
8月 1日㊐／ 7日〜 8日・
9日 〜 10日・
13日 〜 14日

希望が丘夏休みわんぱくキャンプ

20日㊎ 〜 22日㊐ 第54回滋賀県スポーツ少年大会［共催事業］

14日㊏ 〜 15日㊐ 希望が丘夏休み林間スクール

9月 4日㊏ 〜 5日㊐ 希望が丘ふれあいキャンプ②［共催事業］

11日㊏・12日㊐ 希望が丘スポーツフェスティバル／交流ひろば②

19日㊐ 2021希望が丘ローラースキー大会 ※

20日㊊㊗ ちびっこファミリー自然とあそぼう③

26日㊐ 希望が丘ディスクゴルフ大会2021

10月 2日㊏ 〜 3日㊐ 希望が丘まるごとファミリーフェスタ　

3日㊐ ビワイチプラス応援イベント②

2日㊏･9日㊏ ちびっこファミリー自然とあそぼう④

9日㊏ 〜 10日㊐ 希望が丘ちびっこキャンプ

9日㊏･10日㊐ 第7回カローラフェスタ ※

16日㊏ 希望が丘自然観察会③

17日㊐
キャンプ活動の力［共催事業］

第7回e-radio滋賀の42.195kmリレーマラソン@希望が丘※

20日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ大会　月例大会⑥

23日㊏ 第34回滋賀県グラウンド・ゴルフ秋季大会決勝大会［共催事業］

24日㊐ 日本スカイラン・グランドファイナルin希望が丘※

30日㊏ 希望が丘50周年記念　式典

31日㊐ 全関西学生スキー連盟　第64回秋期季節外(クロスカントリ-)競技会※

11月 2日㊋ 〜 30日㊋ 希望が丘紅葉祭

3日㊌㊗ 第37回平和堂・S&B杯ちびっ子健康マラソン ※

7日㊐
希望が丘秋のプチキャンプ

滋賀県高等学校駅伝競走大会（男・女）［共催事業］

13日㊏ よさこいソーランの競演 in希望が丘文化公園［共催事業］

13日㊏・14日㊐ 希望が丘ふれあい祭／交流ひろば③

17日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ　月例大会⑦

19日㊎ 滋賀県中学校駅伝大会※

19日㊎ 〜 21日㊐ キャンプインストラクター養成講習会［共催事業］

20日㊏
希望が丘紅葉祭　呈茶

レッツ・エンジョイ・ウォーキング［共催事業］

21日㊐ びわ湖駅伝スポーツフェスティバル2021

23日㊋㊗ 第15回ストックウォーキング［共催事業］

27日㊏ 希望が丘ハイキング③

12月 4日㊏ 〜 5日㊐ 希望が丘冬の里山楽校

5日㊐ 滋賀県中学生ベースボールフェスティバル2021［共催事業］

11日㊏ 〜 12日㊐ 滋賀県スポーツ少年団ジュニア・リーダースクール［共催事業］

15日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ　月例大会⑧

19日㊐
希望が丘わいわいクリスマスクッキング

第29回全国中学校駅伝大会※

1月
9日㊐

希望が丘新春まつり

関西シクロクロス大会 ※

10日㊊㊗ 希望が丘家族ふれあいランニングスクール2022

15日㊏ 〜 16日㊐ 希望が丘冬の林間スクール

19日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ　月例大会⑨

23日㊐ 希望が丘冬のプチキャンプ

2月 6日㊐ BIWAKOクロカン2022

19日㊏〜 20日㊐ 第11回びわ湖カップなでしこサッカー大会（U-12）

27日㊐ YMCAチャリティーラン ※

3月 5日㊏ 希望が丘ハイキング④

6日㊐ 滋賀県スポーツ少年団ラグビーフットボール大会［共催事業］

9日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ大会　グランドチャンピオン大会

12日㊏ 希望が丘自然観察会④

13日㊐
希望が丘春のプチキャンプ

ニュースポーツイベント［共催事業］

19日㊏・20日㊐ 希望が丘スプリングフェスティバル／交流ひろば④

※印は、後援・協力事業です。
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●休園日／10月～2月の月曜日（祝日の場合は翌日）と
　　　　　年末年始
●問い合わせ時間帯／8:30～17:00

●開園時間／文化ゾーン・野外活動ゾーン 9:00～17:00
 スポーツゾーン 9:00～17:00（ただし4月～9月は9:00～18:00）
 フィールドアスレチック・グラウンドゴルフ 9:00～17:00（受付は15:00まで）

