
えんづくりプログラム

受付

グループ名
代表者
住所

連絡先

企画名 開催希望日 希望場所 企画の自己PR 企画内容

1 紙芝居、コン
ト、演劇
（8名）

H27年11月ごろ パークセンター内
郷の館

昔話、落語の話を通じて心の中に笑いを届けたい
お芝居をすることができますか？
舞台・幕等ありますか？

紙芝居「おこんじょうるり」ばばと子ぎつねとの心のふれあいコント
12時半公園に集合、紙芝居なら机の準備、音響の確認、衣装を替えて
1時開演　20～30分終演、1時半道具撤去
コント２題の場合は約１０分程度で終了

貝塚市泉佐野市熊取町の「ふれあい交流会」や長生会、子供会等のイ
ベントに参加、各施設等への訪問

紙芝居の登場人物の衣装に扮装した役者が台詞を読んで、効果音楽
を流しながら紙芝居をしていく。
「おこんじょうるり」というおばあさんと子ぎつねの心温まる民話！！

独自広報：張り紙
チラシの原稿：作成可

2 リコーダー演
奏を楽しもう
（1名）

土日としたい。
いつでもOK

郷の館 演奏曲はすべて自分自身作った曲とする。この曲聞い
て、演奏したいと思い私の作った曲の楽譜を希望してく
れたら良い。コピーしてプレゼントします。（当日プレゼ
ントします）
5曲5冊もっていくとするよ「5名様にプレゼントします」と
ポスターするよ
私の作った曲の特長ドレミファソラシド内です

・運指表
・曲は5曲
・1組B4で3枚になる　コピー5円×3枚=15円です

・心の健康のため楽器演奏するのが良いよということでリコーダー演奏したいが
みんなに聞かせたことがないし、私独りだし、出場断られるの当たり前と思うが30
分5曲演奏して良いよなら、誰かのグループの前にやらせて下さい。
・持参品は楽譜1冊、リコーダー2本、スタンドのみです。立ちて演奏します。
・演奏後リコーダー教える教室30分やれるよ「リコーダー持参してください即演奏
できます」のチラシ案内にのせてよ

実践無し
独りで演奏し楽しんでいるのみです。
誰かの前に演奏するとなれば自作の曲コピー5枚1組として5組もってい
くよ「この演奏曲は私が作りました。希望される方にはプレゼントしま
す。演奏後お申込みください。」とポスターするがプログラムにのせて下
さい。

和歌山市の風土記の丘で尺八作りました。合たい音出てないが歌口が
よろしくないと思う。のでこの緑地に竹あり尺八によき竹を切り取って尺
八作り教室したら私はいくよ、この今の尺八が音が出るようにしてもらい
たいし新しい尺八を作りたい。合わせて何本もあったら楽しさ増します

3 暮らしを楽し
む～アロマ＆
ハーブＬｅｓｓｏ
ｎ～
（4名）

空調あればいつ
でもOK

パークセンター内 自然の植物（ハーブ）やそこから抽出された精油を利用
して、生活や、セルフケアに役立てる提案をします。

公園内にハーブが栽培されていれば利用させていただきたい。
（材料費は参加者負担）
9：30～10：00準備
10：00～11：30講習会の実施
　　・ハーブのスチームバス（洗面器で手湯など）
　　・アロマハーブの話
　　・ハーブアロマを利用したクラフト作り
（石鹸、入浴剤、ハンドクリーム、アロマスプレーなど）
１１：３０ハーブティーの試飲
１１：３０終了１２：３０片づけ

生協様、アロマテラピー講座
生涯学習センター、市民ボランティア講座
和歌山小学校２校にて香りの授業
etc…

資格（公）AEAJ認定アロマセラピスト
NPO法人JAMHA決定
ハーバルセラピスト

公園の植物の利用も可能
公園の利用できる植物の紹介も可能
講習会プログラムの募集に合わせて簡単な展示も可能
2～3人の利用

独自広報：フェイス
ブック・ブログ
チラシの原稿：作成可

4 夏休みにピッ
タリ！
木で作るおは
しor小物
（2名）

7月20日ごろ パークセンター内 地元の木を使って身のまわりのものを作ろう。
夏休みの工作にもぴったり！だんじりの端材でつくる小
物（まな板など）or地元材のおはし

内容、時間帯、方法によって変わりますが、自由参加型であればおはしづくりを
かんがえております。
→サンドペーパー、油のみの使用
小物の場合は、糸ノコ（電源）が必要です。
→糸ノコ、サンドペーパー
対象：小学校3年生以上　10名程度
材料費：1000円程度
機械は持ち込む

