
Autumn～Winter 2021

大阪府民の森 イベント案内大阪府民の森 イベント案内

府民の森パークレンジャー府民の森パークレンジャー

 山へ行こう　森で遊ぼう　自然とつながろう！ 山へ行こう　森で遊ぼう　自然とつながろう！

皆さんと自然をつなぐのは、府民の森パークレンジャー（ＮＰＯ法人日本パークレンジャー

協会に所属するボランティア）です。私たちは人々に自然の大切さを伝えるために、普段何

気なく見過ごしている四季折々の自然やその魅力、素晴らしさを紹介するいろいろな催しを

実施しています。

府民の森では、自然に親しみ、楽しみながら自然の大切さを学ぶ、
四季折々の様々なプログラムを展開しています。

不思議がいっぱいの森の中に、一緒に出かけて見ませんか。

府民の森では、自然に親しみ、楽しみながら自然の大切さを学ぶ、
四季折々の様々なプログラムを展開しています。

不思議がいっぱいの森の中に、一緒に出かけて見ませんか。

主催：一般財団法人大阪府みどり公社・NPO法人日本パークレンジャー協会　　　後援：大阪府



初登り＆豚汁
冬の景色を楽しみながら大阪の最高峰に登り、
暖かい豚汁とかまどご飯で温まろう。
■集合 : 9:45 金剛山登山口バス停前
■解散 : 15:00 頃   ちはや園地キャンプ場
■参加費：1,000 円／人 
■定員：30 人　※距離 6 ㌔　一般向け        

１月５日（日）10：00～15：00 ちはや園地 要予約

府民の森（2021秋・冬）  イベント案内府民の森（2021秋・冬）  イベント案内

府民の森では、自然に親しみ、楽しみ

ながら自然の大切さを学ぶ、四季折々

の様々なプログラムを展開しています。

不思議がいっぱいの森の中に、一緒に

出かけて見ませんか。

府民の森では、自然に親しみ、楽しみ

ながら自然の大切さを学ぶ、四季折々

の様々なプログラムを展開しています。

不思議がいっぱいの森の中に、一緒に

出かけて見ませんか。

※返信にお時間をいただく場合がございます。
  予めご了承ください。

■http://japan-parkranger.com/

イベントに関するお問合せは、下記ホームページの
お問合せフォームからご連絡ください。

◆小学生以下のお子様は保護者同伴でご参加下さい。
◆各園地までのアクセス等はホームページをご参照
　下さい。

■http://japan-parkranger.com/event/

要予約のイベントに関しては、下記ホームページの
各イベントの申込フォームよりお申込みください。

※原則１か月前から受付を開始します。

NPO法人日本パークレンジャー協会
   　　info@japan-parkranger.com

お
問
い
合
せ

森からの贈り物の自然素材を活かした、
面白いクラフトづくりに挑戦！
さぁ～、何ができるかな～？
■開始 : 10:00 ～  わんぱく広場にて随時受付
■参加費：500 円／人 
■定員：50 人  ※材料がなくなり次第終了           

10月27日（日）10：00～15：00

むろいけ園地からほしだ園地まで歩こう会

森のめぐみでクラフト

秋の里山で自然の楽しみ探しませんか？
■集合 : 9:00 四條畷神社入口
■解散 : 16:00　
■参加費：500 円／人 　※雨天中止
■定員：30人　■対象 : 中学生以上
※約13ｋｍ所要時間6.5時間　健脚向け         

11月10日（日）９：00～16：00　　　むろいけ園地

ほしだ園地

Ｘ’ｍａｓリース   
森の恵みであなただけの X'mas リース
飾りをつくります。
■10:00 ～ らくらくセンターにて随時受付　
■参加費：1,000 円／人
■定員：50人※材料がなくなり次第終了
※イベントは室内

11月24日（日）10：00～15：00 現地受付 現地受付

現地受付

現地受付

現地受付

現地受付

なるかわ園地

クリスマス・リースつくり
ブドウの蔓と小枝や木の実などを使い、
あなただけの素晴らしいクリスマスリー
スを作りましょう。 
■開始 : 10:00 ～  わんぱく広場にて随時受付
■参加費：1,000 円／人 
■定員：100人  ※材料がなくなり次第終了  

