
験などなど、験なケットフラワー
深まる千里南公園に、みんなの“公園でやってみたいこと”がぎゅぎゅっとみたいこと”がぎ園に、みんなの“秋の深

大集合！ すいたの “公園 ”からひろがる、『つかう』文化の祭典！ 家族や友かう』文化の祭典の “公園 ”からひ大集
だち、おひとりさまも。 文化の日だョ！ 千里南公園に、全員集合～！！南公園に、全員集さまも。 文化の日だ

イラストレーター鈴木裕之さんの
どうぶつ似顔絵缶バッジ屋さん

 当日
先着順

高～い木にトライ！
ツリークライミング

ロープと専用の安全装置を使って、専用の安全装置を
見上げるような高見上げるような高～い木にトラ

てみよう！ KIDSイして
はもちろん、大人には
もおすすめです！

対　対　象…

参加費…
…定　員…

間…時　間

生以上小学生以
学生は保護者同伴）（小学生

,500円1,5
各回 15名
① 10：30～11：1：30
② 12：30～1～13：30
③ 14：30～0～15：30

本格アウトドア体験！
KAMADOでアウトドアクッキング！

※「空気で設営する新型テントの体験」　も
　同時開催（予約なし随時受付）！
　 OGOS SHOP 大協力：LOG

人気アウトドアブランド「LOGOS」トドアブランド「L
の万能グリル「KAMADO」を実際にグリル「KAMADO
つかって、手のひらサイズのミニピザって、手のひらサイ
を焼を焼いてみよう！

対　対　象…

参加費…

員…員
間…

以上小学生以
学生は保護者同伴）（小学生

無料 無料 ※LOGOSアプリののダウン
ロードとLOGOS SHOP OP 大阪店のロ
フォローをお願いしまします

各回 20名
① 12：00～～13：00
② 14：000～15：00

対　象…

参加費…
定　員……
時　間間…

小学生以生以上
（小学小学生は保護者同

3,03,000円
各回 5名

～12：① 11：00～
0～14：00　② 12：30

：00～15：30③ 14：0

※「連射ゴム鉄砲作り」と「ミニカー作り」　
　 のワークショップも同時開催！
　（予約なし随時受付）

を使って、本格 DIYにYにチャレン電動工具を使
う！ 日曜大工はじめてめての方にも親ジしよう！

が徹底指導してくれますます！方が徹

対　象…

参加費…費…
定　員員…
時　時　間…

小学生以生以上
（小学生は保護者同伴）学生は保護者同伴）
☆お疲れの大人の方に☆お疲れの大人の方に
　おすすめです！

500円
名各回 10名
30～12：00① 10：30

3：00～14：30② 13：

園の緑に包まれて、深深呼吸して公園の
みませんか？ セラピスストがあなたをみ
リラックス状態へと誘います。測定と誘います。測定
器を用いて、リラックス度を数値でラックス度を数値で
実感できますす！

