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■ツリークライミング体験会 石川の大木に登ろう♪
3月30日(土) ①11時 ②13時 ③14時30分
(各回1時間ほど)
協力 ツリークライミングジャパン公認クラブ/木登り探検隊

■Family Nature Programシリーズ
・
・石川で魚とり観察会
4月21日(日) 4月27日(土)
5月4日(土)※ 5月12日(日) 6月2日(日)
各回 9：30～11：00 ※5/4のみ13：30～15：00

・ため池観察会
4月28日(日) 9：30～11:00
各イベントの詳細は下記HPのイベント案内をご覧ください
申込は、石川河川公園管理事務所まで

石川のお知らせ
4月1日(月)
より

・電動アシスト付きレンタサイクル
1時間以内
300円

料金は ①

②

2時間以内
500円

2時間～1日

③ 1000円

受付は、石川河川公園管理事務所 窓口にて

・パークゴルフ場 1日回り放題キャンペーン
通常1ラウンドにつき、平日：520円 土日祝日：620円
キャンペーン適用で実質

情

平日：1200円 土日祝日：1400円 で回り放題！
受付は、パークゴルフ場にて

取り組み紹介

報

昨年秋に富田林市内の幼稚園で「ふれあい水族館」を
行いました。園児の皆さんには石川のウナギやコイ、
カニなどの生きものに触れて、石川に棲むアユの成長の
紙芝居を聞き、石川の自然について学んでもらいました。

石川 ぐるっとかわらばん
「はる」

第13回 じないまち雛めぐり
古い町並みが多く残るじないまちの商店や民家など約１００カ所で、
春の花とともにお雛様が飾られます。また、伝統工芸品や特産品の
販売なども企画しています。

日程：3/9(土)～3/10(日)午前10時から午後4時(雨天決行)
会場：富田林寺内町かいわい
お問合せ：じないまち四季物語実行委員会事務局

「浪速大阪八百八橋」と言われた水都大阪の橋梁にスポットを当て、
土木事業の歴史的役割に関する府民の理解を深めるために、
橋梁遺産の展示を行います。

日程：3月16日(土)～5月12日(日)午前10時から午後5時まで
会場：狭山池博物館特別展示室
お問合せ：狭山池博物館

072－367－8891

さくらまつり
風土記の丘には約400本の桜の木が植樹されています。
博物館の展示室が入館料無料。南河内地域の物産品展なども開催。
詳細は http://www.chikatsu-asuka.jp

■駐車場のご案内 (営業時間：午前9時～午後5時)

■バーベキュー利用のご案内

・駐車料金(土日祝日のみ有料)

・バーベキュー広場の利用は無料です

大型車2060円

常設100台

・臨時駐車場を含めると約380台

・指定の区域内で行って下さい

日程：3月30日(土)・3月31日(日)
会場：近つ飛鳥風土記の丘・近つ飛鳥博物館

・ゴミは各自でお持ち帰り下さい

お問合せ：大阪府立近つ飛鳥博物館

・コンロの高さは55cm以上での使用をお願いします
・消炭は消火の確認後、所定の灰置場にて処分をお願いします

花しょうぶまつり

2019年3月1日発行

facebookページは

石川河川公園管理事務所

H

〒 583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷140

都市公園管理共同体
公園ポータルサイト

ＴＥＬ 072-956-1900

080-6205-4540

土木遺産展 －関西の橋梁めぐり－

利用案内
普通車620円

2019. 3. 1

うららかな風と花のかおり漂う季節をさがしに出かけませんか。

今後は他の幼稚園や小学校にも広げていく予定です。

・駐車台数

Vol.7

P https://www.toshi-kouen.jp/
いこいこ！おおさかの公園

企画・協力 「地域とつながり・成長する」協議会

検索

こちら

→

花しょうぶ園の花しょうぶが咲き誇ります。
開催期間中、鉢植え花しょうぶの展示及び草花の即売が行われます。

日程：5月下旬～6月上旬
会場：津堂城山古墳
お問合せ：藤井寺市役所 農とみどり保全課

072-939-1228

0721-93-8321

石川河川公園周辺 イベントスケジュール （ 2019 年 3 月 から 6 月 の イ ベ ン ト ）
2月中旬～3月上旬

参加費
有

一部
要申込

３/1(金)～３/3(日)