12月８日（日）10：00～15：00 ほしだ園地要予約

おもしろウォーク
～自然を大いに楽しもう～五感で自然体験や
クイズに挑戦する楽しい森林ウオークです。
■受付 : 10:00 森の宝島わいわい広場
■解散 : むろいけ園地内
■参加費：500 円／人
■定員：50人 ※ファミリー向、雨天中止

３月22日（日）10：00～15：00 むろいけ園地

巨石をめぐる冒険ハイキング
「くろんど園地」及び交野山周辺の巨石を巡っ

て自然のちからの不思議さを体験してみよう。
■集合：9:00  京阪  私市駅
■解散：15:00頃 倉治公園※行程 約 10km
                     （最寄駅は、ＪＲ津田駅又は河内磐船駅）
■参加費：600 円／人■定員：30 人　
　

３月29日（日）９：00～15：00 くろんど園地 要予約

門松つくり  
歳神様をお迎えする準備を自然の素材で
つくります。良き風習を手作りで学んで
いただきます。
■10:00 ～ らくらくセンターにて随時受付　
■参加費：1,000 円／人
■定員：20人※材料がなくなり次第終了

12月22日（日）10：00～15：00 現地受付

現地受付

なるかわ園地

Green Gift地球元気プログラム・大阪府みどり公社協力イベント

身近な森を遊びつくそう! 第３弾
ブッシュクラフトに挑戦！自然の素材で
食器を作ってカレーを食べよう！
■集合 :10:00 くろんど園地 第２キャンプ場
■参加費：無料
■定員：約30人（小学生を含む家族）

６月15日（土）10：00～15：30 くろんど園地 要予約

Green Gift地球元気プログラムとは東京海上日動保険㈱が
国内の環境ＮＰＯと協力して実施する環境保護活動です。

冒険登山
古くから修行の北方の宿（生駒山系）の
奥深さを感じることができる登山です。
■集合 : 9:00 近鉄沿線
■解散 : 16:00 近鉄沿線
■参加費：500 円／人（中学以下は参加不可）
■定員：30人 ※上級（健脚向き）        

３月１日（日）９：00～16：00 みずのみ園地 要予約要予約

申
込
方
法

◆事情により日程・内容・参加費等を変更することがあります。また自然災害や天候不良、その他感染症の拡大などにより催しを中止することがあります。◆

〔森の工作会〕※上記以外のイベント
　森の素材などを利用して、懐かしい玩具から創意にあふれた「ものつくり」 で自然の大切さを学び大切にする心を養います。
　催しの実施場所とスケジュールは右記Webサイトをご覧下さい。　https://www.japan-parkranger.com/kousakukai/

ロープウエイ運休中にて、ちはや園地から各自下山
いただきます事を予めお含みおき願います。
（安全のため軽アイゼン等持参でお願いします）

ぜんざいを提供します。

次期「府民の森パークレンジャー」の募集は、
2020年１月より開始いたします。
詳細はホームページをご確認ください。

自然災害や天候不良、その他感染症の拡大などにより催しを中止することがあります。

要予約

日の入ハイキング
12/4(土)なるかわ園地明石海峡に沈む夕日と夜景

を楽しみます。

■集合: 15:30 近鉄奈良線枚岡駅
■解散: 19:00 近鉄奈良線枚岡駅 
■参加費：500円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：20人 

要予約

Ｘ’ｍａｓリース
11/28(日)なるかわ園地木の実に木の葉といろいろ

な材料を使用して手作りの
リースを作りましょう。

■集合: 10:00
　　　　らくらくセンターハウス
■解散: 15:00 
■参加費：1,000円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：20人 

要予約

初登り
1/9（日）ちはや園地冬の景色を楽しみながら大

阪の最高峰金剛山に登り、
ほっこり温かい軽食をどう
ぞ。

■集合:10:00 金剛山登山口バス停
■解散:15:00 ちはや園地 
■参加費：500円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：15人 

