
平成31年(2019年)度「みどりの月間の集い」実施行事一覧(4/15～5/14）

都道
府県 期日

行事名
主催者 開催場所　　　　　　　　

行事概要
（４０字程度で簡潔に） 参加対象 参加費 備考 問い合わせ先 ホームページアドレス

滋
賀
県

1 4/21(日) 自然観察会 栗東自然観察の森
栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料 申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313 www.city.ritto.lg.jp

2 4/28(日) ミニクラフト 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森の素材を使って、ミニクラフトを楽
しみます。

どなたでも 100円 申込不要 栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

3
4/29(月祝)、
5/5(日祝)

ツリーイング
～木のぼり体験～

木のぼりクラブ　グリー
ンディ

近江富士花緑公園
森林(もり)のわくわく学習
館横

インストラクターの指導の下、ロープ
を使った木のぼりを体験します。

小学生以上、
親子も可 2,000円

要事前申込
各回定員8名
1日3回(10:00、13:00、
14:30)、1回1時間半

近江富士花緑公園
TEL:077-586-1930

www.ohmitetudo.co.jp/karyoku/

4
5/2(木休)・3(金

祝)
カヌー体験教室 びわ湖こどもの国 園内湖岸～沖

一人乗りのカヌーに乗って、雄大な琵
琶湖をゆったりと漕ぎ進んでいただけ
ます。

小学１年～大人
(小学校低学年は保
護者同伴)

1,500円～
びわ湖こどもの国
TEL:0740-34-1392

http://www.biwa.ne.jp/~kodomo92/

5 5/3(金祝) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料 申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

6 5/5(日祝) 自然観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森を散策し、季節の植物や昆虫を指導
員やボランティアと一緒に、観察しま
す。

どなたでも 無料
申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

7 5/11(土) 養鱒の里で親子ふれあい体験 滋賀県漁業協同組合連合
会 滋賀県立醒井養鱒場 釣り体験を楽しんで、大人気のニジマ

スイクラ丼を食べよう。
幼・小・中学生と
保護者

こども2,000円、
大人1,400円

定員こども20名
要事前申込

醒井養鱒場
TEL:0749-54-0301

http://samegai.siga.jp/

8 5/12(日) 親子観察会 栗東自然観察の森

栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

小さな子どもが自然に関心を持つきっ
かけになるような、散策を主にした観
察会です。

こどもと保護者 無料
申込不要
歩きやすい服装

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

9 5/12(日) ミニクラフト 栗東自然観察の森
栗東市安養寺178-2
栗東自然観察の森　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

森の素材を使って、ミニクラフトを楽
しみます。 どなたでも 100円 申込不要

栗東自然観察の森
TEL:077-554-1313

www.city.ritto.lg.jp

1 4/20(土) 西山ファミリー環境探検隊 西山森林整備推進協議会
長岡京市西山キャンプ場周
辺

小学生を対象とした、体験型環境教育
を行います。 小学生の親子

300円
(保険料込)

要事前申込
定員15組50名程度(先着)
雨天延期：4/21(日)

長岡京市環境政策室
TEL:075-955-9542

http://www.nishiyama-shinrin.com/

2 4/20(土)
ボランティア活動
花いっぱい大作戦の会
～花壇の手入れ～

けいはんな記念公園
けいはんな記念公園
芝生広場
集合場所：水景園受付前

花をいっぱい咲かせるためのボランテ
ィア活動をします。
4月は、ひまわり花壇づくりで、土の
耕展、種まき、水やりを行います。

どなたでも
(未就学児は保護者
同伴)

無料

10:00～12:00
集合：水景園受付前
雨天時要問合せ
持ち物：軍手、汚れても
いい服装
※活動詳細はメーリング

けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200
FAX:0774-93-2688
MAIL:info@keihanna-park.jp

https://keihanna-park.net/

3 4/21(日) 春の自然教室 京都御苑管理事務所、
国民公園協会京都御苑

京都御苑 春に見られる動植物について、講師の
解説を聞きながら苑内を散策します。

一般 100円 小雨決行、ただし、気象
警報の発令時は中止

国民公園協会京都御苑
TEL:075-211-6364

http://www.env.go.jp/garden/kyotogyoen/

http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.ohmitetudo.co.jp/karyoku/
http://www.biwa.ne.jp/~kodomo92/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://samegai.siga.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.city.ritto.lg.jp/
http://www.nishiyama-shinrin.com/
https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/


