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4月

9日㊐ 希望が丘トレイルランニングレース2023[共催事業]

15日㊏
希望が丘ハイキング①
自然観察会①

16日㊐ ふれあいディキャンプ[共催事業]
19日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会①
29日㊏㊗ 日本野鳥の会　滋賀探鳥会①
29日㊏㊗・30日㊐ GWキッズわくわくランド

5月

4日㊍㊗・5日㊎㊗・
6日㊏ やまもりハプン▷希望が丘

13日㊏・14日㊐ 希望が丘新緑祭／交流ひろば①
17日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会②
20日㊏～21日㊐ 希望が丘里山楽校
21日㊐ ビワイチプラス応援イベント①

28日㊐
ちびっこファミリー自然とあそぼう①
全関西学生スキー連盟第66回春期季節外（駅伝）競技会 
※

6月

10日㊏～11日㊐ 希望が丘アウトドアキッズキャンプ

11日㊐

滋賀県スポーツ少年団サッカー交流大会　U-10　
2023in希望が丘
日本野鳥の会　滋賀探鳥会②
YMCAチャリティラン

17日㊏ ちびっこファミリー自然とあそぼう②
18日㊐ 希望が丘ハイキング②
21日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会③

24日㊏ 第36回滋賀県グラウンド・ゴルフ春季大会決勝大会
［共催事業］

7月

1日㊏～31日㊊ 希望が丘書道展（募集期間）
1日㊏～2日㊐ 希望が丘ファミリーキャンプフェスタ
2日㊐ 希望が丘自然観察会②
8日㊏～9日㊐ 第25回日本オープンディスクゴルフトーナメント
19日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会④
27日㊍～29日㊏ 希望が丘夏休み自然塾

30日㊐ 希望が丘夏休みわんぱくキャンプ
事前説明会＆出会いのつどい

8月

6日㊐～8日㊋/
11日㊎㊗～13日㊐ 希望が丘夏休みわんぱくキャンプ/②

9日㊌または
10日㊍ 希望が丘書道展（審査会）

18日㊎～20日㊐ 第56回滋賀県スポーツ少年大会[共催事業]
23日㊌～24日㊍ 輝竜キャンプ[共催事業]
26日㊏～
9月24日㊐ 希望が丘書道展（展示期間）

9月

3日㊐
関西ＭＴＢ普及大会　CHILD CHALLENGE
ふれあいディキャンプ②［共催事業］

9日㊏・10日㊐ 希望が丘スポーツフェスティバル／交流ひろば②
17日㊐ 2023全関西学生ローラースキー大会※
18日㊊㊗ ちびっこファミリー自然とあそぼう③
20日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑤
23日㊏㊗ けんせつみらいフェスタ※

24日㊐
希望が丘ディスクゴルフ大会2023
希望が丘マウンテンランニング

30日㊏ 希望が丘秋まつり／交流ひろば③

10月

1日㊐ 希望が丘秋まつり／交流ひろば③
7日㊏～8日㊐ 希望が丘ちびっこキャンプ
8日㊐・9日㊊㊗ カローラフェスタ ※
14日㊏ 自然観察会③

15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]

18日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑥

21日㊏
第36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

22日㊐ 希望が丘ハイキング③
28日㊏・29日㊐ Oｈ！タム　キッズのびのびランド
29日㊐ 全関西スキー連盟第66回　秋期季節外競技大会※

 11月

3日㊎㊗ 平和堂・Ｓ＆Ｂ杯ちびっ子健康マラソン ※
5日㊐ ］業事催共［）女・男（会大走競伝駅校学等高県賀滋
11日㊏・12日㊐ 希望が丘ふれあい祭／交流ひろば④
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]
15日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑦
17日㊎ 県中学校駅伝大会※
17日㊎～19日㊐ キャンプインストラクター養成講習会[共催事業]

18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]