希 望 が 丘 文 化 公 園

EVENT GUIDE 2021 AUTUMN

令和３年度 秋号

　コロナ禍のなかではありますが、感染予防対策を徹底したうえで、「交流・憩いの場」「スポーツ健康づくり」「自然を体験し楽しみながら学ぶ場」等を
提供するため各種事業を計画しています。ただし、状況によってはご来園者・参加者の健康・安全を配慮し、内容変更、開催の可否を検討せざるを得ない
場合が考えられます。内容変更や中止については公園ホームページで発表いたします。なにとぞご了承いただきますようお願いいたします。 
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日程：2021.6.30～2022.3.31
（※各会場によって、展示期間は異なります。）

会場：野洲図書館、湖南市立甲西図書館、
竜王町公民館交竜フロア他

詳細は、公園HPをご覧ください。



◎掲載内容は、2021年6月現在の予定です。天候等都合により変更となる場合がございます。　◎往復ハガキで申込む事業につきましては、一人1枚でお願いいたします。

遊　ぶ

希望が丘
交流ひろば②③④ 【全4回】

② 9月11日土・12日日
③11月13日土・14日日
④令和4年3月19日土・20日日
各日9：30〜15：00

《参加料》 入場無料、フリーマーケット出店料3,000円 
《定員》 フリーマーケット：150区画 《募集期間》 ②7月

12日㊊〜8月6日㊎　③9月13日㊊〜10月8日㊎　④1月
17日㊊〜2月11日㊎ 《申込方法》 往復はがき又はホーム
ページ内の申込フォームに出店希望日（いずれか1日）・
〒・住所・代表者氏名（フリガナ）・電話番号・参加者人数・
出店内容を明記。 スポーツ ゾーン 問合せ先 B

約150店舗のフリー
マーケットと食事コー
ナーがあります。

《参加料》 300円 《参加対象》 3歳〜小学3年生とその家族
（保護者同伴） 《定員》 各回とも30名［先着順］ 《募集期間》 

募集終了

ちびっこファミリー
自然とあそぼう③④【全4回】

③ 9月20日月㊗ 
④10月 9日土 各日10：00〜12：00

自然を体験し、楽しみながら
学ぶ場を提供します。

文  化 ゾーン 問合せ先 A

《参加料》 たこキット1つ：400円 《定員》 100名《募集期
間》 11月頃〜《申込方法》 FAX、Eメールのいずれかで、〒・
住所・お子様／保護者様の氏名（フリガナ）・電話番号・必
要なたこキット数を通知。

希望が丘 新春まつり
令和4年1月9日日
10：00〜15：00

年の初めに元気に凧をあげましょう。

文  化 ゾーン 問合せ先 B

学　ぶ

希望が丘 自然観察会③④【全4回】
③10月16日土
　秋の山野草と樹木たち
④令和4年3月12日土
　早春の水辺の生物たち
各日9：30〜12：30

公園内を散策しながら、自然
観察を行います。

《参加料》 各回500円 《参加対象》 小学生以上（小学生は保
護者同伴） 《定員》 各回30名 《募集期間》 募集中 《申込方
法》Eメールに、希望日・参加者全員の〒・住所・氏名（フリガ
ナ）・電話番号・学年（年齢）・メールアドレスを明記。

文  化 ゾーン 問合せ先 A

希望が丘 冬の里山楽校
12月4日土〜5日日
10：00〜翌15：00

冬の希望が丘で自然と
のふれあいや里山体験
により、環境や生態系
への気付きを得る機会
を提供します。

《参加料》 7,000円 《参加対象》 県内在住の小学1〜6年生 
《定員》 60名［申込み多数の場合は抽選］ 《募集期間》 10月2

日㊏〜23日㊏ 《申込方法》 Eメールに、〒・住所・氏名（フリ
ガナ）・学年（年齢）・学校名・性別・電話番号・メールアドレ
スを明記。 文  化 ゾーン 問合せ先 A