京
都
府

4
4/21(日)～
5/6(月振)

春の和の花展 (公財)京都市都市緑化協
会

梅小路公園「朱雀の庭」
梅小路公園内の庭園において、絶滅危
惧種を含む京都ゆかりの山野草などの
「和の花」を屋外展示します。

どなたでも 入園料200円 4/20(土)は休園日 梅小路公園
TEL:075-352-2500

http://www.kyoto-ga.jp/

5
4/21(日)・29(月

祝)、
5/4(土祝)

小枝のクラフト 山城総合運動公園
山城総合運動公園
遊びの森付近 自然の素材を使って、作品を作ろう。 どなたでも 100円/1作品

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

6 4/27(土) 春の自然散策会
(公財)舞鶴市花と緑の公
社 舞鶴自然文化園

自然文化園とその周辺を散策し、採取
した山野草を天ぷらにして食し、春の
自然の恵みを実感します。

どなたでも 300円 先着20名 舞鶴市花と緑の公社
TEL:0773-68-1187

https://maizuru-hanamidori.com/

7 4/29(月祝) 元気っ子集まれフェスティバル！ 山城総合運動公園 山城総合運動公園
ふれあいの森

遊具やパフォーマンスステージ、飲食
の出店を予定しています。 どなたでも 一部有料 詳細はHP参照

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

8 4/29(月祝) 緑のウォークラリー 山城総合運動公園 山城総合運動公園 宇治市植物公園と連携したウォークラ
リーです。 どなたでも 無料

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

9 4/29(月祝)
おりがみヒコーキをつくって飛ば
そう！ 山城総合運動公園 山城総合運動公園

遊びの森付近
色んなおり方で、どこまで飛ばせるか
ためしてみよう。 どなたでも 100円

山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

10 4/29(月祝) みどりの中deミニコンサート 山城総合運動公園 山城総合運動公園
遊びの森付近

おやじバンドによる、懐かしいフォー
クソングの演奏会です。

どなたでも 観覧無料
山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

11 5/2(木休) 親子ふれあいサッカー教室 山城総合運動公園 山城総合運動公園
球技場B

芝生のコートで、親子で楽しくサッカ
ーをプレーしよう。

年長～小学4年生
と保護者

1,000円/1組 申込はHPより(後日開始)
山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

12
5/3(金祝)・4(土

祝)
アースデイ丹後2019

NPO法人地球デザイン
スクール

宮津市
京都府立丹後海と星の見え
る丘公園

アースデイは「地球に感謝し、行動す
る日」。
海や森、食の体験を通して環境につい
て学びます。

幼児以上 入場無料 プログラムにより有料
京都府立丹後海と星の見える
丘公園
TEL:0772-28-9111

https://earthday-tango.jimdo.com/

13
5/3(金祝)・

5/4(土祝)
梅小路公園グリーンフェア2019春 (公財)京都市都市緑化協

会
梅小路公園

緑のボランティア団体による活動紹介
や、花の即売、自然観察会等の緑に関
連した催しを実施します。

どなたでも 梅小路公園
TEL:075-352-2500

http://www.kyoto-ga.jp/

14
5/3(金祝)～5日

(日祝)
20th「新緑祭」

京都府、
(株)設計京北(指定管理
者)

STIHLの森京都
(府民の森ひよし)

緑とふれあい、森林を学ぶ、家族みん
なで楽しめるイベントが目白押し！ 一般 一部有料 詳細はHP参照

STIHLの森京都
TEL:0771-72-1339

http://forest-hiyoshi.jp/

15 5/4(土祝) 春のこどもフェスタ (公財)舞鶴市花と緑の公
社

舞鶴自然文化園 芝生広場で動物とふれあったり、親子
で一緒に遊ぶイベント

どなたでも 無料 舞鶴市花と緑の公社
TEL:0773-68-1187

https://maizuru-hanamidori.com/

16 5/5(日祝) ツリークライミング教室 丹波自然運動公園 丹波自然運動公園
こどもの広場

専用のロープを使用して木に登ってみ
よう！
(丹波ちびっこまつり同日開催)

