
【植物】 【製菓・パン】

【野菜・果物】

【書籍】

Green note...( 箕面：人気園芸ショップ ! 花苗や園芸雑貨など )
㈱陽春園植物場＆そら植物園（兵庫：人気植物店がコラボで出店！ )
オマメプランツ（京都：大人気！多肉塊根植物などの専門店 )
福春造園（吹田：地元吹田のこだわり庭師さん！ )
フロンティアガーデンNOBU（豊中：アンティーク園芸雑貨など )

ファーマンキッチンマーケット ( 山田：こだわり野菜や食品） 
スプラウト ( 箕面：こだわり野菜や食品） 
よしだフルーツファーム ( 大阪：コンフィチュール・季節の果物など ) 

grand place ( 大阪：カフェ・パンケーキ ) 
CAFE FROG ( 滋賀：カフェ・ホットドック） 

【キッチンカー】

自家培養天然酵母パン楽童 ( 豊津：天然酵母パン )
ぐーちょきぱん屋さん ( 内本町：天然酵母パン )
能勢びより ( 能勢町：能勢栗の加工食品 )
笑菓 ( 千里山：アイシングクッキー・焼菓子 )
cafe and bake BeBe( 吹田：焼菓子 )
あんことおはぎの店くりこ ( 千里山：おはぎ )

【クラフト】
Ken＆Clock( 山田：ナチュラルリース・雑貨） 
ダルマワークス ( 川西：一癖あるレザークラフト） 
【暮らしの器】
ミズタマ舎 ( 豊中：陶器・ガラス・木の雑貨） 
土の子陶房 ( 大阪：陶製雑貨・はにわ等） 

町家古本はんのき ( 京都：古本販売） 
ホホホ座浄土寺店 ( 京都：本・CD・雑貨販売） 

【珈琲】
COLINA  COFFEE ( 片山坂：スペシャルティコーヒー専門店 )
自家焙煎珈琲バビルサ ( 千里山：自家焙煎コーヒー・カカオ )

【テイクアウトフード】
あほや千里山店 ( 千里山：たこ焼き )
パリワール ( 江坂：インドカレー・ナン )
北摂ポテト ( 豊津：マッシュポテト＆スープ )
手包み餃子と中華キッチンひげ ( 豊中：餃子・中華惣菜 )
Volare( 江坂：グルテンフリー蕎麦パスタ )

第 95 回吹田市花とみどりのフェア「公園びらき SP ！」はなみどワークショップ＆アクティビティ

市民講習会＆みどりの活動団体による♪活動体験ワークショップ
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※画像はすべてイメージです 
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①臨時駐輪所

②臨時駐輪所

阪急「南千里駅」または阪急バス「南千里」徒歩 5分
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会場（千里南公園）へのアクセス

Tel:06-6155-1987/Fax:06-6831-5087
阪急南千里駅前　〒565-0862 吹田市津雲台 1-2-1 千里ニュータウンプラザ 1F　
開館時間10:00 ～ 18:00 毎週月曜･祝日休館　ホームページ  http://www.suitahanamido.com/

【お問合せ・ご予約】　

※少雨決行・荒天中止、ただし雨天時については一部内容を変更することがあります
※会場にお越しの際は公共交通手段をご利用ください　※ゴミはお持ち帰りください

たのしい！おいしい！がいっぱい！一日限りの公園市場★パークマーケット＆フード

開催場所
芝生円形広場&
ステージ前はらっぱ 千里南公園

開催場所が
変更になりました！
※9月 28 日時点

第95回第95回も
っ

と、「
使え
る」公

園へ！すい
たの「公園びらき」はじまるよっ

！

10：00 - 16：00

＠千里南公園

「公園びらきSP!」

主催：吹田市花とみどりの情報センター

2018年2018年 1111月 月 3日
（土ようび・しゅくじつ）（土ようび・しゅくじつ）

対　象･･･小学生以上。小学生は保護者同伴
参加費･･･1,000円
定　員･･･各回先着30名
時　間･･･①10：00～12：00
　　　　   ②13：00～15：30
                              (最終受付15:30 )

選んで植えよう♪選んで植えよう♪
Let's! 寄せ植えバイキングLet's! 寄せ植えバイキング

対　象･･･小学生以上。小学生は保護者同伴
参加費･･･1,500円
定員･･･各回15名
時　間･･･ ①10：30～11：30
　　　　   ②12：30～13：30
                            ③14：30～15：30

高～い木に上ってみよう！高～い木に上ってみよう！
ツリークライミング！ツリークライミング！

いつもの公園で、リラックス！いつもの公園で、リラックス！
公園セラピー@千里南公園公園セラピー@千里南公園

対　象･･･小学生以上。小学生は保護者同伴
☆お疲れの大人の方にオススメです！
参加費･･･500円
定　員･･･各回10名
時　間･･･ ①10：00～11：30
　　　　    ②13：00～14：30

