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時間10：00～17：00（入館は16：30まで）　水曜休館　入館料：大人200円（中学生以下無料/別途自然文化園入園料が必要）
※3/13（日）は無料観覧日です

1名100円当日受付・先着30名
※小学生以下要保護者同伴

自然観察学習館

冬に万博記念公園内で見られる野鳥を観察します。

3/19(土)10:20～11:50
(受付は10:00～) ※雨天中止

野鳥観察会‐冬鳥をみよう⑤

1名100円当日受付・先着30名　
※小学生以下要保護者同伴

自然観察学習館

オオイヌノフグリ、ホトケノザなど春に先がけて咲く野草を観察します。

3/27（日）13:30～15:00　
(受付は13:00～)※雨天中止

3/22（火）・24（木）
10：00～15：00

春の野草の観察会

無料材料がなくなり次第終了 自然観察学習館

無料で参加でき、作品は持って帰れます。
2月：自然素材のミニゆきだるま作り　3月：ススキのミニほうき作り

平日10：30～15：00(随時)月替わり平日15分プログラム

日本庭園 9：30～17：00 水曜休園※3月30日（水）は開園　入園料：大人250円/小中学生70円（自然文化園と共通料金）

特別展「大阪万博グッズ三昧！」 EXPO’70パビリオン １階ホワイエ

2/25（木）～5/10（火）

●みんぱくゼミナール「『夷酋列像』の首長たちがまとう衣装」 3/19（土）13:30～15:00（13:00開場）
参加無料・申込不要・定員450名　講師：佐々木史郎（国立民族学博物館 教授）　場所：講堂　
そのほかにも、みんぱくウィークエンド・サロン、ワークショップなどを実施します。
●自然観察学習館でも関連イベントを実施！詳しくは右ページを！

中央・北アジア、アイヌの文化展示が3/17（木）新しくオープン！

特別展示館

パンフレットや記念切手、置物から鍋まで幅広く記念グッズが作られました。
当時の万博少年が46年かけて集めた万博グッズを一挙公開。
楽しいワークショップも盛りだくさん！

ハサミなどの道具は使わないので、小さな子どもさんもチャレンジ！

おりがみ教室「太陽の塔をつくろう」　 EXPO’70パビリオン １階ホワイエ

「万博記念公園に咲く花の写真コンテスト」入賞作品展 日本庭園中央休憩所無料
（別途日本庭園
 入園料が必要）

06-6877-7387（総合案内所）☎

EXPO’70パビリオン
06-6877-4737☎公式 Facebook に「いいね！」しよう。

時間10：00～17：00（入館は16：30まで）水曜休館　本館展示観覧料：一般420円/高校・大学生250円/小・中学生110円
毎週土曜日は小・中・高校生は無料で観覧できます。※3/13（日）は無料観覧日です。国立民族学博物館　

06-6876-2151☎

公式 Facebook 、Twitterでみんぱくと交流しよう。

時間10：00～17：00（入館は16：30まで）水曜休館※3/4（金）まで冬期休館
入館料：一般700円/高校・大学生450円/小・中学生100円大阪日本民芸館 06-6877-1971☎