小学生以上 1,000円 定員80名
要事前申込　

丹波自然運動公園
TEL:0771-82-0300

Http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

17 5/5(日祝) 探鳥会 山城総合運動公園 山城総合運動公園 公園内に生息する野鳥を観察しよう。 どなたでも 無料
山城総合運動公園体育館管理
事務所
TEL:0774-24-1313

https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/

http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://maizuru-hanamidori.com/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://www.taiyougaoka-sportsclub.com/
https://keihanna-park.net/
http://www.city.kyotango.lg.jp/
https://maizuru-hanamidori.com/
http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/
https://keihanna-park.net/


18 5/5(日祝) うみほしDAY
NPO法人地球デザイン
スクール

宮津市
京都府立丹後海と星の見え
る丘公園

月に1度の特別な日曜日。
自然散策や、ワークショップなどお楽
しみください！

幼児以上 入場無料 プログラムにより有料
京都府立丹後海と星の見える
丘公園
TEL:0772-28-9112

http://www.eco-future-park.jp/

19 5/11(土) 府民空山探鳥会 日本野鳥の会京都支部、
まいづる環境市民会議 空山 トレッキングをしながら、探鳥会を行

います。 どなたでも 無料
まいづる環境市民会議事務局
TEL:0773-66-1064

20 5/11(土) 草月流いけばな教室 けいはんな記念公園 けいはんな記念公園
ビジターセンター研修室

個性を尊重し、自由な表現を求める
「草月流」のいけばな教室です。
初心者の方、経験者の方、資格を取り
たい方、どなたでもご指導します。

どなたでも
3,500円
(花材費込)

3日前までに要事前申込
持ち物：花鋏・花袋・筆
記具

けいはんな記念公園
TEL:0774-93-1200
FAX:0774-93-2688
MAIL:info@keihanna-park.jp

https://keihanna-park.net/

21 5/12(日)
ネイチャーパーク＠らくさい
～新林池公園～

京都市西京区役所洛西支
所

京都市西京区大枝西新林町
三丁目2
新林池公園

洛西ニュータウンの緑豊かな公園で実
施する、冒険遊び場(プレイパーク)と
併せて、洛西地域の生物多様性を学ぶ
ことができる自然観察会・昆虫食体験
を実施します。

小～中学生くらい
までとその保護者 無料

自然観察会・昆虫食体験
(11:00～・13:00～)のみ
要事前申込
各回先着20名

京都市西京区役所洛西支所 地
域力推進室 総務・防災担当
TEL:075-332-9185
FAX:075-332-8188
MAIL:raku-
chiikiryoku@city.kyoto.lg.jp

https://www.city.kyoto.lg.jp/nisikyo/page/
0000231541.html

1
4/15(月)～
5/13(月)

春の企画展
「色あつめ」

メイプルハーツ企業共同
体
箕面公園昆虫館

箕面市
箕面公園昆虫館

チョウを中心に「宝石の色」等のテー
マごとに集めた昆虫を、色の名前や意
味と合わせてお楽しみください。

一般 高校生以上270円、
中学生以下無料

障がい者手帖の提示で本
人と介助者1名無料
1/16(水)から開催

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014
昆虫館　
TEL:072-721-7967

http://www.mino-park.jp/

2
4/15(月)～
5/13(月)

生体企画展
「八重山の昆虫たち」

メイプルハーツ企業共同
体
箕面公園昆虫館

箕面市
箕面公園昆虫館

八重山諸島は本土では見られない亜熱
帯の生き物がたくさん。
おもしろく魅力的な虫たちを紹介しま
す。

一般
高校生以上270円、
中学生以下無料

障がい者手帖の提示で本
人と介助者1名無料
1/16(水)から開催

箕面公園管理事務所
TEL:072-721-3014
昆虫館　
TEL:072-721-7967

http://www.mino-park.jp/

3
4/15(月)～
4/30(火休)

