
Study（学ぶ）

Sports（スポーツ）Art（芸術）

Food（食）

YouTube
で公開中！
見てみてね♪

2021

NO.107
秋

10：00～12：00
先着10名
(小学生以上/小学生は保護者同伴)
500円(材料費込)

13:00～14:00
先着10名
(小学生以上/小学生は保護者同伴)
無料

京都・八幡の竹細工教室京都・八幡の竹細工教室京都・八幡の竹細工教室
10/23(土)10/23(土)10/23(土)

詳細は決まり次第、
公園ホームページにてご案内いたします。

地元素材のよしぶえづくり地元素材のよしぶえづくり地元素材のよしぶえづくり
11/3(水・祝)11/3(水・祝)11/3(水・祝)

12:00～17:00
各コース先着15名
5,600円

３市をつなぐ
宇治川Ｅボート
川下り＆とっておき体験
10/9(土)

３市をつなぐ
宇治川Ｅボート
川下り＆とっておき体験

３市をつなぐ
宇治川Ｅボート
川下り＆とっておき体験

３市をつなぐ
宇治川Ｅボート
川下り＆とっておき体験
10/9(土)10/9(土)10/9(土)

要事前
申込
要事前
申込

13:00～15:00
先着10名（小学生以上/小学生は保護者同伴）
500円(材料費込)

お茶の楽しみ方教室
～和紅茶編～
お茶の楽しみ方教室
～和紅茶編～
お茶の楽しみ方教室
～和紅茶編～
10/31(日)10/31(日)10/31(日)

秋の背割堤クルーズ秋の背割堤クルーズ秋の背割堤クルーズ
11/13(土)、11/14(日)11/13(土)、11/14(日)11/13(土)、11/14(日)

14:00～16:00
先着30名(高校生以上／大人向け講座)
無料

八幡の背割堤とグリーンインフラ
「背割堤と水防災の歴史講座」
八幡の背割堤とグリーンインフラ
「背割堤と水防災の歴史講座」
八幡の背割堤とグリーンインフラ
「背割堤と水防災の歴史講座」
11/14(日)11/14(日)11/14(日)

要事前
申込
要事前
申込

11/3(水・祝)
受付開始
11/3(水・祝)
受付開始

10：00～12：30
先着20名
(小学生以上/小学生は保護者同伴)
300円（材料費込）

秋の野草教室
～草花のたね図鑑づくり～
秋の野草教室
～草花のたね図鑑づくり～
秋の野草教室
～草花のたね図鑑づくり～
11/7(日)11/7(日)11/7(日)

10:00～12:00
先着50名（小学生以上/小学生は保護者同伴）
100円

ゲームで学ぶ自然いろいろ
in背割堤
ゲームで学ぶ自然いろいろ
in背割堤
ゲームで学ぶ自然いろいろ
in背割堤
11/6(土)11/6(土)11/6(土)

10:00～16:00

三川マルシェ
10/24(日)、
11/28(日)

9：15～10：15
先着16名
1,000円

ナチュラル・ヨガ教室
10/17(日)、11/21(日)、12/19(日)
ナチュラル・ヨガ教室ナチュラル・ヨガ教室ナチュラル・ヨガ教室
10/17(日)、11/21(日)、12/19(日)10/17(日)、11/21(日)、12/19(日)10/17(日)、11/21(日)、12/19(日)

要事前
申込
要事前
申込

17:00～20:00

クリスマス
ライトアップ
12/1(水)～
12/25(土)

17:00～20:00

女性に対する暴力をなくす運動
～パープルライトアップ～
11/12(金)～11/25(木)

女性に対する暴力をなくす運動
～パープルライトアップ～
女性に対する暴力をなくす運動
～パープルライトアップ～
女性に対する暴力をなくす運動
～パープルライトアップ～
11/12(金)～11/25(木)11/12(金)～11/25(木)11/12(金)～11/25(木)

