
 

 

 
 

 

平成２２年３月２日 

 

ひらかたパーク（枚方市枚方公園町１－１）の平成２２年度春シーズン（３月１３日（土）～７月

４日（日））の営業が間もなくスタートします。 

 京阪電車開業１００周年ときかんしゃトーマス６５周年を記念して、イベントホールで「きかんし

ゃトーマスとなかまたち ソドー島ツアー」を開催します。これにあわせ、３月１３日（土）（予定）

から枚方公園駅のホームを「きかんしゃトーマスとなかまたち」で装飾するほか、特急車両や駅構内

の案内放送を「きかんしゃトーマス」の声でおこないます。 

野外ステージでは、３月１３日（土）、１４日（日）に「アニソン スペシャル ミーティングｉｎ

ひらパー」を開催。「アニメソング界の帝王」水木一郎（１４日（日））をはじめ、今話題のアニソ

ンシンガーたちが集結します。また、４月２日（金）には、テレビ「つくってあそぼ」でおなじみの

ワクワクさんとゴロリがひらパーに初登場！楽しいステージを繰り広げます。 

今年の春も、ますます楽しくなる「ひらかたパーク」でお楽しみください。ひらかたパーク春シー

ズンの営業概要は別紙のとおりです。 

～ ひらかたパーク春シーズン営業が３月１３日（土）からスタート ～ 

「京阪電車開業１００周年、きかんしゃトーマス６５周年記念 

きかんしゃトーマスとなかまたち ソドー島ツアー」をイベントホールで開催！ 
○枚方公園駅のホームを「きかんしゃトーマスとなかまたち」で装飾 

○特急、駅構内では「きかんしゃトーマス」の声による案内放送も 

 
▲「きかんしゃトーマスとなかまたち ソドー島ツアー」メインビジュアル 



（別 紙） 
 

１．期  間  平成２２年３月１３日（土）～ ７月４日（日）１０１日間 

        火曜日休園（３月３０日、４月６日、５月４日は休まず営業） 

２．営業時間  平 日     …１０時～１７時 
土・日曜、祝休日、３月２５日～４月７日…１０時～１８時 
５月１日～５日    …１０時～１９時 

        ※天候などにより変更する場合があります 

３．入園料金  おとな（ 中学生以上 ）１，３００円 

こども（３歳～小学生）  ７００円 

４．イベント 

 ○京阪電車開業１００周年、きかんしゃトーマス６５周年記念イベント 

きかんしゃトーマスとなかまたち ソドー島ツアー～Welcome! Sodor Island!～ 

 ［内容］京阪電車開業１００周年、きかんしゃトーマス６５周年を記念して、きかんしゃトーマス

となかまたちの大型イベントが、ひらかたパークに登場！「トーマス大研究」ではトーマ

スとなかまたちの紹介や、情報が盛りだくさん！もちろん、新しいなかま「ヒロ」も紹介

するよ！また、「トーマスとなかまたち」では、トーマスとなかまたちが車庫に大集合！

ハロルドやクランキーにも会えるよ！プレイコーナー（別途有料）には、ソドー島整備工

場をイメージしたふわふわが登場。飛んだり跳ねたり、思いっきり遊んじゃおう！  

 ［期間］３月１３日（土）～ ７月４日（日） 

 ［場所］イベントホール 

 ［協力］毎日放送 

 ［料金］ 

 入園＆イベントホール入館 
イベントホール入館 

（入園料が別途必要） 

おとな（ 中学生以上 ） １，７００円 ４００円 

こども（３歳～小学生）  ９００円 ２００円 

   ※フリーパスはご利用いただけません。 

   ※利用制限のあるコーナーが一部あります。 

   ※都合により内容を一部変更する場合があります。 

 

○ステージイベント 

 ［内容］テレビで人気のヒーローやヒロインが繰り広げるステージイベント。今春からスタートの

新作「ハートキャッチプリキュア！」「天装戦隊ゴセイジャー」をはじめ、｢それいけ！

アンパンマン｣「トミカヒーロー レスキューファイアー」「仮面ライダーＷ（ダブル）」

「ドラゴンボール改」「ウルトラマン」「だいすき！ジュエルペット」がひらかたパーク

にやってきます。 

  