つばき展 山田池公園管理事務所
枚方市
山田池公園 花しょうぶ園

肥後六花の一つ「肥後椿」等、シリー
ズ「日本の伝統園芸植物展」として
様々な椿を展示します。

一般 無料 4/8(月)から開催
山田池公園管理事務所
TEL:072-851-4761

http://yamadaike.osaka-park.or.jp/

4
4/16(火)・

21(日)
春の自然観察会

錦織公園指定管理グルー
プ

富田林市
錦織公園

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。

一般 無料
定員15名(先着)
公園窓口及び電話にて受
付

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506
FAX:0721-24-0240

http://nishikori-park.jp/

5 4/18(木) ふれるガーデニング教室 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター
ガーデンアドバイザーが付き、センタ
ー内を散策しながら植物について学び
ます。

一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

6 4/20(土) 春の草花遊び 枚岡公園管理事務所 東大阪市
枚岡公園

春の草花を使って、草笛や花飾りなど
の草花遊びと、枚岡公園の桜広場や梅
林のタンポポを観察します。

一般
大人300円、
小人100円

定員25名(先着)
4/1(月)から電話にて受付

枚岡公園管理事務所
TEL:072-981-2516　 http://hiraoka.osaka-park.or.jp/

7 4/20(土)
タケノコ掘りを楽しんで公園をつ
くろう！
～竹林管理体験～

府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
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、タケノコ掘りを
楽しみながら竹林管理を学びましょ
う。

一般 未定

メール及び窓口、電話に
て受付
雨天は21日に順延

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

8
4/20(土)・

21(日)
春の芽出し盆栽展 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 春の芽出し盆栽の魅力を伝える展示会

です。 一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

9 4/20(土)
自然ふしぎ発見クラブ
「竹のふしぎ発見と地下茎の観
察」

eMIRAIE環境交流セン
ター

豊中市
千里緑地

公園内の竹林で竹とその地下茎を観察
し、実際に掘る体験もします。

5歳以上と保護者 無料
定員25家族
要事前申込:4/2(火)から受
付

eMIRAIE環境交流センター
TEL:06-6844-8611

https://kankyokoryu.jp/

https://keihanna-park.net/
https://www.city.kyoto.lg.jp/nisikyo/page/0000231541.html
http://www.mino-park.jp/
http://www.mino-park.jp/
http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
http://nishikori-park.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
https://kankyokoryu.jp/


大
阪
府

10 4/20(土)
森の学習
～春の草花の観察～ 堺自然ふれあいの森 堺市南区

堺自然ふれあいの森

花の形にはいろいろありますが、春の
森にはどんな形の花が咲いているの
か、一緒に調べてみましょう。

小学生と保護者 200円 定員15名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

11 4/21(日) 春祭り 紀泉わいわい村 紀泉わいわい村 バームクーヘン作り、五平餅作り、豚
汁販売、クラフト体験等を行います。 一般

無料
(各プログラムは有
料)

紀泉わいわい村
TEL:072-485-0661

https://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/
kisenwaiwaimura/

12
4/21(日)
5/11(土)

生きもの調査員養成連続講座 茨木市

4/21(日):男女共生センター
ローズAWAM、
5/11(土):東海自然歩道(茨木
市泉原)周辺

4/21(日):茨木市の水辺の生き物とその
多様性
5/11(土):林で見られる生きもの観察

一般 無料

4/21(日)　定員60名
要事前申込
5/11(土)　定員20名
要事前申込

茨木市環境政策課
TEL:072-620-1644

13
4/21(日)・

27(土)、5/4(土
祝)・12(日)

Family Nature Program
石川で魚とり観察会(中流編) 石川河川公園管理事務所

羽曳野市
石川河川公園
・里の広場
・公園管理事務所前
のどちらか(前日連絡)

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。
生きものとふれあう喜びや思い出作り
に！

一般
子ども500円、
大人200円

定員：子ども15名(先着)
石川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

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

14 4/21(日) 清掃ハイキング 島熊山の雑木林を
守る会

豊中市
千里緑地

島熊山などのごみを拾いながら、自然
を観察するハイキングです。 一般 無料 詳細はHP参照 島熊山の雑木林を守る会

TEL:080-4241-4797
http://www.geocities.jp/tsuchia_y/
simakuma/indexS.html

15 4/21(日) みどり塾 久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　ボランティア
ルーム