要事前
予約

要事前
予約

※事前予約が必要なワークショップは
　 10/ 3 （木）より、
  裏面の電話番号、もしくは千里センターへ
　直接お申し込み下さい。

はなみどワークショップ＆アクティビティ
公園をもっと楽しもう！

市民講習会＆すいたのみどりの
活動団体によるワークショップ

すいたの花とみどりの活動を紹介します！

すいた公園『つかう』
情報ブース

すいたの公園をもっとたのしく、もっとすてきに

吹田市内の公園で、現在『つかう』活動中の吹田市内の公園 つかう』活動中
団体紹介や活動を体験できるコーナーです！体紹介や活動 コーナーです！

公園『つかう』情報コーナー園『つかう』情
これから市内の公園で開催されるイベント情報や、
現在進行中の『つかう』活動をご紹介。

関西大学住環境デザイン研究室住環境デザイン研
オソトdeサンパ社会実験

有）ラシンバン製作（有 製作所
千里南公園謎解きゲーム

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

植物

Grereen note.. .（（箕面）箕

花苗、園芸雑貨

㈱陽春園園植物場（ 庫）兵庫）

花苗、植木

オマメプランツンツ（京都）
サボテン、多肉植物等

anno caféSan （吹田）

フェイクグリーンアレンジ

マ舎 ミズタマ （豊中）

暮らしの器と雑貨販売

née yoshida 装店née yoshida 装 （朝日町）

衣料品・服飾雑貨

Ken＆n＆Clock（ 田）吹田）

ナチュラルリース、インテリア雑貨

Before DaDark（宝塚）
レザークラフト、オリジナルイラスト雑貨

雑貨・クラフト

あほや（（千千里山）
たこ焼き

インドレストラン パリワールラン パリワール（江坂）
インドカレー、ナン、チキンティッカ、マンゴージュース

北摂ポテト北摂 （吹田）

マッシュポテト料理、フライドポテト

OnishisantokoOnishisantok （関大前）
お弁当、お惣菜、スープ、焼菓子

餃子と中華キッチン手包み餃子 ひひげ（豊中）
餃子

フード

ラスグランプラス（大阪）
カフェ、パンケーキ

EZYZY CAFE（ ）京都）

カフェ、ホットドック、ビール、ワイン

Rice hugug（吹田）
コーヒー、おにぎり

キッチンカー

大阪在住のイラストレーター鈴木裕之さんが、あトレーター鈴木裕之
なたを動物に見立てて似顔絵を描いて、その場見立てて似顔絵を描
で世界に一つだけの缶バッジにしてくれます！つだけの缶バッジにし

対対　象…
参加費…

…定　員…
間…時　間

なたでもどなた
,500円1,5
先着順
10：00～15：3030

※ひとつのバッチに描ける人物は基本一名まで。
　複数人になる場合は参加費×人数分になります。

鈴木裕之… 大阪生1980年大阪
まれ、大阪在住。イラストレーまれ、大阪在住。イラス

やWEB、音楽ターとして、雑誌やW
。関係で活動中。

w.suzuuqui.comhttp://www.

すいたのみどりの活動団体

江坂フラワーリーダーSP22江 リーダーSP22
ハーブを使った小物・メンバーが育てた苗販売

法人すいた環境学習協会/すいたエコクラフトクラブNPO法人 習協会/すいたエコ ブ
自然素材工作、バンブーアート体験・販売

すいた環境学習協会 /みどり組NPO法人すい 協会 /みどり組
千里南公園内を巡ります！

毎月第 4土曜日恒例の樹木ガイドを「どんぐり」の木スペシャ土曜日恒例の樹木 り」の木スペシャ
ルでお送りします！ どんぐりの試食やクイズもやっします！ どんぐりの やってるよ！
（どんぐり試食は無くなり次第終了）は無くなり次第終了
集合場所…本部横集横集合

対　象…対　
費…参加費
…定　員…

時　間…

どなたでも、どんぐりに詳しくなりたい方！、どんぐりに詳しく
無料
各回10名
① 10：30～12：00　 ② 13：00～14：30① 0　 ② 13：00～1

「すいたの樹木ガイド★どんぐりSPECIAL！」

町家古本はんのき町家古本はんのき（京都）
古書

居留守文守文庫（大阪）
古書

1003（神戸）
古書・新刊

森のブックマーケット

ーマンキッチンマーファーマ ーケット（山田）
こだわりの野菜、果物、食品

スプラウト（（箕面）箕

こだわりの野菜、果物、食品

よつ葉のお店ぷくぷくショップつ葉のお店ぷくぷ （吹田吹田）

よつ葉の野菜、クッキー、瓶缶詰食品

野菜＆こだわり食品

パン＆スイーツ

養天然酵母パン楽童自家培養天 楽童（豊津）
天然酵母・国産小麦を使用したパン

笑菓（千里山里山）
クッキー、焼菓子

CAFE and BAKEKE BeBe（吹田）
焼菓子

天然酵母・国産小麦を使用したパン
社会福祉法人さつき福祉会社会福祉法人さつき福
ぐーちょきぱん屋さんーちょきぱん屋さ （内本町）

コーヒーショップ

COLINA COFFEECO E（片山坂）
ドリップコーヒー、自家焙煎珈琲豆

焙煎珈琲バビルサ自家焙 ルサ（千里山）
ドリップコーヒー、自家焙煎珈琲豆、紅茶

裏面会場マップ上の★マーク1～4 番までの地点でクイ会場マップ上の★ 番までの地点で
ズをさがして、全問答えを記入したら、本部へGO！「おして、全問答えを 本部へGO！「お
もしろ消しゴム」をGETしよう！ 全問正解できム」をGETしよう できるかな？！

A・B・Cの中から答えをえらんで記入してね！※A・ えをえらんで記入し

花と緑のフェア会場をめぐって、クイズを探そう！ 

  「 はなみど千里南公園クイズラリー」

1
問題

こたえ

2
問題

こたえ

3
問題

こたえ

4
問題

こたえ

2019年11月3日019年11月3 （日・祝））
10：00－ 16：0010：00－ 1

日程

吹田市津雲台１丁目３３番大阪府吹

急「南千里駅」下車、阪急「
または阪急バス「南千里」下車徒歩約5分千里」下車徒歩約5分また

※少雨決行・行・荒天中止南公園＠千里南公場所所

 当日
先着順

※各回開始15分前より、
「本部」にて
チケット販売開始

 当日
先着順

※各回開始15分前より、
「本部」にて
チケット販売開始

 大好評！ 
 「 土ほかしコーナー 」 ※空になった鉢・プランターはお持ちかえりください。

協力：株式会社三野商店：株式会社三野商店

回収料…一回100円 ※一回20L程度一回100円 ※一回今年もやってまいりました！使用済み園芸用土の回収をします！ 枯の回収をします！ 枯てまいりました！使
らしてしまった植物の土…、育て終わったプランターの土…捨てらプランターの土…捨しまった植物の土…、
れなくてお困りの方！ スッキリするチャンスンスです！！くてお困りの方！ ス