 [日程] 

それいけ！アンパンマン 
ショー 

『どんぶりまんトリオとデリシャス姫』 

３月２０日(土)・２１日(日)・２２日(月・休)、 

４月２４日(土)・２５日(日)、５月４日(火・休)、 

６月５日(土)・６日(日) 

トミカヒーロー  
レスキューファイアー ショー ３月２７日(土)・２８日(日) 

ハートキャッチプリキュア！ 

ショー 

４月３日(土)・４日(日)、２９日(木・祝)、 

５月８日(土)・９日(日)、 

６月１９日(土)・２０日(日) 

仮面ライダーＷ（ダブル） 

 ショー 

４月１０日(土)・１１日(日)、 

５月１日(土)・１５日(土)・１６日(日)、 

６月１２日(土)・１３日(日) 

天装戦隊ゴセイジャー ショー 
４月１７日(土)・１８日(日)、 

５月５日(水・祝)・２９日(土)・３０日(日) 

６月２６日(土)・２７日(日) 

ドラゴンボール改 ショー ５月２日(日) 

ウルトラヒーローショー ５月３日(月・祝) 

だいすき！ジュエルペット 

ショー 
５月２２日(土)・２３日(日) 

［時間］１１時、１４時 

 ［場所］野外ステージ 
※雨天および会場のコンディション不良などにより中止する場合があります。 

 
○アニソン スペシャル ミーティングｉｎひらパー 

［内容］１３日は、「となりのトトロ」でおなじみの井上あずみなど人気アニメソングのシンガー

が、１４日は、「アニメソング界の帝王」水木一郎たちが、ひらかたパークにやってきま

す。誰しもが耳にしたことがある懐かしのアニメソングで、おとなもこどもも盛り上がろ

う！ 

［日程］ 

［時間］１３時（開場１２時） 
［場所］野外ステージ 

※雨天時は中止する場合があります。 
※混雑状況によりご覧いただけない場合があります。 
 

○つくってあそぼ 

［内容］テレビ「つくってあそぼ」でおなじみのワクワクさんが、ゴロリと一緒にやってきます。

身近にあるもので工作をする楽しいステージショーです。 

［日程］４月２日（金） 

３月１３日（土） 
串田アキラ（「キン肉マン」主題歌） 

井上あずみ（「となりのトトロ」主題歌） 

石田燿子（「美少女戦士セーラームーンＲ」エンディングテーマ） 

３月１４日（日） 
水木一郎（「マジンガーＺ」主題歌） 

サイキックラバー（「侍戦隊シンケンジャー」主題歌） 



［時間］１１時、１４時 
［場所］野外ステージ 

※雨天時は中止する場合があります。 
※混雑状況によりご覧いただけない場合があります。 

 

○２代目は誰だ!? ひらパー兄さん選挙!! ～第一章～ 

  [内容] ひらパー兄さんの２代目にふさわしいのは果たしてブラックマヨネーズ・小杉竜一氏か？

それともブラックマヨネーズ・吉田敬氏か？大人気ひらパー兄さんの２代目をみんなの投

票で選ぼう！春シーズンは、園内のポスターで小杉・吉田両候補者のマニフェストを発表。

また、両候補者への熱い応援メッセージを受け付けます。 

  [応援メッセージ受付方法] 園内で配布する受付用紙に応援メッセージを記入し、受付ＢＯＸに投

函してください。おもしろメッセージは園内やホームページで公表します。 

 [受付期間] ４月下旬～７月４日（日） 

 

○ひらパー兄さんを探せ!! 

