
月　日 イベント名 主　催　（共　催） 開催場所 参加資格他 備考

４/１（月）～
１０/３１（木）

第8回フォトコンテスト せんなん里海公園管理事務所 一般 事前申込　無料

４月６(土） 　海藻おしば教室＆展示 せんなん里海公園管理事務所 しおさい学習館 一般 事前申込　無料

４/１３（土）～
５/１２（日）

鯉のぼり掲揚 せんなん里海公園管理事務所 せんなん里海公園内 一般者寄贈 無料

４/２０(土）～
６/２(日）

潮干狩り
箱作海水浴場管理組合

（下荘漁業組合：072-476-0473）
ぴちぴちビーチ 一般 有料

４/２０(土）～
６/２(日）

潮干狩り
淡輪潮干狩り管理組合

（淡輪漁業組合：072-494－3069）
ときめきビーチ 一般 有料

４/1４(日） ビーチテニス教室 せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレーコート 一般 事前申込　無料

３/２1(木）～
４/７（日）

スケルトンカヤック春休みキャンペーン せんなん里海公園管理事務所 さとうみ磯浜内海 一般
事前申込
当日申込

４/８（月）～
１１/3０(土）

スケルトンカヤック せんなん里海公園管理事務所 さとうみ磯浜内海 一般
事前申込
当日申込

５/５(日） 裸足キッズ大集合！ せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレーコート 一般
当日参加

無料

５/５(日） みんなでつくる豊かな大阪湾プロジェクト
NPO法人大阪湾沿岸域環境創造研究

センター
しおさい学習館 一般 無料

５/１９（日） ４人制ビーチバレーボール大会(連盟)・BTOC共催 大阪府ビーチバレー連盟 ・BTOC
ときめきビーチ＆

潮騒ビバレーコート
一般 事前申込

５/1９（日） ビーチバレー教室 せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレーコート 一般 事前申込　無料

５/２６（日） 岬ライオンズクラブ第１１回ビーチバレー大会 岬ライオンズクラブ
ときめきビーチ＆

潮騒ビバレーコート
一般 観戦無料

６/２(日） 大阪湾生き物一斉調査 里海クラブ連絡協議会 しおさい学習館 一般 事前申込

６/８（土） JFA大阪大会 潮騒ビバレーコート

６/９(日） JFA大阪大会 潮騒ビバレーコート

６/12(水） ラベンダースティック講習会 せんなん里海公園管理事務所 しおさい楽習館 一般 事前申込

６/１６（日） COSMICミニトライアスロン チーム・コスミック事務局 せんなん里海公園内 一般 事前申込

６/中～７/７(金） 七夕笹飾り せんなん里海公園管理事務所 しおさい楽習館 一般 無料

６/２３（日） 高校生実技講習会 大阪府ビーチバレー連盟 潮騒ビバレー＆浜コート 事前申込 無料

６/２３（日） 親子しぜん体験会 せんなん里海公園管理事務所 公園内 一般 事前申込　無料

７/７（日） 第29回ビーチバレーボール大阪高校男女選手権大会 大阪府ビーチバレーボール連盟 潮騒ビバレー＆浜コート 事前申込 無料

７/２７（日） 第10回連盟杯4人制ビーチバレーボール全国大会選考会 大阪府ビーチバレー連盟 潮騒ビバレー＆浜コート 事前申込 登録チーム

７/３０（火） チリメンモンスターを探そう せんなん里海公園管理事務所 しおさい楽習館 事前申込 事前申込　無料

８/３（土）～　　　４
（日）

JTAビーチテニスツアー2019 大阪国際ビーチテニス選手権 潮騒ビバレー＆浜コート

８/３（土） 陸ガニ放仔観察会 せんなん里海公園管理事務所 しおさい楽習館 事前申込 事前申込　無料

８/３（土）～　　　４
（日）

大阪国際ビーチテニス選手権 日本ビーチテニス連盟 潮騒ビバレー＆浜コート 登録チーム 観戦無料

９/１（日） さくらフェス せんなん里海公園さくらフェス実行委員会
ときめきビーチ＆

せんなん里海公園内
一般

９/１４（土） ウミホタルウオッチング うみべの森を育てる会 ときめきビーチ 事前申込 事前申込　無料

９/１５（土） ビーチサッカー教室 せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレーコート 一般 事前申込　無料

１０/６（土） 第5回近畿ビーチバレー４人制ミックス 大阪府ビーチバレーボール連盟 潮騒ビバレー＆浜コート 一般 事前申込

１０/２０(日） みんなでつくる豊かな大阪湾プロジェクト
NPO法人大阪湾沿岸岸域環境創造研究セン

ター
潮騒ビバレー＆浜コート 一般

１１/３（日） 秋の陣 阪南市商工会 しおさい楽習館周辺 一般

12/7（土） ホッとな手作り教室
せんなん里海公園管理事務所・うみべの森

育てる会・ハーブタペストリー香の会
潮騒ビバレー・うみべの森 一般 事前申込　無料

１２/15（日） みんなでワカメを育てよう
NPO法人大阪湾沿岸岸域環境創造研究セン

ター
しおさい学習館 一般 事前申込

１/１１（土） 新春　里海まつり 新春　里海まつり
ときめきビーチ＆

潮騒ビバレーコート 一般

１/１９（日） 海と陸のつながりを味わおう
NPO法人大阪湾沿岸岸域環境創造研究セン

ター しおさい学習館 一般 事前申込

1/25　（土） 麦味噌作り教室 浜木綿 カフェテリア 一般 事前申込

2/5（水） 大阪府立泉南支援学校マラソン大会 府立　泉南支援学校
せんなん里海公園内

ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ
泉南支援学校 観戦無料

2/7（金） 岬高校校内マラソン大会 府立　岬高校
せんなん里海公園内
ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ･ﾒｲﾝ園路

府立　岬高校 観戦無料

2/16（土） 麦味噌作り教室 浜木綿 カフェテリア 一般 事前申込

2/22（土） 泉南郡市阪南市中学校駅伝競争大会 泉南郡の中学校対抗、選抜
せんなん里海公園内

ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ・園路・ﾒｲﾝ園路
中学校選抜 観戦無料

３/１（日） 海と陸のつながりを味わおう
NPO法人大阪湾沿岸岸域環境創造研究セン

ター
しおさい学習館 一般 事前申込

3/7（土） 蕎麦打ち体験教室 浜木綿 カフェテリア 一般 事前申込

３/８（日） みんなでワカメを育てよう
NPO法人大阪湾沿岸岸域環境創造研究セン

ター しおさい学習館 一般 事前申込

有料席有

７/１(日）～
８/３１(金）

海水浴
淡輪海水浴場管理組合

（淡輪漁業組合：072-494－3069）
ときめきビーチ 一般

７/１(日）～
８/３１(金）

海水浴

 第２８回ビーチバレー全日本女子選手権大会
（ジャパンレディース2017）

全日本ビーチバレー女子選手権実行委
員会・日本バレー協会

８/１５（木）～
18（日）

ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

登録選手

箱作海水浴場管理組合
（下荘漁業組合：072-476-0473）

ぴちぴちビーチ 一般

1月8日現在 