よしぶえキャンペーン
申込時に「よしぶえ見た」
とお伝えいただければ、
参加費が200円引き
となります。

申込時に「よしぶえ見た」
とお伝えいただければ、
参加費が200円引き
となります。

SNSで
 発信
  します！

協力：chocf（チョコフ）景山 美奈 氏（クラフト作家）

協力：琵琶湖淀川流域圏連携交流会協力：京都自然教室

協力：ＮＰＯ法人八幡たけくらぶ
協力：颯浮～KYOTO SUP Trip～

協力：科学普及支援団体「てんもんぶ」

協力：松田 一男 氏
（松田ティーファーム）

※このイベントは申込方法が異なります。公園ＨＰよりご確認ください。

10/9(土)～11/28(日)
背割堤のアキサイ！2021

背割堤地区・さくらであい館

イベントの申込はこちら
10月イベント : 9/29（水） 受付開始
11月イベント : 10/6（水） 受付開始

※天候により場所は変わります。

主催：八幡市役所人権啓発課

※毎月 、開催日の1ヶ月前に受付開始いたします。
主催：アオキカヌーワークス

13:00～15:00
先着10名
（小学生以上/小学生は保護者同伴）
500円(材料費込)

クリスマスリースをつくろうクリスマスリースをつくろうクリスマスリースをつくろう
11/23(火・祝)11/23(火・祝)11/23(火・祝)

11月1日は紅茶の日。
八幡市産の碾茶で、和紅茶をつくります。

11月1日は紅茶の日。
八幡市産の碾茶で、和紅茶をつくります。

背割堤の葛でリースを編んで、
手づくりのモチーフを飾りつけます。

①10:00～ ②10:30～ ③11:00～ 
④11:30～ ⑤13:00～ ⑥13:30～ 
⑦14:00～ ⑧14:30～
（各回投影20分）
各回先着10名（1グループ限定）
大人500円、小中生300円、
幼児以下100円(教材費込)

クリスマス☆プラネタリウム
12/18(土)
１回１グループ、完全入替制。
聖夜の星空を解説付きで映します。

※昨年の紅葉の見頃は11月上旬～中旬頃でした。

背割堤は紅葉も見逃せない！

背割堤は紅葉も見逃せない！

要事前
申込
要事前
申込

※昨年の作品です。

要事前
申込
要事前
申込

13:30～15:30
各日先着5組10名
(高校生以上のペアで、
体験内容をSNSで発信できる方)
※SUPは一人乗り
5,000円/名

ペアで挑戦！
大人のためのＳＵＰ教室
11/20(土)、11/21(日)

ペアで挑戦！
大人のためのＳＵＰ教室
ペアで挑戦！
大人のためのＳＵＰ教室
ペアで挑戦！
大人のためのＳＵＰ教室
11/20(土)、11/21(日)11/20(土)、11/21(日)11/20(土)、11/21(日)

9:30～16:00

スポーツバイク試乗会スポーツバイク試乗会スポーツバイク試乗会
11/28(日)11/28(日)11/28(日)

当日
現地
受付

当日
現地
受付

10:00～12:00
各日先着5組10名
(小学4年生以上の親子)
5,000円/名

たっぷり120分！
親子で体験ＳＵＰ教室
in宇治川
11/20(土)、11/21(日)

たっぷり120分！
親子で体験ＳＵＰ教室
in宇治川

たっぷり120分！
親子で体験ＳＵＰ教室
in宇治川

たっぷり120分！
親子で体験ＳＵＰ教室
in宇治川
11/20(土)、11/21(日)11/20(土)、11/21(日)11/20(土)、11/21(日)

協力：（株）アクションスポーツ
ストレッチ講師：山田 勇太 氏

Ａコース「あじわいコース」：
さくらであい館で走井餅実演とお抹茶体験
Ｂコース：「歴史探訪コース」：
京街道の街並みと旅館『橋本の香』（古建築）見学

さくらであい館（館内・駐車場）および背割堤地区駐車場の夜間開放は行いません。
※さくらであい館、展望塔、駐車場は17時で閉館します。（展望塔のご利用は16時半まで）

※試乗には事前に自転車保険への加入が必要です。

※悪天候及び河川の水位上昇等により安全が確保できない場合は中止

サイクリスト向
け

ストレッチ体験
会も行います！

要事前
申込
要事前
申込

各種メーカーの多種多様な
スポーツバイクをご用意。
最新機種に試乗できる
チャンスです！



豊里地区

枚方地区

仁和寺野草地区

枚方地区

大山崎地区大山崎地区

要事前
申込
要事前
申込

2019年、開催時の様子です。

・YODOGAWA CAMP FIELD
　開始日調整中～11/28（日）
・健康促進プログラム  10/23（土）、10/30（土）
・ナイトバル
　開始日調整中～10/31（日）
・年に一度のフリマDay  11/7（日）
・クリスマスマーケット 12/5（日）