※大阪日本民芸館では「友の会」会員を募集しています。詳細は問合せください。

自転車初心者教室 

花の開花状況や各種イベントの
詳細はホームページで！
万博記念公園

万博おもしろ自転車広場

日時催し物 事前申込・定員 料金 場所（問合せ先）

開館時間10：00～16：00　水曜休館　入館無料（別途自然文化園入園料が必要）　自然観察学習館

自然文化園

06-6877-6923☎

時間 9:30～16:30（利用受付）水曜休場※3/30（水）は開場
料金：1名（3歳以上）30分400円（別途自然文化園入園料が必要）

万博おもしろ自転車広場
06-6875-7755☎

06-6877-7387（総合案内所）☎
9：30～17：00 水曜休園※3/30（水）は開園　入園料：大人250円/小中学生70円（日本庭園と共通料金）

体験＆学習

要事前申込・対象は大人（小・中
学生の方はご相談ください）

参加初日3,000円、以
降１日2,000円（別途自
然文化園入園料が必要）

その他学習館イベントはホームページにて！

アート＆カルチャー

※小学生未満のお子様は保護者同伴（有料）でご利用ください。

万博記念公園内に咲く花（ハスを除く）や紅葉などを題材に募集した作
品221点の応募の中から、入賞作品を展示しています。

約1時間余りで、庭園の見所をボランティアがご案内します。
日本庭園周遊ガイド　 無料（別途日本庭園

入園料が必要）
日本庭園中央休憩所前広場に
て時間内随時受付、随時出発

2/28（日）・3/5（土）・13（日）・
19（土）・27（日） 13：00～14：30

　万博記念公園の魅力について奥深く知ること
ができるガイドツアーです。テーマは大きく４つ
あり、①園内の竹林の保全や、その資源を多目的
に利用する方法についての「竹林資源活用のエ
コツアー」、②園内の水系（池や川）と水資源につ
いての「水の循環活用のエコツアー」、③園内の
設備に自然エネルギーがどのように取り入れられ
ているかについて紹介する「自然エネルギーのエ
コツアー」、④1970年大阪万博にゆかりのある樹

木をめぐり、万博開催当時に想いをはせる「万博
メモリアルエコツアー」があります。
　このエコツアーでは万博記念公園内でのＮＰ
Ｏ団体などの活動についても紹介しています。ガ
イドは1年間以上の研修を受けたボランティアで
行っており、ベテランの人になるとガイドを始めて
12年目という人もいます。万博記念公園の意外と
知られていないエピソード満載で案内しているの
で、ぜひみなさんもご参加ください。

木と友達になろう！

ハーフデイツリークライミング®

ようこそ！みんなでつくる循環型モデルパークへ

万博メモリアルエコツアー

その他の活動についてはこちらへ
万博NPOセンター
（TEL/FAX 06-6877-6991 平日15：00～17：00）

日時催し物 事前申込・定員 料金 場所（問合せ先）

ノルディックウォーキング講座・イベント

日　時：3/5（土）10:00～12:00
対　象：はじめての方以外
参加費：500円（保険料込）
　　　 ※レンタルポール別途500円

●万博公園歩こう会●万博公園歩こう会

JNFA公認インストラクターによる歩き方講習
の後、約3kmを歩きます。

花など季節の見どころを巡りながら、3
～5㎞を歩きます。

日　時：3/26（土）10:00～12:00
対　象：初心者からベテランまで
参加費：500円（保険料込）
　　　 ※レンタルポール別途500円

●万博公園歩こう会フィットネス編　
　本格ウォーキング教室
●万博公園歩こう会フィットネス編　
　本格ウォーキング教室
体幹を鍛えることで正しい姿勢を身につけ、自
然な美しいフォームで歩くことを目指します。

日時：3/19（土）10:00～12:00
対象：はじめての方
参加費：2,000円（レンタルポール、保険料込）

●はじめての
ノルディックウォーキング
●はじめての
ノルディックウォーキング

1作品300円要事前申込・先着40作品
※小学生以下要保護者同伴

申込期間 2/29(月)まで
※受付時間内（10：00～16：00）に自然観察学
習館まで電話にて申込
（定員になり次第終了します。）

●日　時：2/21（日）・3/27（日）
 9:30～16:30※雨天中止
　場　所：お祭り広場
　料　金：大人（中学生以上）350円、
 小学生100円　 
 （別途自然文化園入園料
 が必要）
　問合せ：日本ガレージセール協会
 06-6362-6322 
 http://www.garagesale.
 co.jp/

ガレージセール
in 万博記念公園

●日　時：3/5（土）・6（日）
 9:30～17:00
　場　所：東の広場
　料　金：前売券700円、
 当日券900円
 （別途自然文化園入園
 料が必要）
　問合せ：サイクルモード事務局
 （テレビ大阪エクスプロ内）
 06-6947-0284

CYCLE MODE RIDE
OSAKA 2016

●日　時：3/26（土）～4/10（日）
 10：00～18：00
　場　所：東の広場西側園路
　問合せ：全国大陶器市振興組合
  090-3198-2164

全国大陶器市

｜その他のイベント｜

お知らせ

3/22（火）まで

3/12（土）13:00～15:00 当日受付・先着100名 無料

民藝運動の創始者である柳宗悦が高く評価した、兵庫県の丹波焼と丹波布を、約100点展示します。

3/5（土）～7/18（月・祝）

400円
（中学生以下無料）　
※常設展は別途入館
料が必要。

一般420円、高校・大学生250円、小・中学生
110円※本館展示もご覧になれます。

予 告

日　　時：3/26（土）13：30～15：00（荒天中止）
集　　合：13：30に自然文化園中央口ゲート
料　　金：無料（別途自然文化園入園料が必要）
対　　象：どなたでも
定　　員：先着20名
問合せ先：NPO法人 大阪府民循環型社会推進機構
 TEL/FAX06-6877-6991
 （電話での問合せは平日15:00～17:00）
 volu-expo70@comet.ocn.ne.jp

