛犬の体調を毎日のご飯で整えてきた薬膳師が、ス―パ－
で揃えられる食材でできる犬の食育についてお話します。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521 500円/ひとり 犬を飼育されている方 20名
住之江公園管理事務所の
電話又は窓口にて随時受
付

https://www.toshi-

kouen.jp/calendarjp/event

.php?eid=20221128132538
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住之江公園 花の街フェス 2023/3/26 2023/3/26 11時から16時まで
雨天時は管理事務所２階会議室に
てコンサ－トのみ行います。

花と緑のスクエア
雨天時：管理事務
所2階会議室

住之江公園の「花と緑のスクエア」で季節のお花たちを愛でな
がら音楽を楽しみます。各種ワークショップや手つくりショップ
あり。キッチンカ－も出ます。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
無料 
※但し物販は有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/suminoe_events
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住之江公園 すみのえマルシェ 2023/4/8 2023/4/8 10時から16時まで 雨天中止 児童遊戯場

昨年11月までお隣の護国神社さんで開催されていた「すみの
えマルシェ」が住之江公園に移動してまいりました。住之江近
郊で採れた新鮮な農産物、無添加の加工食品、ハンドメイド作
家自慢の小物類などが販売されます。健康に関心のある方は
一度覗いて見てください。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521 無料　※一部物販有料 どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/
index.php/suminoe_ev
ents

住之江公園 ミュージックガーデン 2023/4/9 2023/4/9 11時から15時まで 雨天中止 花と緑のスクエア
住之江公園の「花と緑のスクエア」で季節のお花たちを愛でな
がら音楽を楽しみます。各種ワークショップや手づくりショップ
やキッチンカ－も出店します。ぜひ、お越しください。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
参加費：無料　
※一部物販有料

どなたでも なし 申込不要

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/
index.php/suminoe_ev
ents

住之江公園
LittleBell GoOsaka vol.2　　　　　　
　　#春の住之江UTA祭り

2023/4/23 2023/4/23 11時から15時まで 雨天中止 花と緑のスクエア
地元ミュージシャンと県外シンガ－のコラボイベント。地元の飲
食店が屋台を盛り上げてくれます。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
参加費：無料　
※一部物販有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/suminoe_events

住之江公園 花の街フェス
①2023/4/23
②2023/4/30

①2023/4/23
②2023/4/30

11時から16時まで
雨天時は管理事務所２階会議室に
てコンサ－トのみ行います。

花と緑のスクエア
雨天時：管理事務
所2階会議室

住之江公園の「花と緑のスクエア」で季節のお花たちを愛でな
がら音楽を楽しみます。各種ワークショップや手つくりショップ
あり。キッチンカ－も出ます。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
参加費：無料　
※一部物販有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-

kouen.jp/staticpages/inde

x.php/suminoe_events

住之江公園 すみすみ公園フェスタ 2023 2023/5/5 2023/5/5 10時から16時まで 雨天中止 花と緑のスクエア
姉妹公園である、住之江公園と住吉公園で開催されるお祭り
です。（住吉公園は5/6，5/7開催）。ライブ、ステ－ジパフォー
マンス、フリマ、屋台。ちびっこに大人気のミニSLも走ります。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
参加費：無料　
※一部物販有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/
index.php/suminoe_ev
ents

住之江公園 すみのえマルシェ 2023/5/13 2023/5/13 10時から16時まで 雨天中止 児童遊戯場

昨年11月までお隣の護国神社さんで開催されていた「すみの
えマルシェ」が住之江公園に移動してまいりました。住之江近
郊で採れた新鮮な農産物、無添加の加工食品、ハンドメイド作
家自慢の小物類などが販売されます。健康に関心のある方は
一度覗いて見てください。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
参加費：無料　
※一部物販有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/
index.php/suminoe_ev
ents

住之江公園 日本の食祭り 2023/5/13 2023/5/14 10時から16時まで 雨天中止、小雨決行 児童広場

大阪万博2025に向けて地域から大阪を盛り上げよう！地産
地消！各地の食材を使ったキッチンカーが大集合！！　　　　1
日中楽しめるブースが大集結！（縁日、ふわふわ遊具、大道芸、
ワークショップなど）

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
参加費：無料　
※一部物販有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/
index.php/suminoe_ev
ents

住之江公園 ハ－トスタジアム2023 2023/5/27 2023/5/27 10時から16時まで 雨天中止 野球場
住之江公園の「花と緑のスクエア」で季節のお花たちを愛でな
がら音楽を楽しみます。各種ワークショップや手つくりショップ
あり。キッチンカ－も出ます。