・YODOGAWA CAMP FIELD
　開始日調整中～11/28（日）
・健康促進プログラム  10/23（土）、10/30（土）
・ナイトバル
　開始日調整中～10/31（日）
・年に一度のフリマDay  11/7（日）
・クリスマスマーケット 12/5（日）

11:00～15:00

第20回
よどがわ河川敷
フェスティバル

第20回
よどがわ河川敷
フェスティバル
10/17(日)10/17(日)

10:00～14:00
要(参加内容により異なります)

第26回 42.195kmリレーマラソン
in淀川河川公園 10/3(日)

西中島地区・十三野草地区西中島地区・十三野草地区

西中島地区・十三野草地区

要事前
申込
要事前
申込
10/6(水)
受付開始
10/6(水)
受付開始

要事前
申込
要事前
申込
9/29(水)
受付開始
9/29(水)
受付開始

要事前
申込
要事前
申込
受付中受付中

①9:30～10:15
（年長～小学１年生）
②10:30～11:15
（小学２年生～小学４年生）
各回先着50名
300円

11:00～15:00
先着100名
中学生以上3,500円
小学生以下1,500円
※食事不要の幼児は無料

11:00～15:00
先着100名
中学生以上3,000円
小学生以下1,000円
※食事不要の幼児は無料

かけっこ教室
11/14(日)

みんなでわいわい
手ぶらでBBQ
10/31(日)

パターゴルフ：10：00～13：00（受付9：00）
グラウンド・ゴルフ：13：00～16：00（受付12：00）
各種目先着30名
パターゴルフ：1,000円
グラウンド・ゴルフ：700円

パターゴルフ大会/
グラウンド・ゴルフ大会
11/4（木） 予備日:11/11（木）

要事前
申込
要事前
申込

要事前
申込
要事前
申込
受付中受付中

みんなでわいわい
手ぶらでBBQ
10/10(日)

淀川河川公園
フォトコンテスト2021～11/30(火)

テーマ
わたし流、公園の楽しみ方

2020年
特選
(優秀賞)

2020年
特選
(優秀賞)淀川河川公園公式アカウントを

フォロー＆「＃淀川河川公園
フォトコン2021」をつけて投稿！

『こころ和む秋』  
表 弘明 氏

『星空の下でキャンプ』  
大石 雄三郎 氏

大山崎地区に
て初開催！

大山崎地区に
て初開催！

豊里地区にて
初開催！

豊里地区にて
初開催！

ノジギクなど
5種類程度のキクが

枚方地区アクアシアター周辺
で見られるよ！

見頃
10月下旬
12月上旬

10/1

10/31

ラインナップラインナップ

10/16(土)、10/23(土
)、10/30(土)

※各1泊2日
10/16(土)、10/23(土

)、10/30(土)

※各1泊2日

グローイングアップキ
ャンプ

グローイングアップキ
ャンプ 10/16(土)、17(日)、10/23(土)、

24(日)、10/30(土)、31(日)

10/16(土)、17(日)、10/23(土)、
24(日)、10/30(土)、31(日)

カヌー・SUPカヌー・SUP

10/16(土)、10/23(土)、10/30(土)
10/16(土)、10/23(土)、10/30(土)

ナイトクルーズナイトクルーズ
10/17(日)、11/7(日)、12/5(日)10/17(日)、11/7(日)、12/5(日)
アーバンマルシェアーバンマルシェ

「みなと五六市＆
三川マルシェ＆
淀川アーバンマルシェ」

「淀川河川公園」

淀川河川公園
ホームページ

   申込・問い合わせ
(一社)42.195km リレーマラソン協会 中・西日本
TEL 0120-846-598 http://www.fieldbrain.com

4～10人で襷を繋いでフルマラソンの距離を完走しよう!
淀川アーバンフロントと同時開催！ 参加部門は、一般からマスターズまでの計10部門。小・中・

高校生の部もありますので、子供から大人まで、友達や家族・
職場の仲間と楽しく参加できるリレーマラソン大会です。

みんなで協力して42.195kmを完走しよう！

枚方地区

10:00～16:00

枚方宿みなと五六市
10/10(日)、11/14(日)

出店者を
募集していま

す！

出店料：4,000円

詳細はみなと五
六市

ホームページ
をご覧ください

。
協力：あかね陸上教室

凡例
実施時間
定員
参加料

※河川の増水、天候または新型コロナウイルスの影響により、予告なく変更または中止となる場合があります。
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