大阪府民の森 イベント案内
Spring〜Summer 2021
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府民の森では、自然に親しみ、楽しみながら自然の大切さを学ぶ、
四季折々の様々なプログラムを展開しています。
不思議がいっぱいの森の中に、一緒に出かけて見ませんか。

府民の森パークレンジャー
皆さんと自然をつなぐのは、府民の森パークレンジャー（ＮＰＯ法人日本パークレンジャー協会に
所属するボランティア）です。私たちは人々に自然の大切さを伝えるために、普段何気なく見過ご
している四季折々の自然やその魅力、素晴らしさを紹介するいろいろな催しを実施しています。
催しや府民の森パークレンジャーについて、お気軽にお問合せください。

主催：一般財団法人大阪府みどり公社・NPO法人日本パークレンジャー協会

後援：大阪府

府民の森 （2021春・夏） イベント案内
４月11日
（日）
10：00〜15：00

要予約

ちはや園地

カタクリ咲く金剛山のハイキング

７月４日
（日）
９：30〜16：00

くろんど園地

要予約

初夏の自然観察とゲンジボタル観賞

生駒山中のぬかた園地で２万５千株の紫陽花
が開花中
■集合 : 9:30 生駒ケーブル鳥居前駅
■解散 : 16:00 生駒山上遊園地
■参加費 : 500 円／人
■対象 : 一般・ファミリー
■定員 : 50 人
※少雨実施

７月24日
（土）
19：00〜21：00

ほしだ園地

現地受付

ほしだ七夕まつり2021

ちはや園地

要予約

ナイトハイク＆星空観察

初夏の自然とゲンジボタルの舞を楽しもう
■集合 : 16:00 くろんど園地管理事務所横
■解散 : 21:30 くろんど園地管理事務所横
■参加費 : 500 円／人
■対象:ファミリー
■定員 :10 家族
※雨天中止

７月３日
（土）
10：00〜15：00

要予約

あじさいハイキング

大阪では珍しいカタクリの咲く金剛山へ、
早春の草花を楽しもう
■集合 : 10:00 金剛山登山口バス停
■解散 : 15:00 ちはや園地
■参加費：500 円／人 ■定員：20 人
■対象：一般・ファミリー ※雨天中止
※金剛山ロープウェイは現在運行休止中

６月19日
（土）
16：00〜21：30

ぬかた園地

夜の森を観察して、ヒメボタルを探そう !
そして満天の星空を観察しよう !
■集合 : 19:00 ピクニック広場
■解散 : 21:00 ピクニック広場
■参加費 : 500 円／人
■対象 : 一般・ファミリー
■定員 : 20 人

７月25日
（日）
10：00〜14：00

むろいけ園地

要予約

どこまで飛ぶかな竹水鉄砲!!

七夕にあなたの願いを託して飾りましょう
自然素材を使ったクラフトにも挑戦 !
■受付 : 10:00 ～ビトンの小屋横広場
■参加費 : 500 円／人
■定員：50人
※雨天中止

竹でつくる水鉄砲
・・・どこまで飛ぶかな !!
■集合 : 10:00 森の宝島
■解散 : 14:00 森の宝島
■参加費 : 500 円／人
■対象 : 一般・ファミリー
■定員 : 20 人

９月19日
（日）
10：00〜15：00
事情により日程・内容・参加費等を変更する

ほしだ園地

現地受付

森のめぐみでクラフト
自然の素材を生かした自分だけのクラ
フトを作ろう !
■受付 : 10:00 ～わんぱく広場
■参加費 : 500 円／人
■定員 : 50 人
※雨天中止

ことがあります。また自然災害や天候不良、
その他感染症の拡大などにより催しを中止
することがあります。

森の工作会
４月29日
（木）
10：30〜14：30

ほしだ園地

現地受付

節句のお祝いつくり

６月13日
（日）
10：30〜14：30

現地受付

昔あそび

部屋飾り用の「鯉のぼり」をつくります

自由工作会です。森の材料つかって楽
しもう !!
■受付 : 10:30 ～らくらくセンター
■参加費 : 100 円／人
■定員:100人
※雨天中止

■受付 : 10:30 ～ビトンの小屋横広場
■参加費 : 300 円／人
■定員: 50人
※雨天中止

５月９日
（日）
10：30〜14：30

なるかわ園地

むろいけ園地

現地受付

キッズ・クラフト

８月８日
（日）
10：30〜14：30

※原則１か月前から受付を開始します。
◆小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加下さい。
◆各園地までのアクセス等はホームページをご参照
下さい。

竹でつくるゴーカート・・・
つくって走らそう !!
■受付 : 10:30 ～ビトンの小屋横広場
■参加費 : 300 円／人
■定員 : 50 人
※雨天中止

お問い合せ

申込方法

■http://japan-parkranger.com/event/

現地受付

キッズ・クラフト

竹でつくるゴーカート・・・
つくって走らそう !!
■受付 : 10:30 ～森の宝島
■参加費 : 300 円／人
■定員: 50人
※雨天中止

要予約のイベントに関しては、下記ホームページの
各イベントの申込フォームよりお申込みください。

ほしだ園地

イベントに関するお問合せは、下記ホームページの
お問合せフォームからご連絡ください。

■http://japan-parkranger.com/
※返信にお時間をいただく場合がございます。
予めご了承ください。

NPO法人日本パークレンジャー協会
info@japan-parkranger.com