専門分野で活躍する講師達による、
様々な自然素材を使ったワークショッ
プを行います。

一般 各回ごとに徴収
5月以降も毎月第3日曜日
に開催

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

16 4/26（金） 自然に親しむ探検講座 茨木市 茨木市泉原地区 植物の宝庫を観察ハイク
～春の出会い～ 一般 無料 要事前申込 茨木市環境政策課

TEL:072-620-1644

17 4/27(土)
トマト＆スイカの苗の植え付け体
験

府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」
と、トマトやスイカの苗の植え付け体
験をしてみませんか。

一般 未定 要事前申込(メール及び窓
口、電話にて受付)

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

18 4/27(土) 可愛い鯉のぼり工作 大阪府みどり公社 四条畷市
むろいけ園地

森の材料で、手作り鯉のぼりを作りま
しょう！ 一般 300円 定員30名(先着)

事前申込不要
大阪府みどり公社
TEL:06-6266-1038 

http://osaka-midori.jp/mori/index.html

19
4/27(土)～29(月

祝)

グリーンメッセ2019堺の春物語
(みどりのマルシェinクラフトマー
チ)

堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 花や緑に係る素材を中心に手作した作
品を、マルシェにて販売します。

一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

20
4/27(土)～
5/19(日)

シャクヤク園開園 久宝寺緑地管理事務所
八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　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、その気品ある魅
力をご堪能ください。

一般 無料
久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

21
4/27(土)～
5/6(月振)

浅香山つつじまつり 堺市公園協会
堺市
浅香山緑道・旧浅香山浄水
場

浅香山浄水場跡地の一部、浅香山緑道
沿い600mにわたり約2,500株のヒラド
ツツジが鑑賞できます。

一般 無料 浅香山緑道は期間外も鑑
賞可

(公財)堺市公園協会
TEL:072-245-0070

http://www.sakai-park.or.jp/

22 4/28(日)
GW特別
クラフト教室

堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

小枝や木の実を使って動物やバッチを
作ります。
毎月第1日曜日実施の「クラフト教
室」のGW特別版です。

どなたでも 50円/1作品 堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

23 4/28(日) 長野公園で春の生き物探し！！ 都市公園長野公園管理共
同体

河内長野市
長野公園　奥河内さくら公
園

長野公園に生息する、春の動植物を観
察します。

小学生以上 無料 定員15名
長野公園管理事務所
TEL:0721-62-2772
MAIL:nagano@toshi-kouen.jp

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

http://www.sakai-fureainomori.jp/
https://www.osakaymca.or.jp/shisetsu/kisenwaiwaimura/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/ishikawa_top
http://www.geocities.jp/tsuchia_y/simakuma/indexS.html
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://izumisano-kyuryo.jp/
http://osaka-midori.jp/mori/index.html
http://www.sakai-hanatebako.org/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://www.sakai-park.or.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top


24 4/28(日) Family Nature Program
ため池観察会 石川河川公園管理事務所 羽曳野市

石川河川公園

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。
生きものとふれあう喜びや思い出作り
に！

一般 子ども500円、
大人200円

定員：子ども15名(先着)
石川公園管理事務所
TEL:072-956-1900

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

25
4/28(日)・29(月
祝)、5/3(金祝)
～5/5(日祝)

枚岡公園ウォークラリー 枚岡公園管理事務所 東大阪市
枚岡公園

園内に設置したキーワードを並べ替え
ると、ある言葉になります。
正解者に特製グッズをプレゼント。

一般 無料 定員20名(先着)
枚岡公園管理事務所
TEL:072-981-2516　 http://hiraoka.osaka-park.or.jp/

26 4/28(日) レッツ久宝探検隊 久宝寺緑地管理事務所
八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　中地区花の道

