
主催：グリーンホスピタルサプライ江坂公園　代表企業 グリーンホスピタルサプライ株式会社

Open Ceremony
江坂公園

リニューアルオープン
記念イベント

アート
音楽

食事

子育て 遊び

2023年４月８日土　
11：00～16：45

【入場無料】

（予定）

「遊び、憩い、やすらぎの場」を提供できるよう、
吹田市と公園指定管理者が協力し、さまざまなエリアを整備。
図書館のリニューアルや、カフェ・大型複合遊具など、
さらに魅力のある公園に生まれ変わります。

学び



江坂公園
リニューアルオープン記念イベント

イベントプログラム

※状況により、イベント内容や時間は変更になる可能性があります。また、雨天の場合、一部中止のイベントがあります。詳しくはホームページをご確認ください。
※イベント当日は騒音・関係車両等で、近隣の皆様方にご不便・ご迷惑をおかけすることがあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

場所

広場

ちびっこ広場

図書館

先着順

申込み不要

先着順
なくなり次第終了

バルーンの配布は
なくなり次第終了

当日先着順 /500 円

4月 9日（日）も開催。
10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00

３歳～大人 /25 名

小学生対象 /30 名

どなたでも

どなたでも

事前 Tel 申込み
右面参照▶

事前Web申込み
右面参照▶

どなたでも

エリア 時間
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

対象 / 定員

開園記念式典

演奏

Hula Studio Malulani& Kahealani
フラ＋ハワイアンミュージック

Sax と EI 演奏＆
バルーンショー

キャラクター撮影タイム

親子ヨガ体験
キャットミュージックカレッジ専門学校
ストリートダンス
関西大学応援団吹奏楽部
すいたん・モフレムと
シュートチャレンジ

バルーン配布

施設内覧会

内容 受付 /その他

苔玉づくりワークショップ

はなみど
寄せ植えワークショップ

江坂公園の魅力再発見
トークセッション
吹田ジュニアオーケストラ

キッチンカー６台キッチンカー

11:00~11:20

13:00~13:20 15:40~16:10

吹田市消防音楽隊 11:25~11:40

12:20~13:00

13:50~14:20

14:50~15:10

14:20~14:50

15:20~15:4013:30~13:50

16:10~16:30

11:40~12:15

12:30~13:00 14:30~15:00

11:30~12:30

13:30~14:15

14:30~14:50

10:00~19:00

12:00~12:30 13:00~13:30

A

B

J

K

G

H

H

F
E

C

D

セカンドステージ

どなたでも /50 名

どなたでも /50 名

メインステージ

図書館

キッチンカー

H
キッチンカー

たなごころ
（コッペパン）
キッチンブルズ
（チュロス　など）
バナナの神様
（バナナスムージー）

レストラン

インナーガーデン

江坂
駅

江坂
駅

セカンドステージ

キッチンカー

広場
ちびっこ広場

わんぱく広場（大型遊具）

カフェ

I
エントランス

インフォメーション

メインステージ A

C

D
E

H

B

インナーガーデン

どなたでも /20 名

どなたでも /10 名

たこ焼き本舗まる
( 焼きそば、唐揚げ )
スローフードスタンド
(バケットサンドウィッチ）

クレープマン
（クレープ）

レストラン
G

産直マルシェ 11:00~16:00

カフェ

大型遊具

当日 /500 円

デモンストレーション後
通常開放

11:00~16:0011:00~16:00

ストリートピアノ

土ほかし

大阪アニメーションカレッジ専門学校
似顔絵
キャットエンタテインメントスクール
ギター体験
オープニングキャンペーン

遊具デモンストレーション

11:00~16:00

11:00~16:00