住之江公園管理事務所 06-6685-9521
参加費：無料　
※一部物販有料

どなたでも（小学生以下
保護者同伴要）

なし 申込不要

https://www.toshi-
kouen.jp/staticpages/
index.php/suminoe_ev
ents

大泉緑地 つばき展 2023/3/3 2023/3/21 10時から17時まで
大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

つばきの様々な品種を３日から５日は切り花(山口椿園)で
約１００種展示します。6 日からは鉢花を展示します。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 つばきの楽しみ方 2023/3/5 2023/3/5
13時30分から15時
30分まで

大泉緑地
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

072-251-0871 無料 どなたでも 18名

要事前申込。2023年２
月５日（日曜日）10時より
大泉緑地花と緑の相談所
に電話又は来所にて受付

筆記用具、持ち帰り用袋

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

大泉緑地
海藻おしばアート展
～海の森からの贈り物～

2023/3/11 2023/3/30 10時から17時まで
大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

食卓に欠かせないワカメや海苔などの海藻は
とても色とりどりで繊細な形をしています♪
海藻のおしばを使って心を魅了する作品を展示します。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

大泉緑地
大泉緑地四季彩園スプリング　ボラン
ティア＆アートフェスティバル

2023/3/21 2023/3/21 11時から14時まで
大泉緑地
四季彩園

大泉緑地や堺市北区で活動するボランティアの皆様にご協力
いただきクラフトや自然のものを使った体験ブース・写真展・音
楽演奏・苗の無料配布など楽しい♪うれしい♪催し物をたくさ
んご用意いたします。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/

main.html

大泉緑地 草花たんけん隊 2023/3/26 2023/3/26
13時30分から15時
30分まで

大泉緑地
講習会室

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

072-251-0871 無料
どなたでも（小学校３年生
以下は保護者同伴）

18名

要事前申込。2023年２
月27日（月曜日）10時よ
り大泉緑地花と緑の相談
所に電話又は来所にて受
付開始。

筆記用具、動きやすく汚れ
ても良い服装、帽子

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 海藻おしばで絵葉書や万華鏡を作ろう 2023/3/26 2023/3/26

①10時30分から11
時20分まで
②11時30分から12
時20分まで
③13時00分から13
時50分まで
④14時00分から14
時50分まで

大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

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や万華鏡
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。
｢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
力的でアートフルな作品になります。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871
参加費：絵葉書300円
万華鏡500円

どなたでも 各回10名程度

事前申込及び当日申込に
て受付。事前申し込みの
場合は、2023年２月26
日（日曜日）10時より大泉
緑地花と緑の相談所に電
話又は来所にて受付。当
日申込は、イベント開催時
刻より花と緑の相談所に
て受付。

手を拭くタオル

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 春爛漫展 2023/4/2 2023/4/23 10時から17時まで
大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

春に咲く色とりどりの草花を展示してます。
春を感じてみませんか。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 スケッチで描く大泉緑地・春展 2023/4/2 2023/4/23 10時から17時まで ＊展示最終日は１６時までの展示
大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

大泉緑地の四季を描いた水彩画を展示します。緑地の見処が
いっぱいですよ！

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 サクラソウの紹介 2023/4/2 2023/4/23 10時から17時まで ＊展示最終日は１６時までの展示
大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

サクラソウについて、パネルで紹介します。
大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 超初心者のための写真教室① 2023/4/2 2023/4/2
10時から12時30分
まで

大泉緑地
講習会室

カメラの本格的な使い方を学び、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ませんか。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも 20名

要事前申込。2023年３
月２日（木曜日）より大泉
緑地花と緑の相談所に電
話又は来所にて10時より
受付開始。

カメラ、カメラ取扱説明書
（携帯電話、スマートフォン
等のカメラは不可）

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 超初心者のための写真教室② 2023/4/16 2023/4/16
13時30分から16時
まで

大泉緑地
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。お互いにどのような画を写真に収めたのか、鑑賞し
てみませんか。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料

2023年４月２日（日曜
日）「超初心者のための写
真教室①」の参加者に限
る

不要
作品を保存したUSBメモ
リー

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 たねダンゴ® をつくろう！ 2023/4/23 2023/4/23
13時30分から15時
30分まで

大泉緑地
四季彩園
ミーティングルー
ム

肥料や土壌改良剤などが入った泥ダンゴに種を付け、お家で
花壇やプランターなどに
植え付けて花を咲かせましょう♪
※『たねダンゴ®』は、公益財団法人 日本家庭園芸普及協会が
普及を進める新しい種まき手法です。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 １組100円 どなたでも
20組（１名でも参加可、１
組４名まで）

要事前申込。３月23日
（木曜日）より大泉緑地花
と緑の相談所にて電話又
は来所にて10時より受付
開始。

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 伊勢物語と能の世界 2023/4/26 2023/5/8 10時から17時まで
大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