　　　　ちっちゃなガーデナーになろう！ちっちゃなガーデナーになろう！
　　ミニ　　ミニバスケットガーデン作りバスケットガーデン作り

本格アウトドアを公園で！本格アウトドアを公園で！
アウトドアクッキング体験アウトドアクッキング体験

好きな苗を選んで、その場ですぐ植えてみよう
プロのガーデナーから植え方のコツやカラー
コーディネートのアドバイスも受けられます

２本の専用ポールを使用する、負担が軽く
運動効果の高い、フィンランド生まれの
フィットネスウォーキングを体験しよう！

公園の緑の中に身をおいて、深呼吸してみませんか？
セラピストがリラックス状態へと誘います
リラックス測定器を用いて効果を数値で実感できます♪

観葉植物や、ミニチュアをつかって
オリジナルバスケットガーデンを作成しよう！
自分だけの小さな世界を育てて楽しもう♪

ロープと専用の安全装備を使って木登り体験！
見上げるような高～い木にトライしてみよう！
KIDS はもちろん、大人にもおすすめ♪

※事前予約が必要なワークショップは10/2  ( 火 )より、下記電話番号もしくは千里センターへ直接お申し込み下さい。

対　象･･･小学生以上。小学生は保護者同伴
参加費･･･1,000円
定　員･･･各回先着20名
時　間･･･①10：00～12：00
　　　　   ②13：00～15：30
                              (最終受付15:30 )

はじめてのはじめての
ノルディックウォーキング体験ノルディックウォーキング体験

対　象･･･小学生以上。小学生は保護者同伴
参加費･･･1,000円 (ポールレンタル料込み)
☆18歳以下は500円！
定員･･･各回20名
時　間･･･①10：30～11：30
                           ②14：00～15：00

人気アウトドアブランド「LOGOS」の
本格アウトドアグッズを実際に使って
手のひらサイズのピザを作ってみよう♪

護は保護
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当日、アンケートにお答えいただいた方に
はなみどサポーター（園芸ボランティア）
が丹精こめて育てた植物（花苗・ハーブなど）
の苗をプレゼントいたします♪
※ご記入後、本部までお持ち下さい
※苗の数に限りがあります

口笛世界一！の儀間太久実さんが
ピュ～っ♪とやってくる！
世界一の音を観賞したら、
みんなで口笛を吹いてみよう♪

公園の緑の中で、アウトドア気分♪
ハンモックでの ~ んびりしたり、
ロゴスの大きなテントに入ってみたり！
公園というフィールドを楽しんじゃおう♪対　象･･･どなたでも！こどもも大人もOK！

★小さなお子様は保護者同伴でね！
参加費･･･10回300円（景品つき♪）
時　間･･･ 10：00～15：30
　　　　  （最終受付15：30）

大きな木のしたで、ねらいをさだめて！
ブローボール ( プラスチックの玉 ) を
飛ばして的に当てる、健康スポーツです♪

会場めぐって、クイズに答えよう！
いくつ正解できるかな？！
ゴール（本部）にて景品をプレゼント♪
みんなでチャレンジしてみよう♪

森の吹き矢あそび森の吹き矢あそび 公園で！？アウトドア！公園で！？アウトドア！ 森の口笛ステージ♪森の口笛ステージ♪ 森のクイズラリー森のクイズラリー イベントアンケートイベントアンケート

対　象･･･どなたでも！こどもも大人もOK！
★小さなお子様は保護者同伴でね！
★ハンモックは譲り合ってつかってね♪
体験料･･･無料

対　象･･･どなたでも♪
★儀間さんの口笛レクチャーもあるよ♪
観覧料･･･無料
演奏時間･･･①11：00～11：30
　　　　        ②14：00～14：30

対　象･･･どなたでも！こどもも大人もOK！
★小さなお子様は保護者同伴でね！
参加費･･･無料
開催時間･･･10：00～16：00

参加費･･･無料
開催時間･･･10：00～16：00

い

ご不要な使用済みの園芸用土を回収します
大掃除前に！スッキリするチャンスです！
　回収料･･･一回 100 円※20ℓ程度
　※空になった鉢はお持ち帰り下さい
    　　協力：株式会社三野商店

大人気！土ほかしコーナー！大人気！土ほかしコーナー！

■市民講習会ブース ■すいたのみどりの活動団体ブース
SELF すいたエコクラフトクラブ（バンブーアート・竹工作）
吹田市青少年活動研究会 (SS 会 ) （森のクラフトコーナー）
ＳＰ22（丹精こめて育てた花苗・ドライフラワー販売） 　

SELFみどり組
集合場所…SELFみどり組ブース前にお越し下さい
対　象･･･すいたの樹木について知りたい方！どなたでも
参加費･･･無料
時　間･･･ ①10：30～12：00  
　　　　    ②13：00～14：30
※一時間半公園内を歩きます。
動きやすい服装でお越し下さい

フラワーサークル 花＊時間（季節のハーバリウム）
フラワーサークル フルリール（フラワーコサージュ）
花セラピー大阪（花セラピー /プチ体験）
花育人（生花を使ったとっても自由なアレンジメント）
江坂お花を楽しむ会（器から手作り！おしゃれなアレンジメント）

日本盆栽協会吹田支部（盆栽展示・剪定などのお手入れ実演）
日本ベゴニア協会関西支部（ベゴニアのテラリウム栽培入門・苗販売）

※事前予約不要の活動体験コーナー♪フェア当日、各ブースまで直接お越し下さい

■すいたの樹木ガイド★どんぐりスペシャル！

写楽 22（ミニ植物写真展★お好きな写真ハガキプレゼント）

キラ・サークル（木の実いっぱいのナチュラルクラフト）     
千津子押し花教室（押し花ボールペン・ストラップ）　

【フラワーアレンジメント】

【フラワークラフト】

【園芸植物普及活動・栽培技術】

【植物・景観写真】 ※
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対　象･･･小学生以上。小学生は保護者同伴
参加費･･･無料※LOGOSアプリのダウンロードと
LOGOS SHOP 大阪店のフォローをお願いします
定　員･･･各回20名
時　間･･･①12：00～13：00
　　　　   ②14：00～15：00
協　力：LOGOS SHOP 大阪店