1泊2日

希望が丘 冬の林間スクール
令和4年1月15日土〜16日日
10：00〜翌15：00

子どもたちが生活体験
や自然体験活動を通し
て、自主性・協調性・社
会性を身につけること
を目的とします。

《参加料》 7,000円 《参加対象》 県内在住の小学1〜6年生 
《定員》 60名［申込み多数の場合は抽選］ 《募集期間》 11

月12日㊎〜12月3日㊎ 《申込方法》 Eメールに、〒・住所・
氏名（フリガナ）・電話番号・学年（年齢）・メールアドレス
を明記。

文  化 ゾーン 問合せ先 A

1泊2日

キャンプ

希望が丘 ふれあいキャンプ ②
〜病気の子どもたち・
 障がいのある子どもたちとともに〜

一人では活動するこ
とができない難しい
病気や障害のある子
どもたちとその家族
を対象に、自然の中で
キャンプ体験する機
会を提供します。

《参加料》 3歳以上：1,500円／小学生以上：2,000円／中学
生以上：3,000円 《参加対象》 病気や障がいのある児童生
徒とその家族・支援者 《定員》 50名［先着順］ 《募集期間》 
7月4日㊐〜8月28日㊏ 《申込方法》 電話、FAX、Eメールの
いずれかで、〒・住所・氏名（参加者全員／フリガナ）・電
話番号・生年月日・学年（年齢）・学校名・性別・看護の程度
を通知。

野  外 ゾーン 問合せ先 C

9月4日土・5日日
11：00〜15：00

希望が丘 ちびっこキャンプ

初 め て お 泊 ま り
キャンプをする小
学校低学年の児童
が様々な活動を通
じて、自主性や協調
性を身に付けるこ
とを目的とします。

《参加料》 8,500円 《参加対象》 県内在住の小学1〜3年生 
《定員》 60名［申込み多数の場合は抽選］ 《募集期間》 8月

27日㊎〜9月8日㊌ 《申込方法》 Eメールで、〒・住所・氏名
（フリガナ）・電話番号・性別・生年月日・学校名・学年（年

齢）・メールアドレスを明記。

野  外 ゾーン 問合せ先 C

10月9日土〜10月10日日
10：00〜翌15：00

1泊2日

キャンプ活動の力
〜そのとき！あなたにできること〜

防災や災害時などでも
役立つキャンプでの基
本的なスキルを楽しく
学びましょう。家族で
の参加もできます。

《参加料》 3歳未満：無料／3歳以上中学生まで：1000円／
高校生以上：1,500円 《定員》 80名 《募集期間》 8月1日㊐
〜随時 《申込方法》 Eメールで［shiga@camping.or.jp］、
参加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・学年（年齢）・電
話番号・メールアドレスを明記。

野  外 ゾーン 問合せ先 C

10月17日日 10：00〜15：00

希望が丘
わいわいクリスマスクッキング

寒い中でも、家族やお友達と協力してつくる 
野外調理で体も心もあったかくする企画 
です。

《参加料》 3歳以上：1,500円／中学生以上：2,000円 《参加
対象》 子どもを含む家族やグループ 《定員》 120名［先着
順］ 《募集期間》 11月5日㊎9：00〜 《申込方法》 Eメール
で、参加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・
電話番号・メールアドレスを明記。

野  外 ゾーン 問合せ先 C

12月19日日 9：30〜15：30

希望が丘 冬のプチキャンプ

寒さを吹き飛ばす野外プログラムを体験し、
家族やお友だちと冬の希望が丘を楽しみま
しょう。

《参加料》 3歳以上：1,000円／中学生以上：1,500円 《参加
対象》 子どもを含む家族やグループ 《定員》 60名［先着
順］ 《募集期間》 12月4日㊏9：00〜 《申込方法》 Eメール
で、参加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・
電話番号・メールアドレスを明記。

野  外 ゾーン 問合せ先 C

令和4年1月23日日 9：30〜15：30

希望が丘 春のプチキャンプ

自然体験や野外活動を楽しむデイキャンプ
を通して、家族やグループに創造力を豊かに
する機会をお届けします。

《参加料》 3歳以上：1,000円／中学生以上：1,500円 《参加
対象》 子どもを含む家族やグループ 《定員》 120名［先着
順］ 《募集期間》 令和4年1月7日㊎9：00〜 《申込方法》 E
メールで、参加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・年齢・
性別・電話番号・メールアドレスを明記。

野  外 ゾーン 問合せ先 C

令和4年3月13日日 9：30〜16：00

スポーツ

希望が丘
スポーツフェスティバル

スポーツ体験コーナー（ス
ポーツ鬼ごっこ体験、ボッ
チャ体験他）を設置します。気軽に参加して
下さい。気持ちのいい汗をながしましょう！

《参加料》 無料 《申込方法》 当日受付

9月11日土・12日日
10：00〜14：00

スポーツ ゾーン 問合せ先 B

全国の仲間と深めよう競いあおう
第11回 びわ湖カップ
なでしこサッカー大会 （U-12）

新設の人工芝
球技場他で全
国各地域から
選抜された小
学 6 年 生 以 下
の少女の全32
チームのサッ
カー大会です。

《参加料》 1チーム：15,000円 《参加対象》 小学6年生以下
で構成されている（公財）日本サッカー協会登録女子選
手 《定員》 全国32チーム 《募集期間》 9月頃〜 《申込方
法》 全国各地域の当公園が指定する大会を勝ち抜いた
チームがEメールにて。

