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★どんぐり工作   無料、受付は当日現地   ★おもしろ自転車       無料、受付は当日現地 
    ボーイスカウトきたおおさか                                     寝屋川公園管理事務所  

★きこり体験と樹名板つくり      ★ジャグリング 
        無料、受付は当日現地                                       無料、ステージカー 

            寝屋川公園・自然の会                      交野高校・ジャグリング部 

★竹のおもちゃ遊び          ★コーラス 
無料、受付は当日現地                                       無料、ステージカー 

    寝屋・竹輪会                                                   ポコ・ア・ポコ 

★伝承のおもちゃ作り         ★ネクスチェンジャー  無料、ステージカー                     
                 無料、受付は当日現地                              かっこいいヒーローショー！ 

                                SA 連絡協議会                                        ヒーロー候補生 ネクスチェンジャー 

★押し花の小物作り  無料、受付は当日現地   ★ポニー乗馬体験   １周（１回）５００円 
アンケートに答えて花苗ゲット！！                 対象年齢１歳から小学校３年生位まで 

                                花壇ボランティア・はなかずき                            （一財）服部緑地振興協会 

★陶器製品販売・缶バッチ体験コーナー   ★AED 使用方法と人命救助体験コーナー 
寝屋川支援学校の生徒さんや先生方による陶器製品の販売や                            無料、受付は当日現地 
農作物・園芸品の販売、缶バッチ作りも体験できます。                      医療法人長尾会 ねや川サナトリウム            

            寝屋川支援学校・中等部 高等部                       

★防災啓発ブース           ★歩き方に合ったエクササイズを分析！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
防災公園である寝屋川公園をパネルで紹介！                                      無料、受付は当日現地 

            大阪府枚方土木事務所                 （一社）トレーナーズネットワーク大阪 

★ファミリースポーツ広場       ★赤ちゃんの駅 
さまざまなニュースポーツに挑戦！ 無料、受付は当日現地            おむつ交換台と授乳クッション完備！   

            大阪国際大学                      寝屋川市子育て支援課 

★チップ堆肥の無料配布         ★スロージョギング体験会（10:30～11:30） 
                         数量限定、無くなり次第終了                          定員 30 名・無料・10/3(火)～受付開始 

●持帰り袋はこちらで用意したものに限らせていただきます。    

              寝屋川公園管理事務所                   （一社）公園からの健康づくりネット 

★ミズノかけっこ教室       ★ガーデナーズショップオープン  
 ミズノの短距離講師によるかけっこ教室            京阪園芸直売のガーデニングショップが OPEN！   

 小学生対象  参加費 ５００円 定員 ２５名 10/3(火)より受付開始      厳選された苗木や球根を格安で手に入れるチャンスです!!      
                  ミズノ㈱                         京阪園芸㈱ 

  

★飲食コーナー                      ★ミズノテニスクリニック 

  疲れたらちょっと一息（＾ｕ＾）  （有料）    当公園ミズノテニススクールコーチによる丁寧な指導!!   

やあまん           ★参加記念品プレゼント！ 参加費 1,000 円 定員 １０名 10/3(火)より受付開始 

初級 9:00～10:30 経験者 11:00～12:30 

★多肉植物の寄せ植えセミナー  

朝日カルチャー講師・酒井千晶氏による多肉植物を   ★ロコモ度を測定しよう！ 

使ったミニ寄せ植え X’マス Vr.です。              将来、寝たきりになる可能性を判定する目安をチェック！   

    参加費 1,500 円 定員 ３０名 10/3(火)より受付開始                                                     (一財)大阪府結核予防会大阪病院 

                   京阪園芸㈱                                                 

メイン会場 ＜陸上競技場 ＞ 

テニスクリニック 
ミズノ㈱テニス教室 

初級    9:00～10:30 

経験者 11:00～12:30 

 定員各１０名/１０００円 

 参加記念品プレゼント 

堆肥 
10:00～15:00 

寝屋川公園管理事務所  

ガーデナーズ 

  ショップ 

10:00～15:00 

京阪園芸株式会社 

赤ちゃんの 

   駅 

10:00～15:00 

寝屋川市子育て支援課 

ファミリー 

スポーツ広場 

 

 
10:00～15:00 

大阪国際大学 

・10:00～11:30 

・13:00～13:50 

・14:20～15:00 

の計３回実施 

 