19日㊐ びわ湖駅伝スポーツフェスティバル
23日㊍㊗ ストックウォーキング［共催事業］
26日㊐ e-radio 42.195kmリレーマラソン※

12月

2日㊏ ちびっこファミリー自然とあそぼう⑤

3日㊐
自然観察会④
滋賀県中学生ベースボールフェスティバル2023

10日㊐ 希望が丘わいわいクリスマスクッキング

9日㊏～10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］

16日㊏～17日㊐ 希望が丘冬の里山楽校

16日㊏ 第31回全国中学校駅伝大会　開始式※
開始式の会場は野洲総合体育館

17日㊐ 第31回全国中学校駅伝大会※
20日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑧

1月

7日㊐
たこあげのつどい
関西シクロクロス大会 ※

8日㊊㊗ 希望が丘ランニングスクール2024
13日㊏～14日㊐ 希望が丘冬の林間スクール
17日㊌ 希望が丘グラウンド・ゴルフ月例大会⑨

2月
4日㊐ ＢＩＷＡＫＯクロカン2024
17日㊏～18日㊐ 第13回びわ湖カップなでしこサッカー大会（Ｕ-12）

3月

2日㊏ 希望が丘ハイキング④

3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㊏ 自然観察会⑤

10日㊐
スポーツイベント[共催事業]
希望が丘春のプチキャンプ

13日㊌ 希望が丘GG　グランド・チャンピオン大会
16日㊏・17日㊐ 希望が丘スプリングフェスティバル／交流ひろば⑤



《参加料》 詳細はHP、SNSにてお知らせいたします 《参加対象》県内の小学校、中学校、義務教
育学校および特別支援学校の小学部・中学部に在籍する生徒 《定員》 応募作品の中から100
点を選出し、展示 《募集期間》R5.7.1（土）～7.31（月）《申込み方法》募集チラシ（応募用紙付
き）からご応募ください。

4月16日日　10：00〜15:30

7月1日土〜2日日　13：00〜翌12：00

事前説明会＆出会いのつどい　7月30日日
Ａ日程　8月6日日〜8日火
Ｂ日程　8月11日金㊗〜13日日
10：00〜最終日14:30

①4月15日土　②6月18日日
9：00〜14:00

6月11日日　9：10〜16:30

5月21日日　10：00〜15:00

6月10日土〜11日日　10：00〜翌15：00

募集期間　7月1日土〜7月31日月
審査会　　8月9日水又は10日木
展示期間　8月26日土〜9月24日日
9：00〜17：00

《参加料》 3歳未満：無料、3歳以上：1500円、小学生以上：
2000円、中学生以上:3000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》 30名〈先着順〉 

《募集期間》 R5.3.1（水）～3.31（金） 《申込み方法》Eメール
（npotakou@gmail.com)で、〒・住所・氏名（参加者全員/

フリガナ）・所属先（学校か勤務先）・年齢（学年）・性別・電
話番号・Ｅメール・看護の程度を明記

《参加料》 ロッジ泊：中学生以上4,400円、小学生以下
3,300円、テント泊：中学生以上3,800円、小学生以下
2,800円 《参加対象》子どもを含む家族やグループ 

《定員》 150名（未成年の方のみの申し込みは不可） 
《募集期間》R5.5.13（土）9時～　先着順 《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（学年）・生年月日・TEL・メールアドレスを明記

（テント泊は２名以上、ロッジ泊のみ5名以上から）

《参加料》 15,000円《参加対象》県内在住の小学4～6年生 
《定員》 両日程で、80名〈申込み多数の場合は抽選〉 《募集

期間》R5.6.16（金）～6.30（金） 《申込み方法》Eメールで〒・住
所・氏名（フリガナ）・性別・生年月日・学校名・年齢（学年）・TEL・
メールアドレスおよび参加の動機を明記

《参加料》 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《先着
順》 《募集期間》前日の正午まで 《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）・電話番号を明記

《参加料》 観覧無料《参加対象》滋賀県スポー
ツ少年団に登録している小学4年生以下 《定
員》 16チーム 《申込み方法》滋賀県スポーツ
少年団サッカー競技専門部から往復はがき
で登録チームに通知

《参加料》 無料《参加対象》子どもから大人ま
で 《申込み方法》当日会場にて受付

《参加料》 8,500円  《参加対象》 県内在住小学1～3年生
《定員》 80名〈申込み多数の場合は抽選〉 《募集期間》

R5.4.21（金）～5.5（金） 《申込み方法》Eメールで〒・住所・
氏名（フリガナ）・性別・生年月日・学校名・年齢（学年）・
TEL・メールアドレスおよび参加の動機を明記

アウトドアクッキングや、大道芸などをみんな
で楽しみます。気軽に参加してください。

テントやロッジでの宿泊体験や野外調理、
キャンプファイアーなど普段できない体験
を家族で楽しみましょう。

自然に親しむフィールドワークやテーマに
沿った体験もたくさんあります。公園のキャ
ンプリーダーがサポートします。テントで泊
まります。

自然とふれあい、参加者同士の交流
を深めましょう。

芝生ランドの特設ピッチで行う小学
４年生以下の選手対象の大会です。

スポーツサイクルの試乗や、タンデ
ム自転車などに乗って希望が丘を駆
け回ろう。

自然体験・野外活動体験にふれあうメニューが
盛りだくさんです。テントで泊まります。

書道を通じて、自然や仲間とのふれあいの大切さを学びましょう。

ふれあいディキャンプ①《全2回》
～病気の子どもたち・障がいのある子どもたちとともに～

希望が丘 ファミリーキャンプフェスタ

希望が丘 夏休みわんぱくキャンプ

希望が丘 ハイキング①スポーツ会館～城山
②青年の城～鏡山《全4回》

滋賀県スポーツ少年団サッカー交流大会
U-10　2023 in 希望が丘

ビワイチプラス応援イベント
サイクリング体験 ～希望が丘へ行こう～

希望が丘 アウトドアキッズキャンプ

希望が丘 書道展

野  外 ゾーン 問合せ先 C

野  外 ゾーン 問合せ先 C

野  外 ゾーン 問合せ先 C

野  外 ゾーン 問合せ先 C

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

スポーツ ゾーン 問合せ先 D

文  化 ゾーン 問合せ先 B

キャンプ
スポーツ

問合せ先 Bスポーツ・文化 ゾーン



《参加料》 入場無料、フリーマーケット出店料3,000円 
《参加対象》 子どもから大人まで 《定員》 フリーマー

ケット80区画  《募集期間》①R5.3.8（水）～4.2（日）②
R5.7.12（水）～8.6（日）③R5.8.1（火）～8.26（土）《申込
み方法》 HP内の申し込みフォームに、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名程度《先着順》  