令和4年2月19日土〜20日日
【開会式】10：00〜　【閉会式】14：10〜

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

希望が丘
家族ふれあいランニング
スクール2022

指導者によるラン
ニング指導を通じ
て、走る楽しさと
家族のふれあいを
深めましょう。

《参加料》 1人500円 《参加対象》 県内の小学生とその保
護者 《定員》 家族150名［小学生のみの参加も可］ 《募集期
間》 10月15日㊎〜12月10日㊎ 《申込方法》 Eメールにて、
〒・住所・氏名（小学生・保護者／フリガナ）・電話番号・年
齢・性別、保護者はスクールへの参加の有無を明記。

令和4年1月10日月㊗
9：00　【閉会式】15：00〜

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

希望が丘
ハイキング③④【全4回】

自然とふれあい、参加者同士の交流を深めま
しょう。

《参加料》 各回400円 《参加対象》 小学生以上（小学生は保
護者同伴） 《定員》 各回30名 《募集期間》 募集中 《申込方
法》 電話、FAX、Eメールのいずれかで、〒・住所・氏名（フ
リガナ）・電話番号・年齢を明記。

③11月27日土
　妹背の里〜雪野山ウォーク
④令和4年3月5日土
　青年の城〜鏡山〜道の駅竜王かがみの里
各日9：00〜14：00

文  化 ゾーン 問合せ先 B

希望が丘
ディスクゴルフ大会2021

滋賀県フライングディスクゴルフ協会と協働し、
広大な敷地と常設コースを活用した大会です。

《参加料》 大学生：1,500円／高校生以下：1,000円／一般：
2,000円 《参加対象》 競技可能な方ならどなたでも 《定
員》 70名 《募集期間》 7月25日㊐〜9月11日㊏ 《申込方
法》 電話、FAX、Eメールのいずれかで、〒・住所・氏名（フ
リガナ）・電話番号・生年月日・部門を明記。

9月26日日 9：30〜16：30

文  化 ゾーン 問合せ先 A

《参加料》 3歳以上：4,000円／一般：4,500円／高校生以
上：4,500円、 【日帰り】1日目3,000円／2日目2,000円 《参
加対象》 県内在住で子どもを含む家族やグループ 《定員》 
90名［先着順］ 《募集期間》 8月1日㊐〜 《申込方法》 Eメー
ルで、参加者の〒・住所・氏名（フリガナ）・電話番号・年齢

（学年）・学校名・性別・生年月日・メールアドレスを明記。

希望が丘
まるごとファミリーフェスタ
10月2日土〜3日日
9：30〜翌15：00

様々な世代が希望が丘の自然
の中で活動し、スポーツや野外
活動をとおして交流します。

1泊2日

問合せ先 Aスポーツ・野外・文化 ゾーン

《参加料》 一部有料  《申込方法》 当日受付

希望が丘 ふれあい祭
11月13日土・14日日
9：30〜15：30

体験コーナーや音楽ステージなど。さわやか
な秋の日をご家族みんなでお楽しみ下さい。

スポーツ ゾーン 問合せ先 B

《参加料》 一部有料  
《申込方法》 当日受付

希望が丘
スプリングフェスティバル
令和4年3月19日土・20日日
9：30〜15：30

春を迎えた公園へ出
かけましょう。様々な
レクリエーションを
ご用意します。

スポーツ ゾーン 問合せ先 B

ビワイチ・プラス応援イベント

スポーツバイクに乗っ
て、秋の希望が丘を走り
ましょう！（詳細は現在
調整中です。）

《参加料》 無料 《参加対象》 小学生以上 《申込方法》 当日
受付（ただし10月2日㊏のイベントは予約制です）

10月2日土 
スポーツサイクル試乗体験（予約制）
10月3日日
いろいろなスポーツバイクに乗ろう
各日10：00〜15：00

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

希望が丘 秋のプチキャンプ

秋の希望が丘を満喫
するプログラムを通
じて、野外活動を楽
しむデイキャンプの
魅力を発見します。

《参加料》 3歳以上：1,000円／中学生以上：1,500円 《参加
対象》 子どもを含む家族やグループ 《定員》 120名［先着
順］ 《募集期間》 9月11日㊏〜 《申込方法》 Eメールで、参
加者全員の〒・住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・電話番
号・メールアドレスを明記。

野  外 ゾーン 問合せ先 C

11月7日日 9：30〜16：00