  「くさっぱらステージ」
オケストラ］による、［アキビンオオケ

い、シュールでアートなな素朴で優しい、
たのしみください。演奏をおたの

演奏時間……
① 12：000～12：30
② 14：00～14：304：00～14：30

アキビンオオケストラ…江崎將史主宰の空き瓶吹奏集団。2004年き瓶吹奏集団。2004年
空き瓶のラベルははがす。水を入れて音階は作らない。水を入れて音階は作らな11月24日結成。空

中6名から11名ほど集まると活動可能となる。予め決めらと活動可能となる。予め所属メンバー中
」を遂行。れた「動き」を

  イベントアンケート 日、アンケートにお答えいただいた方に、園芸ボランティア「はなみどサポーター」のみなさんが育てた苗をみなさんが育てたンティア「はなみどお答えいただいた方当日
プレゼント！プ ※アンケート用紙は本部にございます。ご記入後本部にお持ちください。

 吹田市公園みどり室ブース 
 「緑の募金で苔玉つくりたいけん！」

市内の緑をまもってる☆吹田市土木部公園みどり室による、部公園みどり室に内の緑をまもって
コケ玉つくり体験コーナー。コケ玉つくり体験

定　員員…
時　間…

名先着 100名
00～15：30① 10：00

と苗がなくなり次第終了）了）（コケと苗当日、300円以上緑の募金にご協力いただいた方にご参加いただけます♪

 当日
先着順

観覧無
料！

参加費
  無料！

ーマーケット、マルシェ、アウトドア、アート・クラフ 験クラフト体験ルシェ、アウトワーマ

さいい。

30

 パ

イラストレーション ＝鈴木裕之ーション ＝鈴木裕之

花セラピー大ー大阪 花セラピー体験 ※生花

江坂お花を楽しむ江坂 む会
器も選んで！わたし好みの秋色アレンジ　※アーティフィシャル

ーサークル　フルフラワー フルリール
アーティフィシャルフラワーのミニブーケ

フラワーサークル　花＊時間フラワーサー 時間
ハーバリウムペン・ハーバリウム

キラ☆☆サークル
ナチュラル素材で作るクリスマスリース・フラワー BOX

栽協会吹田支部日本盆栽 部
盆栽展示・販売、剪定・整姿など手入れの実演

日本ベゴニア協会関西支部日本ベゴニア協 部
テラリウム体験・挿し木体験・苗販売

千津子おし花し花教室 おし花ボールペン・押し花の小さな額

ボタニカルアートKATSURAボ ートKATSURA ボタニカルアート体験・販売

趣味の水墨画会趣味 会 金封・お正月用祝箸・額入りはがき販売

22写楽22 ミニ写真展・お好きな写真プレゼント！

花育人花 自分でお花を選べるミニフラワーアレンジメント ※生花

市民講習会ブース  ※当日先着順

素焼鉢をリメイク☆
多肉植物の寄せ植え

素焼鉢をステンシルしてリメイクしようう！ オリ素焼鉢をステンシル
完成したら、かわいいいいミニ多肉ジナルの鉢が完

ゅぎゅっと寄せ植えしてしてみよう！ちゃんをぎゅぎ

象…対　象
参加費…参加
定　員…定
時　間…

小学生以上（小学生は保護者同伴）小学生は保護者同伴

1,000円
各回先着着10名
① 10：0：00～11：000
② 1② 11：00～12：000　
③ 14：00～15：00③ 14：00～15：000

16：④ 15：00～16 00

選んで植えよう！
 寄せ植えバイキング

電動工具を使って！
ミニイスつくりワークショップ

いつもの公園で、極上のリラックスを！
公園セラピー 要事前

予約

要事前
予約

選んで、その場です
こもう！ プロのガーデンデザイナーからロのガーデンデザイ
植え方のコツやカラーコーディネートのコツやカラーコーデ
アドバイスを受けられます。イスを受けられます

対　象…象…
参加加費…
定定　員…
時　間…

小学生以上（小学生は保護者同伴（小 者同伴）

1,000円
先着20名各回先着
10：00～11：30①10 30　

② 12：00～13：000② 0
③ 13：30～15：0000③

伴）同伴）

：30　
：00　

んのさんんの
え

テントの体験」　もも
時受付）！
大阪店

定　
時　