大泉緑地のかきつばたとユリカモメを通じて、古来より馴染み
深い伊勢物語と能にまつわる世界を展示します。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 「ぬり絵」で楽しむ水彩画 2023/5/7 2023/5/7
13時30分から15時
30分まで

大泉緑地
講習会室

水彩絵具を使ったぬり絵で、大泉緑地の風景を描いてみませ
んか。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

072-251-0871 無料 中学生以上対象 20名

要事前申込。４月７日（金
曜日）より大泉緑地花と緑
の相談所にて電話又は来
所にて10時より受付開
始。

水彩絵具、筆、水入れなど

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地
写真教室受講者作品＆
春の風景写真展

2023/5/11 2023/6/12 10時から17時まで
大泉緑地
花と緑の相談所
展示ルーム

大泉グリーンフォトクラブの会員、講習会『超初心者のための写
真教室』受講生が撮影した大泉緑地の風景写真を展示します。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 無料 どなたでも なし 申込不要

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 親子で寄せ植えづくりと種まき 2023/5/14 2023/5/14
13時30分から15時
まで

大泉緑地
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、簡単で育てやすい植物の種まきもします。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 １組600円
親子対象（お子さんは小
学３年生以上対象）

親子15組（１家族２名ま
で）

要事前申込。４月14日（金
曜日）より大泉緑地花と緑
の相談所にて電話又は来
所にて10時より受付開
始。

軍手、筆記用具、持ち帰り
袋など

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 カモミールの摘み取り 2023/5/21 2023/5/21
13時30分から15時
30分まで

大泉緑地
四季彩園　東屋
（雨天時は講習会
室）

カモミールの摘み取りとカモミールの入浴剤づくりを行いま
す。カモミールの匂いで癒されませんか。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 100円 どなたでも 24名

要事前申込。４月21日（金
曜日）より大泉緑地花と緑
の相談所にて電話又は来
所にて10時より受付開
始。

園芸用ハサミ、軍手、持ち
帰り袋など

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

大泉緑地 多肉のかわいい箱庭づくり 2023/5/28 2023/5/28
13時30分から15時
30分まで

大泉緑地
講習会室

鉢の中に家や小道を配置し、多肉植物の箱庭を作ります。
かわいらしく飾り付けしてみませんか。

大泉緑地　花と緑の相談
所

072-251-0871 1，500円 どなたでも 18名

要事前申込。４月28日
（金曜日）より大泉緑地花
と緑の相談所にて電話又
は来所にて10時より受付
開始。

園芸用ハサミ、ピンセッ
ト、園芸用薄手の手袋、持
ち帰り袋

https://www.osaka-

park.or.jp/nanbu/oizumi/s

odansyo/tenjikai/index.ht

ml

浜寺公園 みつけてみようチリメンモンスター 2023/3/12 2023/3/12 10時から11時半頃 雨天でも開催
浜寺公園交通遊
園教室

チリメンジャコに混じるなぞの生き物「チリメンモンスター」体
験。楽しく海のことを知ろう。

浜寺公園管理事務所 072-261-0936 無料
小学生まで
保護者同伴

30名

2023年3月1日（水）より
浜寺公園管理事務所へ電
話で申込み。公園管理事
務所窓口での申込も可

道具はおおむね準備して
います。

https://hamadera.osaka-

park.or.jp/
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浜寺公園 浜寺公園スプリングフェスタ2023 2023/5/14 2023/5/14 荒天中止 中央エントランス
浜寺公園ボランティアのブースや地元の農家さんや地元の方
が出店する各種ブースの出展により、暖かな春の公園を更に
盛り上げます！

浜寺公園管理事務所 072-261-0936 無料、一部有料ブース有 どなたでも なし 不要
https://hamadera.osaka-

park.or.jp/

浜寺公園 第43回浜寺ローズカーニバル 2023/5/21 2023/5/21 10時から16時まで 雨天の場合5/28（日） 中央エントランス
エントランスを埋め尽くすほどのブース出展や遊びコーナーな
ど、浜寺公園開設150周年を記念して様々なプログラムを企
画します。

浜寺公園管理事務所 072-261-0936 無料、一部有料ブース有 どなたでも なし 不要
https://hamadera.osaka-

park.or.jp/

りんくう公園 ノルディックウォーキング教室 2023/5/27 2023/5/27 10時から正午まで
園内一周（約３
Km）のコース

初心者の方も参加しやすいコースです。年齢を問わずご参加い
ただけます。

りんくう公園管理事務所 072-469-7717 無料 ６歳以上から参加可能 事前申し込み20名
４月24日（月）午前10時
から電話もしくは直接来
所にて受付

体温調整しやすい服装、
歩きやすい靴、タオル、飲
料水、マスク

※雨天中止

せんなん里海公園 第10回せんなん里海さくらフェス 2023/3/19 2023/3/19 10時から17時まで 公園全域

緊急車両展示・制服着用体験や海岸清掃、出店コーナー、風の
丘コンサート、アコースティックライブ、タッチングプール、ダイ
ビング、シーカヤックの体験教室、大阪湾フォーラム等、様々な
ショップやブースで皆様をお出迎え。ぜひ一度、せんなん里海
公園にお越しください。

