QRコードのアドレスです。
http://www.ocsga.or.jp/sakuya/ketai/index.html

07-08

咲くやこの花館だより
咲くやこの花蓮展

http://www.sakuyakonohana.com

みんなの生活を支える植物グッズ大集合！

2011

〜ダンボールでロボットが作られる時代が来る？〜

こぶりな姿が愛らしい碗蓮や珍しい色の花を咲
かせるキバナハスなど、約200品種を展示しま

節電・省エネなど、環境に配慮した生活が話題

す。ハスは午後になると花を閉じてしまいますの

を集める中、意外と知らない日常生活に貢献す

でぜひお早めにご来館くださいませ。

る植物の力にスポットを当て、植物が作り出す
生活グッズを紹介します。
また、会場には身近な

〜7月10日
（日）

植物由来の素材「ダンボール」
を使ったワーク
ショップなど、
お子様が参加できる内容も盛りだ
くさん！楽しみながら
「植物が作り出す生活」
を

飛び込み教室

第106回 咲くや塾「魅力的な山野草」

高さ1ｍ〜10ｍまである飛び込み台から勇気を
出してダイブしよう
！
！指導員が基礎から丁寧に指

屋公園では、8月1日

50Mプールは、
通常小学生の利用ができません

導いたします。

から1ヶ月間、水を霧

が、
期間中は1．
5ｍに設定している水深を90ｃｍ

8月13日
（土）

13:30〜15:00

フローラルサロン

いる食虫植物はどんなところに生息しているの
でしょうか？虫の捕らえ

3期（木曜日）／9月1日、
8日、
15日、
22日

7月13日
（水）
より 電話にて予約（先着順）

17:30〜18:30

参加無料（別途入館料）

大阪プール 飛び込みプール

に使った食虫植物はお持ち帰りいただけます。

ながら、
そのひみつをご

8月7日
（日）
、
21日
（日）

紹介します。
もしかした

1，
500円（別途入館料）

が確認できるかも・
・
・
？
7月20日
（水）
〜8月28日
（日）

8月7日
（日）
は7月7日
（木）
、8月21日
（日）
は
7月21日
（木）10:00より電話にて先着順

ハエトリグサ擬似捕虫実演
アテンダントが食虫植物について簡単にご紹介
します。ハエトリグサが葉を閉じる様子もご覧い
ただけます。※植物の状態により、
うまくご覧いただけ
ない場合もございます。

