
スプリングフェスタ in　小田南公園
 第３回

小田南に、みんな集まれ～♪

☆梅のお花見
☆おもちゃ交換会
☆バザー
☆屋台（食品＆物販）
☆子供向け外遊びイベント
☆アコースティックライブ
☆野球招待試合　など

～おもな内容(予定）～

【主催：パークマネジメント尼崎)

３/13（日）
場所：小田南公園　
時間：10時～16時

【主催：パークマネジメント尼崎】

冬にきれいに掃除した鳥の巣箱を取り
つけたり、松のこも巻きを外したり。
手伝ってくださる方大募集！（雨天中止）

2/14（日）
集合場所：猪名川公園
　　　　　管理事務所
時間：10:00～11:00
持物：動きやすい服装

当日
ＯＫ

どなたでも無料

巣箱取付・コモはずし

【主催：パークマネジメント尼崎】

緑についての悩みや疑問、
何でも植栽のプロが丁寧に
アドバイスします。
お気軽にお越しください。

3/16（水）
場所：橘公園受付ボックス前
時間：10：00～12：00

無料
当日
ＯＫ

どなたでも

緑の相談窓口

 1/13、2/10、3/9（水）
 場所：橘公園噴水広場
 時間：8:30～9:00

無料
当日
ＯＫ

どなたでも

簡易体力チェック～☆

毎月恒例の簡単な体力測定
です。日々の健康づくりに
役立ててみませんか♪
（雨天中止）

【主催：パークマネジメント尼崎】

【主催：自然と文化の森】

猪名川公園で木の顔や冬芽を観察します。
冬越し中の生き物もさがします。(雨天中止）

1/10（日）9:30～11:30
集合場所：猪名川公園入口

「森にかくれている
　　　　　　　　　木の顔をさがそう！」

猪名川自然林
～自然観察ウォーク～

【還暦カップ】
200円/人

当日
ＯＫ

どなたでも

ビニール凧づくり

【主催：パークマネジメント尼崎】

自分でビニール凧をつくって飛ばし
ませんか？連凧もとびますよ～♪
（雨天中止）

2/11（祝・木）
集合場所：小田南公園
　　　　　多目的広場
時間：13:00～15:00
持物：動きやすい服装

100円/人
材料費・保険代含む

当日
ＯＫ

どなたでも

小田南公園クリーン大作戦！

【主催：パークマネジメント尼崎】

小田南公園内のゴミ拾い・分別を行い
公園の美化にご協力ください♪
（雨天中止）

2/11（祝・木）
集合場所：小田南公園
　　　　　　噴水広場
時間：11:00～12:00
持物：動きやすい服装

当日
ＯＫ

どなたでも無料

昔あそび♪

【主催：パークマネジメント尼崎】

竹馬、紙ひこうき、コマまわしなど
昔懐かしの遊びを楽しみましょう
♪♪♪（雨天中止）

3/27（日）
集合場所：橘公園遊具広場
時間：10:00～11:30
持物：動きやすい服装

当日
ＯＫ

どなたでも無料

尼崎市椎堂1丁目-35-1

TEL 06-6497-5777

猪名川公園

尼崎市平左衛門町６６　

TEL 06-4869-1160

魚つり公園

尼崎市杭瀬南新町
　　　　３-１５-１０
TEL 06-6487-3140

小田南公園

尼崎市東七松町1丁目1-1

TEL 06-6482-3220

橘公園

尼崎市西向島９１

TEL 06-6412-7145

西向島公園

let`s click !

公園 HP にイベント情報など掲載中♪

【お問合せ】

パークマネジメント尼崎本部事務所へお電話ください。
ＴＥＬ 06-6419-4128 / ＦＡＸ 06-6419-4139
    掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

    詳しい内容については、パークマネジメント尼崎ＨＰをご覧ください。

パークマネジメント尼崎 検索

pick up　イベント！ １月・２月・３月の5公園のイベント案内です。
お気軽にご参加ください♪

パークマネジメント尼崎

「こころ」と「からだ」と「まち」にプラスな公園を

『パークマネジメント尼崎』は尼崎市内 5 カ所の公園の管理運営を平成 24 年から 29 年までおこないます。5 公園それぞれの特徴
を出しながら、担当公園間の連携だけでなく、地域市民、周辺施設と連携し、市民のスポーツとレクリエーションをサポートします。

イベント案内

小田南スプリングフェスタ in 2015小田南スプリングフェスタ in 2015

公園イベント案内
１月・２・３月

公園ぷらす  vol.10
 2016.1.1 winter　

〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町3丁目
17番20号Dビル壱号館203号室 

　TEL    06-6419-4128
　FAX　06-6419-4139
   E-mail     info＠amagasaki-park.com
　http：// www.amagasaki-park.com

パークマネジメント尼崎
本部事務所

PMA
指定管理者

連凧あげ連凧あげ

猪名川公園　

チューリップの球根植えチューリップの球根植え

小田南公園　

クリスマスリース作りクリスマスリース作り

猪名川公園　

花時計ライトアップ花時計ライトアップ

橘公園　

正月飾りを作ろう！正月飾りを作ろう！

橘公園　

♪Activities♪
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