久宝寺緑地で、様々な植物の観察や育
成を行います。

一般 無料 5月以降も毎月第4日曜日
に開催

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

27 4/29(月祝)
大人のための自然観察会
「春の草花入門編」 堺自然ふれあいの森 堺市南区

堺自然ふれあいの森

「春の草花観察　入門編」をテーマ
に、野原でゆっくりと草花の観察をし
ます。

18才以上 200円 定員10名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

28 5/2(木祝) 1～3年生の里山kids 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

新しいお友達と一緒に生きものを観察
したり、森を探検したりして、丸一日
ふれあいの森を楽しみましょう。

小学1～3年生 300円 定員15名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

29 5/2(木祝) 苔玉講習会 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター インテリアとして苔玉を作成し、管理
まで学べる講習会です。

一般 1,500円
定員20名
要事前申込

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

30 5/2(木祝) 多肉植物講習会 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 多肉植物の不思議な形をアレンジし
て、寄せ植えを楽しむ講習会です。

一般 1,500円 定員20名
要事前申込

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

31 5/3(金祝) ふれあい緑地フェスティバル2019 豊中市環境部公園みどり
推進課

豊中市
ふれあい緑地

自然工作、れんげ摘み、昆虫採集、高
校生によるダンス、バンド演奏など
様々な催し物を実施します。

一般 無料
豊中市環境部公園みどり推進
課
TEL:06-6843-4121

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/

32 5/3(金祝)
野鳥観察
「野鳥のさえずりを聴く」

堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森

どんな鳥がどんな声でさえずっている
のか、野鳥のくらしを覗いてみません
か？

小学生以上 200円
定員20名
要事前申込

堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

33 5/3(金祝) 茶摘み体験 府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」が
大切に育てたお茶の木で、茶摘みとお
茶づくりを体験してみませんか。

一般 未定
要事前申込(メール及び窓
口、電話にて受付)

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

34 5/4(土祝)
みどりの日イベント
「河内木綿を育ててみません
か？」

久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　中地区　子ど
も広場前

木綿の種をまいて、育てるイベントで
す。
是非この機会に、河内木綿に触れてみ
ませんか？

一般 無料 定員30名(先着)
久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

35
5/4(土祝)・5(日

祝)
植木市 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 植木の販売 一般 無料 定員なし 堺市都市緑化センター

TEL:072-247-0310
http://www.sakai-hanatebako.org/

36
5/4(土祝)～6(月

振)
春の山野草展 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター 春から初夏の山野草を展示 一般 無料 定員なし

堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

37 5/4(土祝) 自然工作会 堺千年の森クラブ 堺市
堺市都市緑化センター

自然素材を使用した、季節の工作体験
です。 一般 100円 定員30名程度(先着)

子ども向け
(公財)堺市公園協会
TEL:072-245-0070

http://www.sakai-park.or.jp/

38 5/6(月振) 母の日プリザ 堺市都市緑化センター 堺市都市緑化センター プリザードフラワーを使って、母の日
のプレゼント作りをする講習会です。 一般 1,500円 定員20名

要事前申込
堺市都市緑化センター
TEL:072-247-0310

http://www.sakai-hanatebako.org/

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/ishikawa_top
http://hiraoka.osaka-park.or.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.sakai-hanatebako.org/
http://www.sakai-park.or.jp/
http://www.sakai-hanatebako.org/


