府民の森を楽しもう！ 大阪府民の森

平成18年度イベント
目玉イベント

自然の魅力が際立つ4つの季節。代表的な魅力を生かした企画
で、府民の森パークレンジャーが園地をご案内します。

パークレンジャー中部班 企画

パークレンジャーふれあい班 企画

くさか園地 ぬかた園地 なるかわ園地
みずのみ園地 らくらく登山道

6月25日(日)

ぬかた園地 ¥300 パークレンジャーがあじさいの大回廊（プロムナード）
をご案内します。

7月9日(日)

花の文化園 ¥300 いろんな花を使って押し花を作ろう！初めてでも
大丈夫！パークレンジャーがじっくりお教えします！

9月23日(日) ぶんぶんセミ作り

あじさいの剪定をしよう

ぬかた園地案内所 ¥300 剪定のやり方を学び、挿し芽を作って持って帰ろ
う。

8月20日、27日(日) 夏休み宿題お助けマン！
らくらくセンターハウス ¥300

箕面ビジターセンター ¥300 かわいい小鳥さんは見られるかな？工
作もできるよ！

7月23日(日) 押し花教室

あじさいガイドウォーク

自然の素材を使って貯金箱を作ろう！

花の文化園 ¥300 自分で作った工作品で遊ぼう！いつも違った楽し
さが！

12月2日(土) クリスマスリースとサンタ作り
箕面ビジターセンター ¥500 オリジナルのリースとサンタ人形を作
って、幸福とサンタさんを呼び込もう！

イベント実施場所

らくらくセンターハウス ¥300 森を歩いて葉っぱの名前当てゲームにチャ
レンジ！

なるかわ園地 ¥300
探しに行こう！

明治の森箕面国定公園
（箕面ビジターセンター）

12月17日(日) 手作りしめなわを飾ってみよう

くろんど園地
ほしだ園地
くさか園地
ぬかた園地
なるかわ園地
みずのみ園地

緑の文化園むろいけ園地

らくらくセンターハウス 午前/午後 ¥300 作り方を習って、わらから自分
だけのしめなわを作ってみよう！

金剛生駒紀泉国定公園

らくらく登山道

2月25日(日) 選人体験（木こりさんになってみよう）
らくらくセンターハウス ¥300 森にいいことしていい汗を流そう！

3月18日(日) 生駒縦走大パノラマハイキング
くさか、ぬかた、なるかわ、みずのみ園地 ¥300 はしからはしまで生駒を
歩いてみよう！

サンデースクール 定期イベント

7月２日(日)

ほしだ七夕まつり

ほしだ園地 無料 ほしだにまつわる伝説を知っていますか？
知りたい人はほしだ園地に集合！大きな笹に大きな願い事を！

くろんど園地 ¥4500 (大人) ¥4000 (子ども) 定員10家族 家族や友達との
んびりキャンプはしませんか？忙しい日常を離れてゆっくり園地を散策、好
きな料理をして夜はよもやま話

10月22日(日)

どんぐりハイキング

くろんど園地 ¥300 みんなで大好きなどんぐりを集めよう！秋の自然を満
喫しながら、いろんな生き物を発見しよう！

12月3日(日)

クリスマスリース作り

ほしだ園地 ¥500 50名 毎年恒例のリース作り。様々な自然素材
を使ってオリジナルのクリスマスリースをつくります

しめ縄飾りを作ろう

ほしだ園地 ¥300 お正月には自分だけのオリジナルしめ縄を飾ろう！作り
方はパークレンジャーが丁寧にお教えします！

ちはや園地

2月4日(日)

(予約は森の工作館Tel 072‑862‑1724 まで)

自然素材の工作

まで)

4月29日(日)
パークレンジャーまつりｉｎ金剛山

時間内はいつでも受付！
むろいけ園地森の工作館 11:00〜15:00 ¥300 50名
気軽に立ち寄って、自然素材の工作を楽しみませ
んか? 随時受付で材料がなくなり次第終了です。

定期イベント

定期イベント

！

集合：ちはや星と自然のミュージアム前 ￥３００
一緒に楽しい自然遊びにチャレンジしよう！

1月21日(日) 折り葉
2月18日(日) ミニ凧上げ
3月25日(日) タケコプター

ほたるキャンプ

くろんど秘境ハイキング

パークレンジャーむろいけ班 企画

ちはや園地

7月16日(日) キャンプクッキング
8月20日(日) 笹あそび(日)
4月17日、8月21日、10月16日、1月15日
9月17日(日) 火起こし
お さ ん ぽ人形つくり
ガイド
10月15日(日)
11月19日(日) キャンプクラフト
12月17日(日) 雪の結晶・ブーメラン

6月17日(土)〜18日(日)

くろんど園地 京阪私市駅 ¥4500 (大人) ¥4000 (子ども) 定員10家族 くろん
どの水辺には、ホタルがたくさん飛び回るよ！

くろんど園地 ¥300 くろんどにはかくれた秘境が今も残っています。深い
森、苔むした大岩や石窟が・・。その昔修験者が歩いた路をたどります

パークレンジャーちはや班 企画

4月16日(日) ミニ鯉のぼり
5月21日(日)
6月18日(日) 犬つくり

5月14日(日)「この木何の木？」ハイキング
ほしだ園地 ¥300 緑鮮やかなほしだ園地の樹木に目を向けて、道沿いの木か
らたくさんの発見を探します。

12月17日(日)

らくらくセンターハウスに気軽に立ち寄って、
自然素材の工作を楽しみませんか?