10:00～15:00 

(一財)服部緑地振興協会 

ポニー 

 乗馬体験 
（有料） 

飲 食 ブ ー ス（有料） 
10:00～15:00 

やあまん 
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●ロコモ度を測定しよう！ 
(一財)大阪府結核予防会大阪病院 

   13:00～15:00 

 無料/受付順にて実施 

管理事務所１階 会議室 

 
●多肉植物の寄せ植えセミナー 

阪神造園建設業協同組合 

        京阪園芸㈱ 

 13:30～15:00 

 定員 3０名/1,500 円 

管理事務所２階 会議室 

 

オープニングセレモニー 
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ー
ジ
カ
ー 

公
園
管
理
事
務
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14:00～14:30 

大阪府立交野高校 

10:30～10:50 

13:00～13:20 

11:00～11:30 

ポコ・ア・ポコ 

10:00～10:20 

寝屋川市立第四中学校 

出入口 出入口 

◎AM/かけっこ教室（有料） 
     10：30～11：30  ミズノ㈱ 

◎PM/おもしろ自転車 
     12：00～15：00  寝屋川公園管理事務所 

伝承のおもちゃ作り 

歩き方とエクササイズ 

 防 災 啓 発ブース 

 
AED の使い方と人命救助 

10：00～12：00 

缶バッチ体験／農作物等販売 

陶器製品販売コーナー 

10：00～12：00 

きこり体験と樹名板作り 

竹のおもちゃ作り 

押し花の小物作り 

どんぐり工作 

10：00～12：00 

スロージョギング体験会 

コーラス 

ヒーローステージ 

ネクスチェンジャー 

ジャグリング 

主催：●寝屋川公園指定管理グループ（構成：（一財）大阪府公園協会、ミズノ株式会社、京阪園芸株式会社） 

協力：●寝屋川公園はなかずき  ●寝屋・竹輪会 ●寝屋川公園・自然の会  ●（一社）公園からの健康づくりネット ●SA 連絡協議会 ●やあまん 

●交野高校ジャグリング部    ●大阪府立寝屋川支援学校(中等部・高等部)  ●寝屋川市立第四中学校吹奏楽部  ●ポコ・ア・ポコ 

●大阪国際大学    ●(一財)服部緑地振興協会  ●（一財）大阪府結核予防会大阪病院   ●医療法人長尾会ねや川サナトリウム ●寝屋川市 

●（一社）トレーナーズネットワーク大阪 ●ボーイスカウトきたおおさか地区 ●ネクスチェンジャー ●大阪府枚方土木事務所   子育て支援課 

 

◎どのイベントも先着順で、定員かつ材料が無くなり次第、終了とさせていただきます。 

 雨天時は、少雨なら決行いたしますが、吹奏楽部による演奏など、開催できないイベントもございます。 

 詳細は必ず、公園管理事務所(電話 072-824-8800)まで、お問合せください。 

テニスクリニック 
ミズノ㈱テニス教室 

初級    9:00～10:30 

経験者 11:00～12:30 

 定員各１０名/1,000 円 

 参加記念品プレゼント 

寝屋川公園指定管理グループ 

寝屋川公園管理事務所 
〒572－0854 

寝屋川市寝屋川公園 1707 

TEL 072-824-8800（総合） 

   072-824-1685（施設） 

 

HP: 
http://neyagawa.osaka-park.or.jp 
 

AEDの設置場所は公園管理事務所、クラブハウス。 

 

※お問合せ時間は９時～１７時です。 

 

公園にある材料を使って、オリジナルの 

クリスマス飾りを作りましょう！ 

事前申込み必要 参加費：５00 円 

        定 員： ２５名 

        会 場：管理事務所会議室 

2017 年 大阪産業大学 公園・地域・人 AL プログラム 

 

 

 

 

 

 

大阪産業大学の学生と一緒に多肉植物の寄

せ植えを実施し多肉植物に関するミニレク

チャーを受けて頂きます。 

 

 

 

 

大阪産業大学の学生と一緒に苔玉を制作し 

苔玉に関するミニレクチャーを受けて頂き

ます。 

自然と地域と人の繋がりを視座と 

して学生の人間力を培う教育プログラム

の開発事業－AL(アクティブラーニング)

の教授法から評価までー 

両イベント共 
 参加費：無料（P 有料） 定員：20 人（先着順） 

 場所：管理事務所会議室 持ち物：筆記用具 
  ※汚れてもいい服でご参加ください。【雨天決行】 

10:00～15:00 

 

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

