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※6 卓球教室（入門/初級）火曜クラス 中止

※6 スポーツ教室（幼児クラス） 中止

※6 スポーツ教室（小学生クラス） 中止

※6 ヨガプラス 中止

※6 親子体操教室 中止

※6 フレッシュアップ体操 中止

※6 ヒーリング（ヨガ教室） 中止

※6 スポーツ教室（幼児クラス） 中止

※6 椅子ヨガプラス 中止

※6 キッズダンス～入門ｸﾗｽ～ 中止

※6 キッズダンス～初級ｸﾗｽ～ 中止

花と緑と自然の情報センターセミナー室 万葉集・古代史と詩歌を学ぶ ～9月まで

花と緑と自然の情報センターセミナー室 植物講座2020 ～9月まで

花と緑と自然の情報センターセミナー室 みどりの相談所講習会(1)ランの栽培管理 4/19（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 ミニリースと一輪挿しの2wayアレンジメント 4/19（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 美しい墨彩画 4/24（金）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 万葉の花の魅力を巡る(1)あをな、さのかた、ひさぎ、柳　楊 4/4（土）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 やさしいばらの育て方　4月・5月 4/5（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 カーネーションのプリザーブドフラワーアレンジ 4/11（土）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 ボタニカルアートクラブサフラン作品展 3/31（火）～4/5（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 春休み特別講座「草木染め体験」 4/1（水）～4/3（金）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 「WE LOVE SUIBOKU」展 4/14（火）～4/19（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 2020　花のきりえ展 4/7（火）～4/12（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 長居植物園講座(1)被子植物の進化 4/12（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 日本画用絵具を使って美しい色紙画を描く 4/12（日）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 古代史あれこれ(1)出土した「紙」-漆紙文書を読む- 4/18（土）

花と緑と自然の情報センターセミナー室 単彩とデッサン画 4/18（土）

すべての市民レクリエーションセンタースポーツ教室（テニス教室のみ実施） 第3期の日程市民レクリエーションセンタースポーツ教室会場の学校

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

植物講座～長居植物園講座(12)～ 3/8(日)花と緑と自然の情報センターセミナー室

スロージョギング教室

おおきにアリーナ舞洲 舞洲プロジェクトチャレンジ・アスリート『大阪エヴェッサ バスケットボール教室』 3/14（土）

3/16(月)花と緑と自然の情報センターセミナー室／植物園内

万葉ボランティア　※学習会のみ中止 3/4(水)花と緑と自然の情報センターひふみホール

エイジレスバレエ・ストレッチ教室

八幡屋公園フリマ 八幡屋公園 4/5(日)

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

10:00令和2年3月30日

フラワーサポーター活動 八幡屋公園 3/15(日)

サクラ春まつり　※協力事業 八幡屋公園 3/28(土)

お茶会　※協力事業 八幡屋公園 3/28(土)

植物講座～身近な植物講座(5)～ 3/1(日)花と緑と自然の情報センターセミナー室

2/27(木)・3/5(木)・12(木)・19(木)花と緑と自然の情報センターセミナー室

更年期講座～アラフォーからのカラダと心のトリセツ～ 2/29(土)・3/17(火)花と緑と自然の情報センターセミナー室

教室・イベント名 日程会場

植物講座～みどりの相談所講習会～ 2/23(日)

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

花と緑と自然の情報センターセミナー室 植物と花を写そう 4/28（火）~5/6（水）

大阪城公園 春の植木市 当面の間

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

花と緑と自然の情報センターセミナー室



中止

延期
教室・イベント名 日程会場

※6 椅子ヨガプラス 中止

※6 卓球教室（入門/初級）金曜クラス 中止

※6 B.T.DANCE～3歳～小2～ 中止

※6 B.T.DANCE～小3～中学～ 中止

※6 B.T.DANCE～中学～高校～ 中止

※6 ジュニア卓球教室 中止

※6 ズンバ 中止

※6 大阪エヴェッサバスケットボールスクール　初級 中止

※6 大阪エヴェッサバスケットボールスクール　中・上級 中止

※6 シュライカー大阪フットサルスクール　クラスⅠ（低学年） 中止

※6 シュライカー大阪フットサルスクール　クラスⅡ（高学年） 中止

※6 大阪エヴェッサbt'sチアダンススクール　キッズ 中止

※6 大阪エヴェッサbt'sチアダンススクール　ジュニアⅠ（初級） 中止

※6 大阪エヴェッサbt'sチアダンススクール　ジュニアⅡ（中級） 中止
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すべてのアイススケート教室 当面の間丸善インテック大阪プール　アイススケート場

みなと健康クラブ 当面の間丸善インテック大阪プール　会議室

すべての水泳教室 当面の間丸善インテック大阪プール　２５ｍサブプール

親子リトミック 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

Jr.バトントワリング 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　小体育室

トラスポＫＩＤ’Ｓ　in　大東 3/28（土） 〔14：00～17：00〕 3/31（火）大東市民体育館　大体育室

咲くやこの花館

オリンピアン岩田良子が教えるバドミントン教室 2/29（土） 〔9：30～15：30〕　3/31（火）大東市民体育館　大体育室

育て方講習会・ミニ展示解説（春の洋ラン展） 3/10（火）～15（日）咲くやこの花館

育て方講習会・ミニ展示解説（春蘭展） 3/20（金・祝）～22日（日）咲くやこの花館

南港中央庭球場

花と緑の相談コーナー 3/22（日）まで咲くやこの花館

フラワーツアー 3/22（日）まで咲くやこの花館

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　剣道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　剣道場