申込不要
毎月第3日曜日
パークレンジャーとあそぼう！

ミズバショウハイキング

9月16日(土)〜17日(日) スローライフキャンプ

秋の森はどんな森？この時だけしか見れない宝物を

(予約はちはや星と自然のミュージアム
Tel 0721‑74‑0056

4月9日(土)

くろんど園地 ¥300 くろんど園地の湿地帯は隠れたミズバショウのポイント
！ツツジも見頃です。

くろんど園地 ¥4000 定員40名 例年大人気のこどもキャンプ！自然や冒険が
テーマのプログラムでおもいっきり楽しもう！

紅葉ハイキング

主に毎月第１日曜日

くろんど園地 ほしだ園地

8月5日(土)〜6日(日) こどもたちだけのキャンプ

10月29日(日) ジュニアグリーンドクターになろう

11月23日(日)

パークレンジャー北部班 企画

箕面ビジターセンター 花の文化園
5月21日(日) バードウォッチングと小枝の工作

あじさいハイキング

ぬかた園地 ¥300 ぬかた園地が一番輝く時です！２０００株のあじさいが
あなたを待っています。

7月2日(日)

パークレンジャーは4つの班(北部班、むろいけ班、
中部班、ちはや班)毎に、自分の園地の企画をして
活動しています。

むろいけ園地森の工作館 13:00〜 親子DE自然観察
は1時間半程度 無料 、親子DE工作は2時間程度 ¥300
各15名 むろいけ園地の自然は、楽しさいっぱい
！不思議いっぱい！親子で一緒に森を歩いたり、工
作してみよう。身近な自然が素敵に変身するよ。
親子DE自然観察

むろいけにもお花畑あります！

親子DE自然観察

森の中でゲーム!

『見て・匂って・触って』体を使って自然を感じよう。
親子DE自然観察

6月11日(日)

森の調査隊！！

「体操人形」

親子DE工作

9月10日（日） 作っちゃおう！世界にひとつの贈り
敬老の日、大好きなおじいちゃん・おばあちゃんへ
親子DE観察＆工作

10月8日(日) どんぐりハイキングＩＮむろいけ園地
お楽しみポイントをめぐってハイキング。どんぐり工作コーナーも
あるよ！
親子DE工作

11月12日（日）

秋のネイチャークラフト

12月9日(土)、10日(日)

X 'masリース作り

¥500 どんなリースにしようかな？私だけのクリスマスリース
親子DE自然観察

1月14日（日） 落ち葉で遊ぼう！
親子DE自然観察

親子DE工作

ゆらゆら、小枝でモビール作り

小枝を使ってモビールを作ります。うまくバランスとれるかな？
親子DE工作

8月13日(日)

8月20日（日）

体操が上手だよ。体操人形を作ります。

落ち葉は何色？どんな音？何して遊ぶ？

虫めがねでさぐってみよう６月の森。

7月9日（日）

「カブト虫」

クズの蔓でカゴ作り、カキの葉人形などなど、自然のもの
で作ります。
親子DE工作

春のお花を探しに行こう

5月14日(日）

7月17日（日）

森の小枝で作ってみよう。カブト虫を作ります。

春、秋実施の森の工作館イベント開催時にもミニ工作実施予定！

毎月第2日曜日 親子DE楽しもう

4月9日(日)

緑の文化園むろいけ園地

写真立て作り

〜夏の思い出を飾りませんか〜「森の素材で作った写真立て」

2月11日(日) 初めてのバードウォッチング
初心者向けのバードウォッチングです。冬のむろいけにやってく
る鳥たちに会いにいきましょう。
親子DE工作

3月11日（日） 人気ＮＯ．１工作「森の音楽隊
小枝を使って、かわいい人形の「森の音楽隊」を作りましょう。

事情により変更することがございますので、必ず事前にお問合せ下さい。お申し込
みは詳細の決定後、実施日の2ヶ月前からです。プログラムの適切な運営と安全管
理のため、参加者全員の氏名/性別/年齢/住所/電話番号等をご連絡下さい。料金に
〒541‑0054 大阪市中央区南本町2‑1‑8 Fax 06‑6266‑8918
E‑mail ryokka@osaka‑midori.jp
は材料費・保険料等を含みます。府民の森の広報やホームページに写真が掲載しな
Tel 06‑6266‑1038(月〜金 9:00〜17:00) http://www.osaka‑midori.jp/mori/ いよう希望される方は参加時にお申し出下さい。

お申し込み
お問合せは

(財)大阪府みどり公社 緑化部