3/21(祝)

3/25(月)

梅まつり

うめまつり

春日稲荷祭

菜種御供大祭

会場｜道明寺天満宮

時間｜午前9時30から
会場｜大阪府立近つ飛鳥風土記の丘・

会場｜辛國神社

※稚児行列参加希望の場合は参加費・申込あり
（参加費5000円）

入園料
有

（梅園入園料：大人300円、中学生以下無料）
（野点：一服400円）

会場｜道明寺天満宮

大阪府立近つ飛鳥博物館

咲き誇る紅白約80種800本の梅を楽しむことが
できます。梅まつり期間中はさまざまな奉納行事や
野点等が行なわれています。

風土記の丘には約300本の梅が植樹されています。
博物館の展示室が入館料無料。
詳細はhttp://www.chikatsu-asuka.jp

一家の繁栄、商売繁昌をお祈りする祭り。
稲荷寿司が配られます。藤井寺市在住の人間国宝・
奥村旭翠さんによる琵琶演奏会も行われます。

菅原道真公のおば・覚寿尼が大宰府の道真公へ
向けて供えた飯を元に作った団子に由来。
稚児行列や骨董市が開かれます。

お問い合わせ｜道明寺天満宮
072-953-2525

お問い合わせ｜大阪府立近つ飛鳥博物館
0721-93-8321

お問い合わせ｜辛國神社
072-955-2473

お問い合わせ｜道明寺天満宮
072-953-2525

3/31(日)

4月上旬予定

4/7(日),5/12(日),6/2(日)

桜と軽トラ市ｉｎ通法寺跡

桜祭

なるほど！狭山池
狭山池歴史ウォーク 第1回～第3回

ふじまつり

時間｜午前9時30分から13時30分(小雨決行)
会場｜通法寺跡

会場｜滝谷公園

時間｜各回午前10時から
会場｜狭山池博物館 受付前集合

会場｜葛井寺

おなじみのはびきの軽トラ市。シーズン始まりの
第一弾です。地元町会による「ふるまい鍋」や
羽曳野の特産品を桜とともにお楽しみください。

滝谷公園で満開の桜を楽しむ、桜祭を実施します。
コンサートも開催予定で、夜桜も楽しめるよう、
ボンボリ約５００個が点灯します。

第1回「狭山池を彩る様々な桜を楽しむ」
第2回「どっぷり・たっぷり狭山池PART１ さやま池 語り草」
第3回「北条氏朝と龍雲寺」 ← 池守田中家文書特別公開
現地セミナーとのタイアップ

藤色や白色の藤の花が境内の藤棚で咲き誇り、
多くの人が訪れます。※開花状況については
葛井寺ホームページをご覧ください。

お問い合わせ｜羽曳野市生活環境部観光課
072-958-1111

お問い合わせ｜滝谷不動共栄会
0721-35-2474

お問い合わせ｜狭山池博物館
072－367－8891

お問い合わせ｜葛井寺
072-938-0005

4/21(日)

5/3(祝)～5/5(日)