1回程度）
「卓球が上手くなりたい…！」
と思ってい

Ａ:13:00〜14:20

る方、大歓迎！

Ｂ:14:30〜15:50

17:30〜18:45
大阪市中央体育館

万葉集にはおよそ4500首の歌が残されていま

1期（全10回）8，
000円（傷害保険料を含む）

す。その三分の一に植物が登場、約160種類

※途中参加も可能です。
（800円×残りの回数）

小・中学生

メ118首、
マツ、
タチバナと続きます。
これらの植

30名（先着順）

物約100種類を写真でお楽しみ下さい。写真は

電話またはＦＡＸにて

植物写真専門家の倉下生代さんの作品で、咲

大阪市中央体育館「ジュニア卓球クラブ」係

青いケシ』
『スイレンと熱帯の花』
『 花のほほえ
9月13日
（火）
〜30日
（金）

バショウ科

咲くやこの花館

TEL 06-6912-0055

15

時間

場所

対象

定員

費用（特に記載のないものは無料、ただし入館料が必要なものもあります）

申し込み

8月21日
（日）

300円（傷害保険料を含む）

9:00〜17:00（最終受付16:30）

Ａ:小学校低学年と高学年の初心者

大阪プール 50Ｍメインプール、飛び込みプール

Ｂ:小学校高学年経験者

内容（予定）

各クラスとも50名（先着順）

50Ｍプールの開放、ボート遊びコーナー、

大阪市中央体育館「バスケットボール交流会」係

スーパーボールすくい、
ヨーヨー釣り、水中玉

小学生

入れ、
ボートレース、
シャークスライダー、○×
クイズ、
フィンスイミング体験教室
子ども 6歳以上16歳未満／350円

夏休み自由工作教室大会

大人 16歳以上〜65歳未満／700円
高齢者 65歳以上／350円

八幡屋公園芝生広場

6歳未満・障害者（介護者を含む）／無料

小学生とその保護者

八幡屋公園芝生広場

ＮＰＯ法人シニア自然大学校

八幡屋スポーツパークセンター

06-6469-8077

八幡屋スポーツパークセンター

06-6469-8078

TEL 06-6576-3460

FAX 06-6576-0080

●受付時間 9:00〜17:30 ●休館日 年末年始（12月28日〜1月4日）
●所在地 〒552-0005 大阪市港区田中3-1-40（大阪市中央体育館内） ●アクセス 地下鉄中央線「朝潮橋」駅下車2-A号出口徒歩約5分

●開館時間 10:00〜17:00（ただし、入館は16:30まで）
（休日の場合は翌日）
●休館日 毎週月曜日
および年末年始（12月28日から1月4日）
●所在地 〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-163
●アクセス 地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅下車 徒歩約10分
●入館料 500円（65歳以上の大阪市在住者・障害者（証明書提示）、中学生以下無料）
指定管理者 : 大阪市スポーツ・みどり振興協会 大阪ガスビジネスクリエイト 咲くや共同事業体
構成員（財）
:
大阪市スポーツ・みどり振興協会 大阪ガスビジネスクリエイト
（株）
実施日時

50Ｍプールの水深を60ｃｍに設定し、
通常利用
できない小学生や幼児も参加できます。ふわふ

大阪市中央体育館 サブアリーナ

50名

7月下旬から8月上旬

FAX 06-6913-8711

集まれ！ちびっこフェスタ2011

大阪市中央体育館会議室・八幡屋公園芝生広場

誇る花をご覧ください。

色鮮やかな苞とバナナに似た葉が特徴的な熱帯植物で、カリブ海に浮かぶトリニ
ダードトバゴの国花です。属名の
「ヘリコニア」
は、ギリシャ神話の芸術の神が住む
ヘリコン山に由来し、優雅な花姿にちなみます。
「ロブスタークロー（エビのはさみ）」
や「パロッツ・ビークス（オウムのクチバシ）」などの英名もあるとおり、エビの大きな
はさみやクチバシが何個も連なっているような姿は当館でも人気があります。

