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※印は、後援・協力事業です。

令和４年

12月

3日㊏ ちびっこファミリー自然とあそぼう⑤

4日㊐

希望が丘自然観察会④

滋賀県中学生ベーボールフェスティバル2022
［共催事業］

日本野鳥の会滋賀探鳥会④ ※

10日㊏～11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］

17日㊏～18日㊐ 希望が丘冬の里山楽校

18日㊐ 第30回　全国中学校駅伝競走大会 ※

21日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑧

25日㊐
希望が丘わいわいクリスマスクッキング

希望が丘時間耐久クロスカントリーリレー2022

1月

8日㊐
たこあげのつどい

関西シクロクロス大会 ※

9日㊊㊗ 希望が丘家族ふれあいランニングスクール2023

14日㊏～15日㊐ 希望が丘冬の林間スクール

18日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑨

22日㊐ 希望が丘冬のプチキャンプ

2月

5日㊐ BIWAKOクロカン2023

18日㊏～19日㊐ 第12回びわ湖カップなでしこサッカー大会
（Ｕ-12）

26日㊐ 希望が丘ウルトラランレース ※

3月

4日㊏
希望が丘ハイキング④

希望が丘自然観察会⑤

8日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ
グランドチャンピオン大会

12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］

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］

18日㊏・19日㊐ 希望が丘スプリングフェスティバル／
交流ひろば⑤

年
間
公
園
事
業
一
覧

9月

4日㊐
希望が丘ふれあいディキャンプ②［共催事業］

関西MTB普及大会　CHILD CHALLENGE ※

10日㊏・11日㊐ 希望が丘スポーツフェスティバル／
交流ひろば②

18日㊐ 全関西学生ローラースキー大会 ※

19日㊊㊗ ちびっこファミリー自然とあそぼう③

21日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑤

24日㊏ 希望が丘マウンテンランニング ※

25日㊐ 希望が丘ディスクゴルフ大会2022

10月

1日㊏・2日㊐ 希望が丘秋まつり/交流ひろば③

8日㊏～9日㊐ 希望が丘ちびっこキャンプ

9日㊐ 日本野鳥の会滋賀探鳥会③ ※

15日㊏ 希望が丘自然観察会③

16日㊐
ちびっこファミリー自然とあそぼう④

キャンプ活動の力［共催事業］

19日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑥

22日㊏
第35回滋賀県グラウンド・ゴルフ秋季大会決勝
大会［共催事業］

ビワイチプラス応援イベント②

29日㊏ 希望が丘ハイキング③

29日㊏～30日㊐ 希望が丘まるごとファミリーフェスタ　

30日㊐ 全関西学生スキー連盟
第65回秋期季節外(クロスカントリー)競技会 ※

11月

3日㊍㊗ 第38回平和堂・Ｓ＆Ｂ杯
ちびっ子健康マラソン ※

6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］

12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］

12日㊏・13日㊐ 希望が丘ふれあい祭／交流ひろば④

16日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑦

18日㊎ 滋賀県中学校駅伝大会
（全国中学校駅伝リハーサル） ※

18日㊎～20日㊐ キャンプインストラクター養成講習会
［共催事業］

19日㊏
もみじのつどい

レッツ・エンジョイ・ウォーキング［共催事業］

20日㊐ びわ湖駅伝スポーツフェスティバル2022

23日㊌㊗ 第16回ストックウォーキング［共催事業］
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スポーツスポーツ

問合せ先 Aスポーツ・野外・文化 ゾーン

◎掲載内容は、2022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。◎掲載内容は、2022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。

②9月10日土・11日日
③10月1日土・2日日
④11月12日土・13日日
⑤3月18日土・19日日
9：30〜15:00

③10月15日土　秋の山野草と樹木たち
④12月4日日　希望が丘の岩や石
⑤3月4日土　早春の水辺の生物たち
9：30〜12:30

10月29日土〜30日日　
《1泊2日》
9：30〜翌15：00

12月25日日　
9：30〜15：30

9月4日日　9：30〜15：45 10月16日日　
10：00〜15：00

9月25日日　
9：30〜16：30

12月4日日
8：00〜15：30

1月9日月㊗
9：00〜閉会式15:00〜

③10月29日土
　古代の息吹くロマンの山 雪野山へ挑む
④3月4日土
　忍びの道・十二坊 修験道を駆ける
9：00〜14：00

10月22日土　
10：00〜15：00

10月8日土〜10月9日日
《1泊2日》
10：00〜翌15：00

11月6日日
9：30〜16：00

1月22日日
9：30〜15：30

3月12日日　9：30〜16：00

11月12日土・13日日　
9：30〜15：00

12月17日土〜18日日
《1泊2日》　
10：00〜翌15：00

1月14日土〜15日日
《1泊2日》　
10：00〜翌15：00

11月19日土　
10：00〜14：00

1月8日日　
10：00〜15：00

11月12日土
9：30〜14：00

9月10日土・11日日
9：30〜15:00

3月18日土・19日日
9：30〜15:00

10月1日土・2日日
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
リーマーケット各日80区画 《募集期間》②7月11日月～8月5日
金③8月1日月～8月26日金④9月12日月～10月7日金⑤1月16
日月～2月10日金 《申込み方法》 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。