春季企画展「寛弘寺古墳群と紺口県主
ー古墳時代の地域と王権ー（仮）」

大阪ワインフェス2019
in柏原

ポピー祭り

時間｜午前10時から午後5時 毎週月曜日休館
会場｜大阪府立近つ飛鳥博物館特別展示室

時間｜午前11時から午後4時（予定）
会場｜柏原市役所前大和川河川敷公園

会場｜サバ—ファーム

会場｜石川河川公園（A地区）

河南町に所在する寛弘寺古墳群の調査成果を中心に、
地域における古代史研究との接点を探ります。

１００年を超える老舗ワイナリーも参加！
ワインやフードを購入しその場ですぐ味わえます。

GW中の3日間に渡り、ポピー祭りを開催します。
花畑では、色とりどり約1万3千株のアイスランド
ポピーが満開。様々なイベントも実施します。

さまざまな時代の歴史衣装を纏う歴史行列、イベ
ントステージ、グルメや物販など道明寺の「ひと・
まち・歴史」に触れる楽しいイベントです。

お問い合わせ｜大阪府立近つ飛鳥博物館
0721-93-8321

お問い合わせ｜カタシモワイナリー
072-971-6334

お問い合わせ｜サバ—ファーム
0721-35-3500

お問い合わせ｜道明寺まちづくり協議会
070-5502-2007

4/20(土)～6/16(日)

5/18(土)

入館料
有

定員
有

５/19(日)

⑬

定員
要申込
有

入園料
有

4月中旬～5月上旬

5/4(土)

⑫

道明寺歴史まつり

5/21(火)～6/30(日)

12/31(火)まで

特別公開「幻の狭山池 池浚え
ー狭山藩とらぬ狸の皮算用ー」

ダイヤモンドトレール
縦走石板めぐり・地域めぐり・山頂めぐり

時間｜午後1時30分から3時頃(開場午後1時)
会場｜狭山池博物館2階ホール

時間｜午前9時30分から13時30分(小雨決行)
会場｜野公民館

時間｜午前10時から午後5時
会場｜狭山池博物館特別展示室

会場｜ダイヤモンドトレール及びその周辺

フルート＆アイリッシュハープによる演奏
出演：ツインズ・ホーフダーメ
田中ゆう子（フルート）、仲西洋子（アイリッシュハープ）

羽曳野市の特産品や飲食物を積んだ軽トラ市を開催
します。ステージでは、地元中学吹奏楽部の演奏、
ダンスや吉本芸人のお笑いライブも！

池守田中家文書には狭山池の管理運営に関わる古
文書が約3000点。今回は特に狭山藩による幻の
池浚えに関する文書・絵図を中心に展示します。

１７の石板を踏破する縦走石板めぐり、おすすめ
コースを踏破する地域めぐり、山頂まで登り周辺
市町村でお買い物等をする山頂めぐりの３種類。

お問い合わせ｜狭山池博物館
072－367－8891

お問い合わせ｜羽曳野市生活環境部観光課
072-958-1111

お問い合わせ｜狭山池博物館
072-367-8891

お問い合わせ｜大阪府南河内農と緑の総合事務所
0721-25-1131

地域の活性化に寄与することを目的として立ち上がった協議会です。石川河川公園を核として、地域の歴史、
文化、産業などの地域資源やイベントを活用した取り組みを進めていきたいと考えています。

←

要申込

軽トラ市ｉｎ野・丹比地区

「地域とつながり・成長する」協議会は、石川河川流域の四市一町にまたがる公共団体などの協働により、

狭山池

狭山池周辺

フレッシュコンサート2019
フレッシュコンサート
2019
ツインズ・ホーフダーメコンサート

「地域とつながり・
成長する」協議会
概要

エリアマップ

大阪狭山市

南
海
高
野
線
310

202

金剛

大阪府立大学、大阪芸術大学、大阪府立近つ飛鳥博物館、羽曳野市、羽曳野市観光協会、羽曳野市商工会、富田林市、富田林観光協会、富田林商工会、

構成団体

藤井寺市、藤井寺市観光協会、藤井寺市商工会、柏原市、柏原市商工会、大阪南農業協同組合、南河内ほわっと流域ネットワーク、
大阪府南河内農と緑の総合事務所、大阪府富田林土木事務所、都市公園石川河川公園管理共同体