ライブ解説（カカオとコーヒー展） 3/1（日）まで咲くやこの花館

繰り返し使えるボタニカルキャンドルホルダー（カカオとコーヒー展） 3/1（日）咲くやこの花館

咲くや塾「原種シクラメンとクリスマスローズの魅力と栽培の秘訣」

（クリスマスローズ、原種シクラメン、山野草展示販売会）
3/7（土）咲くやこの花館

コーヒー鑑定士のお仕事疑似体験（カカオとコーヒー展） 2/29(土）咲くやこの花館

ミニライブ（カカオとコーヒー展） 3/1（日）

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　サブアリーナ

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　サブアリーナ

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　剣道場

咲くやこの花館

絵本の読み聞かせ（カカオとコーヒー展） 3/1（日）までの土日祝咲くやこの花館

チョコレートアートWS（カカオとコーヒー展） 2/29(土）咲くやこの花館

『～ロコモ予防体操～元気で過ごすための健康寿命のお話』 2/29（土） 〔13：00～14：00〕 3/31（火）大東市民体育館　会議室

寄せ植え教室 3/8（日）咲くやこの花館

ブリザーブドフラワー講習会 3/11（水）

南港中央庭球場 理事長杯ダブルス選手権大会 3/28（土）・29（日）

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　サブアリーナ

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　サブアリーナ

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場（会議室）

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場（会議室）

当面の間丸善インテックアリーナ大阪　柔道場（会議室）

南港中央テニス教室

南港中央庭球場 スクスクのっぽくん 3/20（金・祝）

2/29（土）～3/15（日）　～3/24（火）南港中央庭球場

テニスジュニア選手育成強化事業 3/14（土）
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※１は、2/28以降に本掲載欄に追加となった中止事業です。

※２は、3/4以降に本掲載欄に追加となった中止事業です。

※３は、3/9以降に本掲載欄に追加となった中止事業です。

※４は、3/13以降に本掲載欄に追加となった中止事業です。なお、「市民レクリエーションセンタースポーツ教室」、「南港中央テニス教室」の中止期間は、3/24（火）へ延長しました。

※５の事業は、休館等により中止の期間が当初の予定よりも延びました。

※６の事業は、休館等により中止の期間が3/23時点で予定よりも延びました。

※７は、3/23以降に本掲載欄に追加となった中止事業です。

※８は、3/30以降に本掲載欄に追加となった中止事業です。

鶴見緑地　くすのき通 つるみマルシェ 3/21（土）・3/22（日）

ジュニアテニススクール(小学校低学年) 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市立テニスコート

大阪エヴェッサバスケットボールスクール（小学生・初級者） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　大体育室

大阪エヴェッサバスケットボールスクール（小学生・中級者） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　大体育室

ガンバ大阪サッカースクール(小学校3・4年生) 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　大体育室

ガンバ大阪サッカースクール(小学校5・6年生) 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　大体育室

キッズアートバレエクラス クラスA（強化クラス） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

ジュニアテニススクール(小学校高学年) 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市立テニスコート

大阪エヴェッサバスケットボールスクール（中学生） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　大体育室

ジュニアテニススクール(4歳～未就学児) 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市立テニスコート

ガンバ大阪サッカースクール(4歳～小学校2年生) 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　大体育室

Jr.チアリーディング 幼児クラス（3～6歳） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

Jr.チアリーディング 中級クラス（小学校低学年） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

キッズ体操（小学1～3年生） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　小体育室

Jr.チアリーディング 小学校高学年・中学生 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　小体育室

Jr.バレエ Ｓクラス（小学校高学年～）※許可制 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

キッズ体操（3～6歳） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　小体育室

Jr.バレエ Ｂクラス（3歳～小学校低学年） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

Jr.バレエ Ａクラス（小学校低学年～） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

キッズアートバレエクラス ジュニアA（上級クラス） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

ジュニア アートバレエクラス（中高生クラス） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

キッズアートバレエクラス ジュニアC（幼児クラス） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

キッズアートバレエクラス ジュニアB（初級・中級クラス） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

Jr.ダンス（4歳～小学生初級者） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

Jr.ダンス（小学生中級者） 3/2（月）～24（火）  3/31（火）大東市民体育館　多目的室（大）

サッカースクール 2/29（土）～3/31（火）大枝公園　多目的球技場

スロージョギング 2/29（土）～3/31（火）大枝公園内

テニススクール 2/29（土）～3/31（火）大枝公園　屋内テニススクール

鶴見緑地　いのちの塔前 TSURUMI MUSIC MOC(上記ﾏﾙｼｪ付帯事業) 3/20（金・祝）・3/21（土）

大枝公園内 ノルディックウォーキング 2/29（土）～3/31（火）

大枝公園内 サンデーモーニングヨガ 2/29（土）～3/31（火）

大枝公園内 みんなであさヨガ 2/29（土）～3/31（火）

すくすくのっぽくんカップ大阪 守口大枝インドア大会3月 3/21（土）大枝公園　屋内テニスコート

多目的球技場無料開放 3/4（水）大枝公園　多目的球技場

フリーマーケット 3/22（日）大枝公園内

鶴見緑地内 ノルディック・ウォーク教室 3/7（土）