11:00~16:00

11:00~16:00

11:00~18:00

12:00~12:30

J
K

エントランス I

お買い上げの方へドリップコーヒーをプレゼント
なくなり次第終了

F

13:00~16:00

事前Web申込み
右面参照▶

100 円 /20L

どなたでも

どなたでも

※レストランはオープン日前の
特別開放となるため、当日の
飲食営業は行っておりません。



吹田市すいたん

「江坂公園の魅力再発見」と題し、大阪公立大学の武田重昭准教授と、

吹田市、指定管理者がトークセッションを行います。

　開催時間：13:30 ～ 14:15
　開催場所：レストランgoodspoon 内
　　　　　　　　※レストランはオープン日前の特別開放となるため、
　　　　　　　　　当日の飲食営業は行っておりません。
　定　   員：50名
　申込期限：2023 年３月27日（月）～４月６日（木）16:00まで
講演者紹介：武田重昭准教授は大阪公立大学大学院農学研究科緑地環境科学専攻

に在籍し、「ランドスケープの視点から豊かな暮らしと都市の関係」について研究を行っています。

江坂公園の魅力再発見
トークセッション

子どもがいるから…と身体を動かすことを諦めていませんか？
ベビトレヨガ、子ども姿勢ヨガなら親子で一緒に楽しめます。
今回は江坂公園スペシャルバージョンの親子ヨガです。
正しい姿勢を保つにはバランスのよい筋力と柔軟性が必要。
普段しない動きに挑戦し、自分の身体と向き合い楽しみながら整えましょう。
　

※親子以外、おひとりでのご参加も歓迎です。

※ジョイントマットを会場にご用意しますが、ご自身のヨガマットをお持ちの方はご持参ください。　

花とみどりのコーナー
はなみど寄せ植えワークショップ
季節の植物を使って、
かわいい寄せ植えを作ってみよう！

苔玉づくりワークショップ
市内の緑をまもってる☆吹田市土木部
公園みどり室による苔玉づくり体験コーナー。

親子ヨガ体験

大型遊具披露

バルーンアート

ダミー

江坂図書館内覧会江坂図書館内覧会 バルーンアート音楽パフォーマンス音楽パフォーマンス バルーンアートダンスパフォーマンスダンスパフォーマンス

バルーンアート撮影タイム
キャラクターキャラクター バルーンアート

シュートチャレンジ
バルーンアートSax と E I 演奏＆

　バルーンショー撮影タイム シュートチャレンジ

吹田市のイメージキャラクター
「すいたん」とガンバ大阪マスコット
「モフレム」がオープニングに駆け
つけてくれます！みんなで写真を撮
りましょう。 ※時間：14:50~15:10 

吹田市に縁のある様々な団体

による特別パフォーマンス！
・吹田市消防音楽隊：11:25~
・キャットミュージックカレッジ専門学校
　平湯咲月 13:00 ~13:20
　おとぐらし15:40~16:10
・関西大学応援団吹奏楽部：16:10~

江坂図書館が広くなって全面リニュー

アル！4月 20日（木）のオープン前に、

館内を見て回れる内覧会へお越しくだ

さい。子どもから大人まで、ゆったりと

読書を楽しめる空間やおしゃれな家具

類にも注目です！
※内覧会当日は資料の貸出
及び閲覧はできません。
※オープン日：4 月 20 日（木）

数々のスターを輩出してきたキャット

ミュージックカレッジ専門学校の

ダンサーや地元のフラダンスグループ

が集結！リニューアルイベント限りの

スペシャルパフォーマンス を披露。
・フラ+ハワイアンミュージック： 12:20~
・ストリートダンス： 13:30~
　　　　　　　　/15:20~

輪っかを狙ってシュートしよう！
リニューアルオープンイベント特設
サッカーストラックアウトにチャレ
ンジ！成功したら豪華景品が？！
すいたんとモフレムも参加して
みんなを応援します！
※時間： 11:40~12:15
※小学生対象
※当日受付 10:00~10:50まで
（広場ゴールネット横にて）

江坂を拠点に活動するバルーンアーティスト
「サックス＆バルーンパフォーマー
あべよしえ」や「monstramica
( サックス＆エレクトーン)」が
バルーンショーを開催！
音楽に合わせてかわいい
バルーンを作ります。
※ショーの時間： 13:50~14:20
※バルーン配布： 12:30~/14:30~