《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 《申込み方法》 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。

《参加料》 3歳以上：4,000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》 100名〈先着順〉 《募集期間》 8月1日月
～ 《申込み方法》 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。

《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》 
10月29日土9時～ 《申込み方法》 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。

《参加料》 「日帰り」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》 20名〈先着順〉 《募集期間》 8月1日月～ 

《申込み方法》 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。

《参加料》 3歳未満:無料、3歳以上中学生まで:1,000円、高校生
以上:1,500円 《定員》 80名 《募集期間》 8月1日月～随時 《申込
み方法》 メールで、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。Eメール：shiga@
camping.or.jp

《参加料》 大学生以下：1,500円、高校生以下：1,000円以下、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24日日～9月10日土 《申込み方法》 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。

《参加料》 1チーム（10名）2,000円、個人300円 《参加対象》 県内
の中学生（学校、個人）、軟式野球チーム（クラブチーム） 《定員》 
200名 《募集期間》 11月1日火～11月15日火 先着順で定員にな
り次第締め切ります） 《申込み方法》 メールまたはFAXで①所
属チーム名②参加者全員の氏名・ふりがな・学年③郵便番号④
住所⑤連絡先電話番号⑥運営協力者名を通知

《参加料》 1人1,000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4日

火～11月3日木㊗ 《申込み方法》 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。

《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～ 《申込み方法》 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メールにて。

《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 《申込み方法》 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。

《参加料》 無料 《参加対象》 ①小学生以上②４、５才 《定員》 ①
200名②20名 《募集期間》 ①当日受付②9月から募集予定。詳し
くはHPにて。  《申込み方法》 ①当日受付②事前予約

《参加料》 8,500円 《参加対象》 県内在住小学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19日金～9月2日
金 《申込み方法》 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。

《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10日土9時～ 《申込み方法》 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。

《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》 
11月26日土9時～ 《申込み方法》 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。

《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5年1月14日土9時～ 《申込み方法》 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。

《参加料》 一部有料  《申込み方法》 当日受付

《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日日～
23日日 《申込み方法》 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。

《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日土
～12月3日土 《申込み方法》 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。

《参加料》 一部有料 《参加対象》 小学生以上 《申込み方法》 当日
受付

《参加料》 たこキット1つ 400円  《定員》 100名 《募集期間》 11月
頃～  《申込み方法》 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。

《参加料》 無料《参加料》 一部有料 《申込み方法》 当日受付

《参加料》 一部有料 《申込み方法》 当日受付

《参加料》 一部有料 《申込み方法》 当日受付

80店舗のフリーマーケット
を開催します。

公園内を散策しながら、自
然観察を行います。

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。

寒い中でも、家族やお友達と
協力してつくる野外調理で
体も心もあたたかくする企
画です。

一人では活動すること
ができない病気や障が
い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。

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。

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。

試合の勝ち負けの結果だけに
とらわれずベースボールの素
晴らしさ、楽しさを再発見！
・キャッチボールクラシック
・各種コンテスト
（遠投、スピードガン、スイング
スピード、ベースランニング）

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。

自然とふれあい、参加者同士の交流を深めましょう。

スポーツバイクに乗って秋
の希望が丘を走りましょう。
①いろんな自転車に乗って
みよう！
②子ども自転車教室（午前１回、午後1回）

初めてお泊まりキャンプする
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。

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。

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。

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。

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。

冬の希望が丘で自然とのふ
れあいや里山体験により、環
境や生態系への気づきを得
る機会を提供します。

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。

かえでの森で紅葉を鑑賞し
ましょう♪

年の初めにみんなで元気に
凧をあげましょう。

芝生ランドでよさこい
の演舞を披露します。み
んなで楽しみましょう。

スポーツ体験コーナーを
設置します。
気軽に参加して下さい♪

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。

体験コーナーやレクリエー
ションコーナーなど。秋らし
い催し物を用意してみなさ
んをお待ちしています。

希望が丘
交流ひろば②③④⑤《全5回》

希望が丘
自然観察会③④⑤《全5回》

希望が丘
まるごとファミリーフェスタ

希望が丘
わいわいクリスマスクッキング

希望が丘
ふれあいディキャンプ②

キャンプ活動の力
～そのとき！あなたにできること～

希望が丘
ディスクゴルフ大会2022

滋賀県中学生
ベースボールフェスティバル2022

希望が丘
家族ふれあいランニングスクール2023

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

希望が丘
ハイキング③④《全4回》

ビワイチプラス応援イベント
こどもビワイチ体験会 第②弾
いろんな自転車にのってみよう！

希望が丘 ちびっこキャンプ
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希望が丘 冬の林間スクール

もみじのつどい

たこあげのつどい

よさこいソーランの競演
in 希望が丘文化公園

希望が丘
スポーツフェスティバル

希望が丘
スプリングフェスティバル

希望が丘 秋まつり
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公式SNS
 はじめました!
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2月18日土〜19日日
開会式10:00〜閉会式14:10〜
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。