小学校やショッパーズモール（いこらモール）での木育事業
森林ボランティア協会主催の製材見学＋木育事業のお手伝い他

机やいすは貸してほしい
自宅が木の製材店を経営しており端材を活用できる

独自広報：フェイス
ブック・ブログ
チラシの原稿：作成可

5 ベンガラ土染
めワークショッ
プ＆作品展示
（2名）

10月～11月ごろ 晴天の場合はパークセ
ンター前広場
雨天の場合パークセン
ター内を希望。
作品展示はパークセン
ター内を希望

土染めへの驚きや新鮮さを感じて頂き、泉佐野丘陵緑
地内の土の彩の豊かさや土の恵みについて知っていた
だければと思います。また、参加型や講師の作品を展
示することで参加型の広がりのある取り組みになるの
ではないか、多くの方々に土による染色や泉佐野丘陵
緑地の豊かな土資源を知ってもらう機会になるのでは
ないかと考える。

ベンガラ染めは、土に含まれるベンガラ（酸化鉄）を主成分とした天然由来の染
色です。事前に泉佐野丘陵緑地内の土を採取し、その土から染料を作り、参加
者の皆さんには染料づくりの最終段階を体験してもらい染めていただきます。可
能ならば参加者の作品はアトリエ彩の実のベンガラ染め作品とともにパークセン
ター内で一定期間展示できればと考えています。

※別途詳しい企画書を添付

ワークショップ募集に合わせて簡単な展示も可能

独自広報：フェイス
ブック・ブログ
チラシの原稿：作成可

6 花と香り
（2名)

7月1日ごろ パークセンター内 日本の野生ランを皆様に知ってもらいたい。
そのために栽培しています。
余剰品は販売しています。

日本のラン科植物の春夏秋冬、斑入りの展示会
栽培教室（風蘭等の植替えとコケ玉づくり）
材料費は1000円まで30名まで可能

交換会（競り） 独自広報：フェイス
ブック・ブログ
チラシの原稿：作成可

備考

協議① 



えんづくりプログラム

受付

グループ名
代表者
住所

連絡先

企画名 開催希望日 希望場所 企画の自己PR 企画内容 備考

協議① 

7 紡ぎの日
～山の辺 ヨガ
＆ワークショッ
プ～
（7名）

平成27年6月、10
月、12月、3月

パークセンター内
パークセンター前広場
芝生広場

○自然と共に生きることを提案し、自然とからだの繋が
りや、自然の恵みを頂きながら、日々の暮らしや人との
つながりを紡いでいくことの大切さを、体験や交流を通
して体感して頂きます。
○「泉佐野丘陵緑地」の素晴らしい自然の中でのヨガ
や、暮らしの手仕事を
テーマにしたワークショップ等の体験をすることで、自然
の素晴らしさを
再認識し、みんなで未来に自然を繋いでいくことを目指
します。

【構成】
紡ぎの日 たて糸「山の辺ヨガ」10：00～11：00　15：00～15：30（予定）
自然の中で、その恵みを受けながら、ヨガをすることで、自然との調和を感じ、や
さしくからだを緩めてこころを和らげます。自然とからだとの繋がりを感じることが
できます。
・1回～2回開催　60分～90分程度
・参加料 1人500円程度

紡ぎの日 よこ糸「山の辺ワークショップ」11：00～16：00（予定）
自然の中で、その恵みを頂きながら暮らす方々から、その暮らしの手仕事を、
ワークショップやデモンストレーション等で学ぶことができる場を提供します。（10
未満の少ない出展の予定）
・染色・織物・竹活用（竹細工や楽器等）・木工・料理（玄米菜食、自然派お菓子、
保存食作り等）・自然派スキンケア材作り等の、自然の恵みを頂きながら手仕事
をする方々に、季節に応じた出展をしてもらい、ワークショップやデモンストレー
ションでじっくり学ぶことができます。また各出展者の作品を購入することもできま
す。（※一部有料）
15：00～16：00は、出展者・参加者が集まり、全員でヨガをして、その日学んだこ
とを振り返り、作ったものを食べたり愛でたりする、紡ぎ時間とする予定。

上記の体験や、出展者と参加者の交流を通し、自然の素晴らしさを再認識し、自
然の恵みを頂きながら、「日々のひとつひとつの暮らし」や、「人と人との暖かいつ
ながり」を紡いでいくことの大切さを感じて頂きます。
【全体の参加者目標】30人～50人
【タイムスケジュール】
9：00～　搬入・設営準備
10：00～16：00　イベント
16：00～　搬出・片づけ
17：00　完全撤収