対 象
参 加 費
定 員
開催時間

予 約

申込期限

主 催

…どなたでも※小学生以下保護者同伴
…1,500 円
…10名 / 回（２回開催）
…１回目 12:00 ～ 12:30
　2回目 13:00 ～ 13:30
…吹田市花とみどりの情報センター
　お電話・窓口にて
　TEL.06-6155-1987
…2023 年４月 1日（土）10:00 ～
　2023 年４月６日（木）16:00まで　
…吹田市花とみどりの情報センター

対 象
参 加 費
定 員
開催時間
予 約
受付場所

…どなたでも※小学生以下保護者同伴
…500円
…20名
…11:30 ～ 12:30　　
…当日先着順（なくなり次第終了）
…インナーガーデン

対 象
参 加 費
開催時間
申込期限

…３歳～大人まで（定員 25名）
…無料
…14:20 ～ 14:50　　
…2023 年３月27日（月）～４月６日（木）16:00まで

土ほかしコーナー
使用済み園芸用土の回収をします！
回収料…1回 100 円（1回 20L 程度）
協力：株式会社三野商店

事前申込

事前申込

事前申込

トークセッション

ご予約はこちら

親子ヨガ

ご予約はこちら

すいたん・モフレムとすいたん・モフレムと Sax と E I 演奏＆

　バルーンショー

ささやかな
デザート付き！



���
OFF

円

PARK CAFE BRANCOのお会計時に
レジスタッフにご提示ください。
・有効期間：2023 年４月８日～９日
・１回のお会計につき１枚のみ使用可能。
・１回限り有効。

〒564-0063　大阪府吹田市江坂町1丁目19番

公園リニューアルについて

ホームページ

営業時間

https://esaka-park.jp/　
お問い合わせはHP問い合わせフォームをご利用ください。

大阪メトロ御堂筋線江坂駅①②出口より徒歩１分
※イベント当日は混雑が予想されます。公共交通機関や徒歩でのご来場にご協力ください。
※お車の場合、周辺駐車場（有料）をご利用ください。公園駐車場は当日ご利用できません。
　江坂公園駐車場は４月９日（日）より通常営業いたします。
※自転車の場合、来場者用駐輪スペースをご利用ください。
　満車の場合、近隣の駐輪場をご利用いただき、路上駐輪はお控えください。

主催

電車でのご来場

共催 吹田市

グリーンホスピタルサプライ江坂公園
代表企業　グリーンホスピタルサプライ株式会社

※パースはすべてイメージ。実際とは一部異なる場合があります。

特
別
割
引
券

公園紹介

子供たちのドキドキ感を刺激する新しい大型遊具
「バオバブツリー」
３階層で構成され、スライダーやワクワクネットなど
25種類にも及ぶインクルーシブな遊びアイテムが
集結する。

災害時用機能を有したベンチを設置し、
機能性とデザイン性が融和された休憩所。

緑豊かな環境や景観と調和するデザイン設計で、
開放感のあるテラスでの食事が楽しめます。
オープン日　2023 年 4 月 24 日（月） 予定
営業時間 　 11:00 ～ 23 :00（年中無休）

閲覧室が広くなり、閲覧席は62 席と２倍以上
に増えます。読み聞かせスペースや授乳室、
飲食可能なエリアや電源コンセント付きの席も
ご用意しました。
公園と図書館を行き来できる出入口、ウッド
デッキや芝生スペースを新たに設け、借りた
本を公園内で読めるような環境を整えました。
リニューアルオープン日　2023 年 4月20日（木）10：00

公園らしく、CAFE 内にブランコを設置、公園内で
のくつろぎ 、 遊び心を演出しました 。
オープン日  2023 年 4 月 8 日（土）
営業時間 　7：00～ 18 :00（年中無休）
※オープン日は 11:00より営業

大型遊具「バオバブツリー」

カフェ「PARK CAFE BRANCO」レストラン「goodspoon 江坂店 」

休憩所

吹田市立江坂図書館

Follow me

SAMPLE