39 5/6(月振) シャクヤクフラワーアレンジメン
ト教室

久宝寺緑地管理事務所

八尾市・東大阪市・大阪市
平野区
久宝寺緑地　ボランティア
ルーム

シャクヤクを贅沢に使った、フラワー
アレンジメントをつくりませんか？

一般 1,500円 各回定員15名
要事前申込

久宝寺緑地管理事務所
TEL:072-992-2489

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

40
5/6(月振)・

12(日)・19(日)
まちかどプランツ 深北緑地パートナーズ

寝屋川市・大東市
深北緑地

深北緑地までの道のりを、お花で彩ろ
う。
ご協力いただける方を大募集しま
す！！

一般 無料
深北緑地管理事務所
TEL:072-877-7471

https://www.fukakitaryokuchi.jp/

41 5/11(土)
初夏の延命寺周辺でバードウォッ
チング

都市公園長野公園管理共
同体

南海高野線「三日市町駅」
～奥河内もみじ公園(延命寺
地区)～南海高野線「千早口
駅」

延命寺周辺には多くの野鳥が生息し、
初夏にはオオルリやキビタキ等、バー
ドウォッチングが楽しめます。

一般 無料
長野公園管理事務所
TEL:0721-62-2772
MAIL:nagano@toshi-kouen.jp

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

42 5/11(土) 初夏の野鳥観察会 錦織公園指定管理グルー
プ

富田林市
錦織公園　パークセンター

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。

一般 無料
定員10名(先着)
公園窓口及び電話にて受
付

錦織公園管理事務所
TEL:0721-24-1506
FAX:0721-24-0240

http://nishikori-park.jp/

43 5/11(土) さつまいも植え付け体験 府・泉佐野丘陵緑地パー
ククラブ

泉佐野市
泉佐野丘陵緑地

公園ボランティア「パーククラブ」と
一緒に、さつまいも植え付け体験をし
てみませんか。

一般 未定
要事前申込(メール及び窓
口、電話にて受付)

泉佐野丘陵緑地パークセンタ
ー
TEL:072-467-2491

http://izumisano-kyuryo.jp/

44
5/11(土)・

12(日)
枚方市緑化フェスティバル 枚方市緑化フェスティバ

ル実行委員会 岡東中央公園
まちなか緑化を一層推進することを目
的に、市民の協力を得て、花木の販売
やさまざまな企画があります。

一般 無料 詳細はHP参照 枚方市みち・みどり室
TEL:072-841-1435

https://www.city.hirakata.osaka.jp/
0000022981.html

45 5/11(土) 茶摘みと茶もみ体験 堺自然ふれあいの森 堺市南区
堺自然ふれあいの森 茶摘みと茶揉みを体験します。 小学生 200円 定員10名

要事前申込
堺自然ふれあいの森
TEL:072-290-0800

http://www.sakai-fureainomori.jp/

46 5/12(日)
「実りの農作業体験」
家族で楽しむ新タマネギの収穫体
験会

山田池公園管理事務所
枚方市
山田池公園　実りの里　棚
田

「実りの里」で育てた、新玉ねぎの収
穫を体験します。

小学生以下の子ど
もを含む家族 100円

定員20組(先着)
要事前申込(電話にて受
付)

山田池公園パークセンター
TEL:072-866-6132

http://yamadaike.osaka-park.or.jp/

兵
庫
県

1
4/19(金)～

21(日)
オープンガーデンなかはりま2019

姫路市、
(一財)姫路市まちづくり
振興機構

兵庫県姫路市、
兵庫県神河町、
兵庫県福崎町

環境意識の啓発事業として、園芸愛好
家が作った庭を一定の期間公開しま
す。

一般 無料
詳細はHP参照
5/17(金)～19(日)にも公開

姫路市公園緑地課
TEL:079-221-2412
姫路市まちづくり振興機構
TEL:079-291-1914

http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/

2 4/29(月祝) 緑化キャンペーン2019
姫路市、
(一財)姫路市まちづくり
振興機構

兵庫県姫路市
大手前公園

市民に花や木に興味を持っていただ
き、花と緑いっぱいの街にするための
イベントです。

一般 無料 詳細はHP参照

姫路市公園緑地課
TEL:079-221-2412
姫路市まちづくり振興機構
TEL:079-291-1914

http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/

和
歌
山
県

1 4/20(土) 磯の生き物観察 こども科学館 加太海岸
加太海岸で親子で磯の生き物を観察し
ます。
時間は11:00～13:00です。

子供とその保護者 無料

要事前申込(4/5～4/13電
話受付)
定員20家族(抽選)
実施は11:00～13:00

和歌山市立こども科学館
073-432-0002

www.kodomo123.jp/

https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/kyuhouji_top
https://www.fukakitaryokuchi.jp/
https://www.toshi-kouen.jp/staticpages/index.php/nagano_top
http://nishikori-park.jp/
http://izumisano-kyuryo.jp/
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000022981.html
http://www.sakai-fureainomori.jp/
http://yamadaike.osaka-park.or.jp/
http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/
http://himeji-machishin.jp/ryokka/event/
http://www.kodomo123.jp/