大阪プール

8月21日
（日） 要事前申込 お問合せください

頃、太陽に向かって咲き

原産地:ペルー・エクアドル

小学生以上

ゴーヤ収穫体験とゴーヤ料理教室

け、7月下旬から8月上旬

【 学名 : Heliconia rostrata 】

生以下の小学生は保護者（16歳以上）
の同伴が
必要です。
（保護者1名につき4年生以下3名まで）

が盛りだくさん！みんなで遊びにきてね。

10:00〜15:00

ひまわり の苗を植えつ

子ども
（16歳未

※幼児の利用はできません。※4年

がもらえる○×クイズなど楽しいイベントやゲーム

8月6日
（土）

八幡屋公園の中央にある大きなメイン花壇に

満）
350円

わの滑り台「シャークスライダー」
や、
素敵な景品

八幡屋ＧＡＫＵＹＵＵ（学遊）クラブ

八幡屋公園 ひまわり いっぱいプロジェクト

み』
など多くの写真集を出版されています。

ヘリコニア・ロストラータ

剣道場

が取り上げられてます。多いのはハギ141首、
ウ

①11:45〜 ②13:45〜 ③15:45〜

ヴェッサファンクラブ会員の登録
（無料）
が必要です。

8月6日
（土）

約1300年前の我が国最初の和歌集でもある

くやこの花館の植物をテーマとした
『ヒマラヤの

教えに来てくれる！
！当日は選手によるパフォーマ

コーチがあなたを直接指導しに来てくれます！
（月

金曜日 第2期、7月8日
（金）
スタート！
！

7月20日
（水）
〜8月28日
（日）

えて現在開催中のスクールに、現役プロ選手が
ンスやサイン会なども。※参加するには、大阪エ

トップチーム「日本生命女子卓球部」の選手・

写真展「万葉の花」

16組（親子での参加もOK）

プロバスケットボールリーグ『ｂ
ｊリーグ』の強豪
『大阪エヴェッサ』のスクールコーチを講師に迎

に合わせて丁寧に指導します。
また、実業団の

作品受付／9月1日
（木）
〜9月30日
（金）

咲くやこの花館

中に何か入っているの

高齢者（65歳以上）350円

大阪エヴェッサバスケットボール
交流会

大阪卓球協会所属コーチが一人一人のレベル

※詳細は8月中旬に当館HPで発表予定

13:30〜15:00

らウツボカズラの袋の

当日券／大人（16歳以上65歳未満）700円

小・中学生を対象に、初心者から上級者まで、

方も大歓迎！

※17:00以降は通常営業（水深1.5m）

大阪プール 50Mメインプール

中央体育館 ジュニア卓球クラブ

植物の美しい瞬間をとらえてください。初心者の

9:00〜17:00（最終受付16:00、最終遊泳16:30まで）

八幡屋公園入口

大阪プール

で、
お子さまの夏休みの体験にもオススメ。観察

ます。実際に植物をみ

優しい自然のエアコンを体感してみませんか。

8月16日
（火）
〜8月20日
（土）

各期30名（先着順）
大阪プール管理事務所まで

第13回 咲くやフォトコンテスト作品募集

人も子どもも楽しめるプールとして営業します。

8月1日
（月）
〜8月31日
（水）
（予定）

※8月15日
（月）
は臨時開館

お話を聞いて、
実際にとらえられた虫をムシメガネ

ライミスト装置を公園の入口に設置します。ま

プールで25ｍ以上泳げる方
受講料、印鑑を持参の上、

毎年人気の観察教室では、食虫植物の詳しい

に設定し、
小学生でも利用できるようにします。泳
ぐコースはもちろん自由遊泳コースも設けて、大

緑のトンネルを設置しています。涼しくて地球に

小学生以上で、水深5ｍの

食虫植物観察教室

状にして噴射し、周
りの空気を冷やすド
た、大型遊具「風の砦」の横にゴーヤを育てて

各期（全4回）／4,800円（傷害保険料を含む）

8月9日
（火）
〜8月21日
（日）

などで観察します。テキストを元に説明しますの

方も種類によって違い

緑いっぱいの八 幡

2期（火曜日）／7月5日、
12日、
26日、
8月2日

久山敦

50名

ンボールでロボットが作られる時代がくる！
？

ますか？虫からも必要な栄養分を吸収して生きて

夏休み限定！
50Ｍプール小学生でも泳げるデ〜！？

覧いただき、
その育て方を紹介いたします。

ダンボールオブジェも登場！近い将来、
そんなダ

食虫植物にもいろんな種類があるのを知ってい

夏を涼しく過ごす自然のエアコン

http://yahataya-park.jp

暑さにも負けず元気に育つ世界の山野草をご

知っていただきます。
さらに、迫力満点の超巨大

食虫植物展

07-08

八幡屋スポーツパークセンターだより

駅構内及び車内の「携帯電話のご利用マナー」
にご協力ください。

■大阪市中央体育館
●開館時間

TEL 06-6576-0800

9:00〜21:00

FAX 06-6576-0080

●休館日 毎月第3月曜日
（休日の場合は翌日）
年末年始（12月28日〜1月4日）

■大阪プール TEL 06-6571-2010 FAX 06-6571-2023 ●開館時間 9:00〜21:00 ●休館日 毎週月曜日（休日の場合は翌日）年末年始（12月28日〜1月1日）
指定管理者 : スポーツパーク八幡屋活性化グループ
構成員（財）
:
大阪市スポーツ・みどり振興協会 （株）
オージースポーツ 美津濃
（株） イオンディライト
（株）

問合せ

電話

FAX

講師
14