むすび市（2015年3月）大阪府地域人材交流育成事業に参加し、
企画運営
河内長野市キャンプ場での音楽イベント（2014年9月）企画運営
美具久留御魂神社での音楽イベント（2014年5月、2013年8月）出
展エリア担当
富田林市寺内町での農業とクラフトのイベント（2012年、2011
年）出展エリア担当　等

独自広報：フェイス
ブック・ブログ
チラシの原稿：作成可

8 竹・竹フェス
ティバル
（7名）

平成27年8月 or
10月以降

パークセンター内
パークセンター前広場
芝生広場

○日本中どこにでも群生していて、時には竹害として、
疎まれている竹には実はいろいろな活用方法があると
いうことを伝え、参加した方に竹を生活に取り入れてみ
たいと思って頂きたいです。

【構成】
・泉佐野丘陵緑地の竹伐り体験　10：00～11：00
　　丘陵緑地の竹林に入って、竹整備のお話を聞きつつ、竹伐り体験をさせてい
ただく。
・竹でものづくり（※一部有料）11：00～16：00
　　竹で楽器づくり・器と箸づくり・灯籠づくり等、竹でいろいろなものが作れること
をワークショップ
で体験して頂く。
・竹でごはん（※一部有料）12：00～14：00
　　竹でごはんを炊いて、みんなで食べる。丘陵を活かした長～い流しそうめん
・竹の音楽会＆竹灯籠を灯そう！（夜の部 ※別日でも可）
　　昼間作った竹灯籠を並べて、点灯させる。また竹の楽器を使って、みんなで演
奏会をする。
　　（※夏の１周年記念イベントに関連して夏の夜に開園して頂けないでしょう
か？
夜の丘陵緑地に灯りを灯せばとてもきれいだと思います）
【全体の参加者目標】30人～40人（夜の部を開催した場合はもう少し大規模なイ
ベントのイメージです）
【タイムスケジュール】
9：00～10：00　搬入・準備　10：00～16：00イベント
16：00～17：00 搬出・片づけ
17：00　完全撤収　　※できれば夜の部を開催したいです。

むすび市（2015年3月）大阪府地域人材交流育成事業に参加し、
企画運営
河内長野市キャンプ場での音楽イベント（2014年9月）企画運営
美具久留御魂神社での音楽イベント（2014年5月、2013年8月）出
展エリア担当
富田林市寺内町での農業とクラフトのイベント（2012年、2011
年）出展エリア担当　等

独自広報：フェイス
ブック・ブログ
チラシの原稿：作成可



郷の棚田プログラム

受付
グループ名
代表者名

住所
企画名 開催希望日 希望場所 企画の自己PR 企画内容 備考

1
花と輪
（2名）

9月～3月 ⑧
花などを植えることによって花の美しさ大切さを
知ってもらいたい

雑草取り
耕運機（府の協力）を入れ畝づくり
腐葉土などを入れて土作りをする
種をまき花を育てる
耕運機（府の協力）などで元の状態に戻す

自宅で育てているアマリリスやフリージア、スイセンの球根や
季節の花やススキなどを植えて石も使いながら花壇を作りた
いと思っている。公園の余剰苗があれば利用させていただき
たい。

2
ハーブづくり
（2名）

7月～3月 ②（または③）

ハーブにもいろいろな種類があってキレイな花
を咲かせ、いい香りに包まれて癒され元気にな
ることを感じてもらえるような棚田にしたいで
す。

①畑をきれいにする→（耕す機械を貸してください）
②種をまく
③水やり草取り
④花咲く
（⑤時期にもよりますが、ポツプづくりやお茶作りの企画につな
げていけたら幸いです。）
（上之郷18組の親子を中心に声をかけて土いじり運動でふれあ
い交流をしたいです）

コモンマローを育てて葉をてんぷらにして食べたり、花（紫色
の花ですが、レモンを入れるとピンクになり、理科の実験のよ
うにできました）を飲んで楽しむ催しをしたことがあります。

 

コモンマロウ
和名・英語表記：　ウスベニアオイ・Common Mallow　アオイ科ゼニアオイ属・多年草
原産：ヨーロッパ南部・アジア温帯
開花時期：7～8月
殖やし方と時期： タネまき　4～5月（春まき）、 9～10月（秋まき）
株分け　3月中旬～4月中旬
草丈：60～200cm
土 ：やせ地
水やり：多め
日当たり：日なた
温度：耐寒性
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