申込・問合せ先：万博公園ノルディックウォーキング事務局
TEL.06-6441-6100 （10:00～18:00※土日祝休み）

※いずれも事前申込制（先着順）。別途自然文化園入園料が必要。

梅関連製品の販売

雅楽に親しむ

EXPOアーティスト「梅まつりミニコンサート」

日　　時：3/19（土）午前の部9:30～12:00
 午後の部13:00～15:30（雨天中止）
集　　合：中央口ゲート（フラワーショップ前）
 午前の部9：30、午後の部13：00
料　　金：1名3,800円
 （別途自然文化園入園料が必要）
対　　象：小学生以上
定　　員：午前20名・午後20名 計40名（先着順）
問合せ先：NPO法人ベスト
 TEL.090-8982-9136（平日10:00～16:00）

　北欧フィンランド発祥のノルディックウォーキングは、
ポールを後ろに突いて腕をダイナミックに振って歩くのが
特徴で、日頃の運動不足や肩こり解消などに効果的です。

アイヌの文化にふれてみよう！植物を使った織物のお話のあと、
実際にガマの葉でコースターをつくります。
講師 吉本忍（国立民族学博物館名誉教授）コースター作り指導 自然観察学習館

3/12（土）13：30～15：00(受付
は13：00 ～自然観察学習館)
※雨天決行

推薦作品
酒井純子 「秋色をぬけて…」

夷酋列像のうち「イコトイ」
（フランス・ブザンソン美術
考古博物館 写真提供）

みんぱく特別展「夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界」関連イベント

1名100円当日受付・先着30名
※小学生以下要保護者同伴

自然観察学習館
季節に応じた植物観察ガイドを行います。

3/11(金)13:30～15:00
(受付は13:00～)※雨天中止

季節の植物観察ガイド⑩

アイヌの手仕事 －自然素材と織物を中心に－

1作品300円当日受付・先着30作品
※小学生以下要保護者同伴

森の教室にて受付
万博記念公園内で採れた素材を使って工作ができます。

3/26（土）13:30～15:00　
(受付は13:00～)※雨天中止

木や竹、木の実を使った工作

普通の自転車に乗れない方のための教室。
練習用の自転車はこちらで用意します

茶室「汎庵」での呈茶
梅まつり期間中は特別公開される茶室「汎庵」の立礼席
にて和菓子とお抹茶をお楽しみください。期間中、土日
祝日は個数限定のお菓子もご用意いたしております。

●日　時：10:00～16:00（受付15:50まで）
●問合せ：06-4864-9155（千里庵）　

日本庭園
「汎庵・万里庵」の特別公開

万博記念公園が大好きに！万博エコツアー

　毎月第３土曜開催！ツリークライミング®
を半日楽しんでもらう体験コース。ロープ
と安全な道具を使い木に登り、木や森、自
然との一体感を味わう体験コースです。
（要事前申込）

　園内の記念樹等をめぐりながら、植樹の
背景の解説や、持続可能な社会の実現に
向けた同園での取り組みについてボラン
ティアがガイドします。（事前申込不要）

特別展「夷酋列像 （いしゅうれつぞう）
　　― 蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界 ―」
本展示は、アイヌの有力者を描いた〈夷酋列像〉をめぐる人の動き、蝦夷地を中心とす
る北東アジアの交流を紹介します。