《募集期間》R5.3.3（金）～随時《申込み方法》全５回分
を募集します。詳細はHPをご覧ください。

《参加料》 21,000円 《参加対象》 県内在住の小学3
～6年生 《定員》 50名〈申込み多数の場合は抽選〉  

《募集期間》R5.5.28（日）～6.11（日）《申込み方法》は
がきに、希望コース（第2希望まで）・〒・住所・氏名（フリガナ）・性別・生年月日・TEL・学校名・
年齢（学年）・希望の動機を明記。詳細はHPをご覧ください。

《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》R5.3.27（月）～4.10（月）《申込み方法》Eメールで〒・住所・氏名（フリガナ）・性
別・生年月日・学校名・年齢（学年）・TEL・メールアドレスを明記。

◎掲載内容は、2023年3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、2023年3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。

①5月28日日　　新緑の森で遊ぼう
②6月17日土　　初夏のいきもの探し
③9月18日月㊗　秋の空をながめてみよう
10：00〜12:00

4月29日土㊗・30日日
9：30〜15：00

5月13日土・14日日
9：30〜15：00

5月4日木㊗・5日金㊗・6日土
10：00〜16：00

①5月13日土・14日日　　  ②9月9日土・10日日
③9月30日土・10月1日日　9：30〜15：00

①4月15日土　春の鳥たち
②7月2日日　梅雨時のキノコたち
9：30〜12：30

7月27日木〜7月29日土
10：00〜最終日15:30

5月20日土〜21日日
10：00〜翌15：00

《参加料》 各回300円 《参加対象》 3歳～小学3年生とその
家族 《定員》 各回30名〈申し込み多数の場合は抽選〉 《募
集期間》 R5.4.10（月）～ 《申込み方法》全５回分を募集し
ます。詳細はHPをご覧ください。

《参加料》 一部有料 《参加対象》 子どもから大人まで
《申込み方法》当日会場にて受付

《参加料》 一部有料 《参加対象》 子どもから大人
まで 《申込み方法》当日会場にて受付

《参加料》 500円（14時以降200円） 《参加対象》 子どもから大人まで 《定員》 入場制限はなし
（各ワークショップの定員はブログでご確認ください。 《申込み方法》当日会場にて受付

家族や小グループを対象に季節ごとにテーマ
を変えて、希望が丘の自然であそびましょう！

新緑の文化ゾーンで自然体験。色々な体
験コーナーがみなさんの参加をお待ち
しています。

新緑の希望が丘で楽しく過ごしましょ
う。各種体験コーナーなど楽しい催しも
のを用意しています。

おとなから子どもまで、作ることや表現
することを楽しめる、全力図画工作の
ワークショップと野外
展覧会の「体験型アート
イベント」です！詳細は
モファ公式ブログでご
覧ください。

フリーマーケットを開催します。
キッチンカーも出展予定です。

希望が丘文化公園を散策する気分で、気軽
に参加してください。

希望が丘の広大な自然の中で、専門家
の丁寧な指導の下に、楽しくより深く
動物や植物の生態や地質などを学ぶこ
とができます。

新緑の中で、仲間と協力して鳥の巣箱づく
りやキャンプファイヤーを体験したり、ス
トーンクラフトなどの「ものづくり」の楽し
さを味わうことができます。

ちびっこファミリー自然とあそぼう
①②③《全5回》

春の希望が丘魅力発信事業
ＧＷキッズわくわくランド

希望が丘 新緑祭

やまもりハプン▷希望が丘 2023
白昼堂々図画工作

希望が丘 交流ひろば①②③《全5回》

希望が丘 自然観察会①②《全5回》

希望が丘 夏休み自然塾

希望が丘 里山楽校

スポーツ ゾーン 問合せ先 B

スポーツ ゾーン 問合せ先 B

@shiga_kiboupark @kiboupark.shiga @kiboupark.shiga

公式SNS
 はじめました!

文  化 ゾーン 問合せ先 A

文  化 ゾーン 問合せ先 A

文  化 ゾーン 問合せ先 A

文  化 ゾーン 問合せ先 A

文  化 ゾーン 問合せ先 B

文  化 ゾーン 問合せ先 B

遊　ぶ

学　ぶ