せんなん里海公園管理事
務所

072-494-2626
無料
（体験ブース一部有料あ
り）

どなたでも なし

申込不要
・大阪湾フォーラムのみ右
記アドレスより申込要
（3/15〆）

https://www.osaka-

park.or.jp/rinkai/sennan/

main.html

せんなん里海公園 海の森からの贈り物「海藻万華鏡教室」 2023/4/1 2023/4/1
10時30分から正午
まで

しおさい楽習館
海藻の美しい色と形を万華鏡で観察します。
海の環境を考えるきっかけにもなります。ぜひ、お越しくださ
い。

せんなん里海公園管理事
務所

072-494-2626
500円（材料費）
駐車料金は別途必要

小学生以下は保護者同伴 先着20名

2023年3月17日（金曜
日）10時より電話で申込
み。　公園管理事務所窓口
での申込も可

申込時にご案内

せんなん里海公園 ビーチテニス教室 2023/4/23 2023/4/23 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

072-494-2626
無料
（駐車料金は別途必要）

小学生以上 先着20名

2023年4月7日（金）午
前10時より電話で申込
み。　公園管理事務所窓口
での申込も可

タオル・飲み物・運動ので
きる服装

泉佐野丘陵緑地 驚き!?身近な植物の伏木 2023/3/26 2023/3/26 13時から15時まで ※雨天決行、荒天中止 泉佐野丘陵緑地

泉佐野丘陵緑地のボランティア「パーククラブ」の案内で早春
の公園を楽しみましょう。園内を散策しながら、草花や樹の名
前を紹介するだけではなく、身近な植物の不思議な生態に関
するエピソードも一緒にわかりやすく説明します。ぜひ、ご参加
ください。

泉佐野丘陵緑地　パーク
センター

072-467-2491 072-467-2493
info@izumisano-

kyuryo.jp
無料

小学生以上（小学生は保
護者同伴）
※園内を2時間程度歩け
ること。

20名（申込多数の場合は
抽選）

ホームページから所定の
メール又は泉佐野丘陵緑
地パークセンター窓口・電
話にて受付
申込期限は2023年３月
16日（木曜日）正午まで

軍手、飲み物、マスク
服装は長袖、長ズボン、履
きなれた運動靴

http://izumisano-

kyuryo.jp/blog/2023/02/14

/kotosche-20230326/

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！

2023/4/15 2023/4/15 10時から正午まで
※雨天時は翌日16日（日曜日）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
竹林管理体験をしませんか？荒れた竹林となるのを防ぐため、
タケノコ堀りを竹林の整備活動の一環として行います。ぜひ、
ご参加ください。
※健全な竹林育成のため、収穫や持ち帰りには制限がありま
す。

泉佐野丘陵緑地　パーク
センター

072-467-2491 072-467-2493
info@izumisano-

kyuryo.jp
200円

小学生以上（小学生は保
護者同伴）

10組(１組２名以上４名以
下)（申込多数の場合は抽
選）（予定）

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
受付開始は泉佐野丘陵緑
地ホームページ掲載時か
ら
申込期限は2023年４月
５日（水曜日）正午まで

軍手、帽子、飲み物、マス
ク
汚れてもよい服装（長袖、
長ズボン、長靴もしくは運
動靴）

http://izumisano-

kyuryo.jp/schedule/

泉佐野丘陵緑地
茶摘み体験と新茶づくりを楽しも
う！！

2023/5/3 2023/5/3 10時から正午まで ※雨天中止 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」は園内で
お茶の木を育てています。やわらかい新芽を積み、かまどで
いって手もみをし、緑茶を手作りします。ぜひ、ご参加くださ
い。

泉佐野丘陵緑地　パーク
センター

072-467-2491 072-467-2493
info@izumisano-

kyuryo.jp
300円

小学3年生以上（小学生は
保護者同伴）

20名（申込多数の場合は
抽選）

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
受付開始は泉佐野丘陵緑
地ホームページ掲載時か
ら
申込期限は2023年４月
25日（火曜日）正午まで

軍手、飲み物
汚れてもよい服装（長袖、
長ズボン、履きなれた運
動靴）

http://izumisano-

kyuryo.jp/schedule/
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