季節の和菓子と抹茶セット
……………………700円
※入園料がセットの
　共通券830円も販売。

※みなさまに安全に気持ちよくお楽しみいただくため、汎庵
の露地では一脚、三脚、イーゼル、写生用椅子、車椅子、
ベビーカーなどのご利用はご遠慮いただいております。

（上）日本庭園梅林　撮影：万博特派員「MD」さん
（左）自然文化園梅林　撮影：万博特派員「自然大好き人間」さん

EXPO アーティスト　検索詳細は

●日　時：2/27（土）～
 3/21（月・振休）まで
 10：00～15：00
●場　所：自然文化園 水車茶屋

能楽に親しむ

日　時：3/26（土）～4/10（日）※期間中無休
 9:30～21:00入園は20:30まで。16:30以降は中

央口、東口及び日本庭園前ゲートからのみの入
園となります。

場　所：東大路

万博記念公園桜まつり

バーベキューコーナー 〈桜まつり期間中〉

●常設バーベキューコーナー（完全予約制）
場　　所： バーベキューコーナー（サイクルボート横）
営業時間： 3部制
 ①10:00～12:30　②13:30～16:00
 ③17:30～20:00
問合せ先： 「万博バーベキューコーナー」　℡06-6875-5503
※食材の提供はしていません

●臨時売店バーベキュー
　（予約制。当日受付もあり。）
場　　所： 東大路
 （EXPO’70パビリオン前）
問合せ先： 「㈱神戸ゴマルゴ」
 ℡072-623-6593

桜のライトアップ
日　時：桜まつり期間中
 18:00～21：00
場　所：東大路

灰釉窯変壺

NEW

●日　時：2/20（土）～3/21（月・振休）
●場　所：自然文化園 つばきの森

同時開催 万博記念公園つばき祭
　万博記念公園の「つばきの森」には、太郎冠者、桃
割れなど約80品種・250本のつばきの花が咲きます。
ぜひご観賞ください。

EXPO アーティスト　検索詳細は

自然文化園の梅林では
123品種・約600本、
日本庭園の梅林では
37品種・約80本の梅の

花が咲いて、
みんなを待ってるで！

これが
桃割れの花

万博メモリアルエコツアー

井寄忠明＆山本良子（和太鼓デュオ）
●日　時：2/28（日）
●場　所：自然文化園  水車茶屋前
●時　間：11:00～／13:00～／15:00～

iroha（二胡・尺八・ピアノのユニット）
●日　時：3/6（日）
●場　所：日本庭園中央休憩所
●時　間：11:00～／14:00～

※両日とも荒天中止

丹波の民藝 ―陶磁と染織―
みん げい

●日　時：3/19（土）
 11:00～「鳳笙（ほうしょう）」
 13:00～「篳篥（ひちりき）」
 14:00～「龍笛（りゅうてき）」
●場　所：自然文化園 水車茶屋

●日　時：3/20（日） 13:30～14:30
 狂言「柿山伏」＋
 ワークショップ
●場　所：日本庭園中央休憩所

EXPOアーティスト「森の音楽会」

● 日時：3/27（日）11時～／13時～／15時～ ※雨天中止
● 場所：自然文化園春の泉
● 出演：本田倫子（ニッケルハルパ） 共演：浦川裕介（ギター）

緑や花に包まれた万博記念公園のおすすめスポットを、音楽とともに紹介する
「森の音楽会」シリーズの第1回目です。

寒緋桜（カンヒザクラ）、ユキヤナギ、モモ、レンギョ
ウなどが咲く、名前のとおり春の見所です。

日本の古典楽器
の調べをお楽しみ
ください。

能楽の中の狂言
は滑稽を旨とする
対話劇です。

【春の泉】
※お客様の火気持込及び本区域以外でのバーベキューは禁止しております。

　3月中旬までの期間、マラソン大会等の開催に伴
い、園内の一部を通行規制いたします。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

園内の一部通行規制について
　受動喫煙防止のため、指定された場所以外での喫煙を禁
止しています。特に、子ども、妊婦、健康等に問題がある方への
配慮のため、ご協力ください。詳しくは、ホームページまで。

受動喫煙防止について

　市立吹田サッカースタジアムで実施されるサッカー観戦目的での駐車場のご利用は、全て予約制とな
ります。観戦チケット購入端末等で駐車券を事前にご購入いただかないと、観戦当日に駐車場に入庫す
ることができません。詳しくはガンバ大阪HP、もしくはクラブハウスまでお問い合わせください。ご来場は公
共交通機関をご利用ください。問合せ：06-6875-8111（ガンバ大阪）

駐車場予約制についてのお知らせ

3/26（土）～7/3（日）
●記念講演会 3/27（日）14：00～
※詳しくはホームページにて