要予約

冒険登山
2/27（日）ぬかた園地生駒山地の古道を歩きます。

■集合: 9:30 集合場所未定
■解散:16:00 解散場所未定 
■参加費：500円／人
■対象：健脚向き
■定員：30人 

要予約

星田60名山とほしだ園地を歩こう！
3/13（日）ほしだ園地早春の自然が息づく星田の

山々や西日本有数のつり橋
「星のブランコ」を有する
ほしだ園地を歩きましょう！

■集合: 9:00 集合場所未定
■解散:16:00 京阪私市駅  
■参加費：500円／人
■対象：健脚向け
■定員：10人 

要予約

むろいけ園地自然観察ウォークラリー
3/20（日）むろいけ園地園地の自然観察会を通じて

自然の素晴らしさを感じて
いただく。

■集合:10:00 
       森の宝島わいわい広場
■解散:14:00  
■参加費：500円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：30人

2022年度の府民の森パークレンジャー募集節句・工作
3/19（土）ほしだ園地早いけど！鯉のぼりをつく

ろう!!

■集合:10:30 わんぱく広場 
■解散:14:30  
■参加費：300円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：30人(先着順)

要予約

○○○○○○○○○○
  / （　）        園地Green Gift地球元気プログラム・　

大阪府みどり公社協力イベント

自然の素材に触れながらKIT
材料でものづくりに挑戦！

■集合: 0:00 ○○○○○○
■解散:00:00  
■参加費：     円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：30人
Green　Gift地球元気プログラムとは東
京海上日動保険㈱が国内の環境ＮＰＯ
と協力して実施する環境保護活動です。 

要予約

要予約

クリスマスリースつくり
11/23（火）ほしだ園地素晴らしいクリスマスリー

スを作りましょう。

■集合:午前の部 10:00～
　　　 午後の部 12:30～
　　　 わんぱく広場 
■参加費：1,000円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：午前／午後　各25人

パークレンジャーまつり
10/17（日）ほしだ園地

12/12（日）むろいけ園地

自然の中で楽しく過ごしませんか！
催しの内容は
①ネイチャークラフト　➁自然紹介
コーナー　➂野外ゲームコーナー　
➃自然遊びコーナー　➄森の香りが
感じるオカリナの演奏会　など

■10:00～14:00
　わんぱく広場にて随時受付 
　オカリナ演奏はやまびこ広場
■参加費：100円／人
※クラフトは、材料がなくなり次第
　終了します。

要予約

門松としめ縄つくり
12/26（日）なるかわ園地新しい年を迎える準備をい

たします。　

■集合:10:00
　　　　らくらくセンターハウス
■解散:15:00
■参加費：1,000円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：30人

要予約 要予約

早秋の府民の森を歩こう！　むろいけ園地からほしだ園地へ
11/3（水）むろいけ園地むろいけ園地からほしだ園

地へと縦走しながら、自然
の大切さを感じていただく。

■集合 :9:00 四条畷神社入口
■解散 :16:00 京阪私市駅
■参加費：500 円／人
■対象：中学生以上
■定員：20 人

金剛山の紅葉ハイキング（おやつ付き）
11/7（日）ちはや園地平地より一足早い金剛山の

紅葉ハイキング。
色づくブナやカエデを楽し
だ後は、おやつでほっこり。

■集合:10:00 金剛山登山口バス停
■解散:15:00 ちはや園地
■参加費：500円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：15人

自然の素材でクリスマスオブジェつくりを楽しもう お正月の準備
自然の素材を生かしたオブ
ジェつくり。

■集合:10:00～
      森の宝島わいわい広場
■終了:14:00  
■参加費：500円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：20人 

12/25（土）ほしだ園地日本の慣わし。手作りで年
神様のお迎え準備をいたし
ます。

■集合:10:30 わんぱく広場
■終了:14:30  
■参加費：1000円／人
■対象：一般・ファミリー
■定員：30人 

府民の森パークレンジャーに

ついて詳しくお知りになりたい

方は、お問合せフォームより

お問合せ下さい。

要予約


