
金　　月 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

10:00~16:00 体験館 決行 ございません ございません 一部有料 申込不要 安満遺跡顕彰会

土　　日 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

10:00~16:00 東の広場・SAKURA広場他 少雨決行・荒天中止 ございません ございません 入場無料 申込不要 安満遺跡顕彰会

土 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

時間は別記 東の広場他 小雨決行 別記 各回60名 500円 必要（WEB) 安満遺跡公園Ｐ

土 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

14:30~15:30 ステージ 少雨決行・荒天中止 どなたでも ございません 参加無料 申込不要
ジャンプ

フォースマイル

土 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

13:30～16:00 SAKURA広場 決行 どなたでも ございません
フルタイム3,000円

（半額クーポン有）
必要・ネット フラッグハント協会

日 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

11:00~15:00 サンスター広場 少雨決行・荒天中止 どなたでも ございません 入場無料 申込不要 安満人倶楽部

日 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

10:00~17:00 公園全体 中止＊前日正午判断 どなたでも ございません お一人2,000円 申込不要
安満遺跡公園Ｐ

コスメル共催

日 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

10:00~11:00 公園全体 少雨決行・荒天中止 どなたでも ございません 参加無料 申込不要 安満遺跡公園Ｐ

日 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

時間は別記 多目的スタジオ 決行 男性・女性 各回8名 1,000円 必要・電話 安満遺跡公園Ｐ

＊事情によりイベントの日程、場所、時間の変更並びに中止、延期がある場合がございます。

   最新の情報でご確認ください。　　                                 　　                       詳しくはＨＰで→

備　考

17 男ヨガ＆女ヨガ
なまったカラダを元に戻しましょう。月イチ開催の予定です。

1部：男ヨガ　9：15～10：30　2部：女ヨガ　10：45～12：00

備　考

集合はパークセンター前です

公園特製プレゼントを用意しています。親子での参加もお待ちしております。

備　考

当日ご参加ください。

17 ワンデイボランティア
みんなで楽しく公園をキレイにしてみませんか？ちょっとうれしい！？

10 コスメルin安満遺跡公園
コスプレイベント老舗「コスメル」コラボ企画　

詳細はコスメルのサイトをご覧ください。

簡単に捨てられ殺処分される犬猫について考えてもらうイベントです。

備　考

入場制限がございます

備　考

体験1プレイ100円もあります

10 第7回　保護いぬ＆ねこの譲渡会
保護犬、猫について多くの方に知ってもらうイベントです。

9 フラッグハント体験会
「フラッグハント」とは、対戦チームが赤外線銃で敵を倒しながら、

敵陣の旗を先に奪った方が勝つという新しいスポーツです。

先着３０名様には、オリジナルキーホルダーをプレゼント

備　考

備　考

当公園HPから申込下さい

9 ダブルダッチ体験会＆ステージ
「初めてでもすぐ跳べちゃう」が合言葉！！ぜひ体験してくださいね！！

詳しくはイベントＨＰにて

9
ガンバ大阪 月２回！　１部：１１：００～　対象：年少（３歳）～小学校１年生　

キッズサッカー教室 ２部：１３：００～　対象：年少～小学校１年生　小学校2年生～小学校6年生

ハンドメイドフェス 物販、体験、ワークショップなど人気の作家さんが多数出店いたします。

備　考

備　考

詳しくはイベントＨＰにて

2～3
第12回　安満遺跡公園 100ブース以上参加のハンドメイドフェスです。

1～4
春の歴史企画展 安満遺跡で見つかった多くの出土品から想像される「衣・食・住」について、

楽しく学ぼう！弥生の暮らし その生活の様子を展示品に触れながら体験して頂きます。

2022年3月20日発行 お問い合わせ先：安満遺跡公園　ＴＥＬ：０７２－６４８－４７２５　　　　略語　実：実行委員会　Ｐ：パートナーズ
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土 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

10:00~12:00 屋根付き広場 決行 どなたでも 特になし 入場無料 申込不要
高槻市農業

振興団体協議会

土 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

時間は別記 東の広場他 小雨決行 別記 各回60名 500円 必要（WEB) 安満遺跡公園Ｐ

土 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

13:30～16:00 SAKURA広場 決行 どなたでも ございません
フルタイム3,000円

（半額クーポン有）
必要・ネット フラッグハント協会

土 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

14:30~15:30 ステージ 少雨決行・荒天中止 どなたでも ございません 参加無料 申込不要
ジャンプ

フォースマイル

日 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

時間は備考 多目的スタジオ 決行 大人向け 各回10名 2,000円 必要 安満遺跡公園P

祝・金 場　所 雨天時 対　象 定　員 参加費 申込方法 主　催

10:00~15:00 サンスター広場 少雨決行・荒天中止 どなたでも ございません 入場無料 申込不要
なでしこふれあい

マーケット協会

＊事情によりイベントの日程、場所、時間の変更並びに中止、延期がある場合がございます。

   最新の情報でご確認ください。　　                                 　　                       詳しくはＨＰで→

ブース数と内容が自慢です。出店者も同時募集しています。

備　考

詳しくはイベントＨＰにて

備　考

①14：00～　②15：30～

29 なでしこフリーマーケット
関西一円で開催の「なでしこフリーマーケット」がやってきます。

24 ポールダンスレッスン
高槻初！本格的ポールダンスのレッスンを当公園で受けることができます。

エクササイズ効果も期待できるレッスンです。

「初めてでもすぐ跳べちゃう」が合言葉！！ぜひ体験してくださいね！！

先着３０名様には、オリジナルキーホルダーをプレゼント

備　考

敵陣の旗を先に奪った方が勝つという新しいスポーツです。

備　考

体験1プレイ100円もあります

23 ダブルダッチ体験会＆ステージ

当公園HPから申込下さい

23 フラッグハント体験会
「フラッグハント」とは、対戦チームが赤外線銃で敵を倒しながら、

キッズサッカー教室 ２部：１３：００～　対象：年少～小学校１年生　小学校2年生～小学校6年生

備　考

備　考

23
ガンバ大阪 月２回！　１部：１１：００～　対象：年少（３歳）～小学校１年生　

23 たかつき春の農産物即売会
人気の朝市開催です。新鮮お野菜をゲットしてくださいね。
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2022年

　イベントカレンダー4月