  [内容] 園内にひらパー兄さん写真パネルを設置。そこに取り付けられたＱＲコードを読みとると、

ひらパー兄さんのオリジナルメッセージを見ることができます。さらに、ひらパー携帯メ

ールマガジン（３月１３日より登録開始予定）に登録すると、ひらパー兄さん携帯待受画

面をプレゼントします。 

 [期間] ３月１３日（土）～７月４日（日） 

  ※賞品は予告なく変更する場合があります。 

 

○ベネッセコーポレーション特別企画 

親子で挑戦！わくわくスタンプラリー 

  [内容] 園内３ヵ所に設置されたスタンプを集めるスタンプラリー。全て集めてアンケートに答え

ると、しまじろうトートバッグまたはスタンプペンがもらえます。 

  [対象] 小学生以下のお子さまとその保護者のかた 

 [日程] ３月１３日（土）～５月３０日（日）までの土・日曜、祝休日と４月３０日（金） 

  [用紙配布時間] １０時～１６時 

  [スタンプラリー用紙配布場所] 各入園ゲート 

  ※用紙配布時間は都合により変更する場合があります。 

  ※賞品は予告なく変更する場合があります。 

※賞品は参加されたお子さまの人数分差し上げます。 

※悪天候でイベント実施継続が危険と判断される場合、中止することがあります。 

 

○ノームとあそぼう！ペップ＆ジョイ 
 ［内容］ピピンやポピーたち５人のキャラクターと手遊びやダンスなどで一緒に遊ぶ参加体験型の

キッズショー。お子さまがステージに上がるコーナーではシャッターチャンスがいっぱ

い！お子さまの活躍を写真に収めてあげて下さいね。 

 ［日程］３月１３日（土）～ ７月４日（日）の土・日曜、祝休日と 

３月２５日（木）～ ４月７日（水）の毎日 

 ［時間］１５時 ※雨天中止 

 ［場所］ローズガーデンステージ 

※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 



 ○ネバーエンディングドリーム 

 ［内容］ノームのなかまたちが「夢」をテーマにした心温まるメッセージをお届けする、春シーズ

ン限定のダンスエンターテインメントです。お子さまから大人の方まで、夢を見て、夢を

信じて一緒に楽しみましょう。 
 ［日程］３月１３日（土）～ ７月４日（日）の土・日曜、祝休日と 

３月２５日（木）～ ４月７日（水）の毎日 

 ［時間］１７時 ※雨天中止 

 ［場所］パームプラザ 

  ※開催場所は都合により変更する場合があります。 

 

○ＴＡＣＫ！！ＳＨＯＷ 

［内容］コミックジャグラー「タック!!」によるパフォーマンスショー。｢コミカルトーキーＳＨ

ＯＷ｣は、ウィットに富んだトークにのせて軽快なジャグリングを中心に、「お笑いサイ

レントＳＨＯＷ」は、言葉をつかわずに行うマジックを交えて笑いを誘います。また、「フ

ァイヤーパフォーマンスＳＨＯＷ」は、ラストに火を使ったジャグリングもあり迫力満点。

また「ファイヤーパフォーマンスＳＨＯＷ」の驚きあり、笑いあり、感動ありと、まさに

見どころ満載！年齢・性別を問わず楽しめるショーを展開します。 

［期間］５月１日（土）～ ５月５日（水･休） 
［時間］（コミカルトーキーＳＨＯＷ）１３時 

（お笑いサイレントＳＨＯＷ）１６時 

（ファイヤーパフォーマンスＳＨＯＷ）１８時１５分 
［場所］パームプラザ 

 ※雨天時は中止する場合があります。 

 

○ＦＯＯＤ ＣＡＲ★ＮＩＶＡＬ ～Ｂ級グルメ大集合！～ 
 ［内容］今話題の B 級グルメの移動販売車がひらかたパークに大集合。スイーツエリアには浜松名

物コルネット（あげパン×ソフトクリーム）、フードエリアには宮崎肉巻きおにぎりや富

士宮焼きそばなど「味」にこだわる一品が勢ぞろいします。 
［期間］５月１日（土）～５日（水･祝） 

 ［場所］（スイーツエリア）ローズガーデン付近 

     （フードエリア） ハブプラザ付近 

 ※出店する移動車は日により異なります。 

 ※雨天時は中止する場合があります。 

 

○ＲＯＳＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ 
 ［内容］ひらかたパークの６００種４，０００種のバラが見ごろを迎えます。期間中の土・日曜日

には、スイーツやカフェの移動販売車が出店。バラの香りに包まれて、優雅なひとときを

過ごしませんか。 
［期間］５月中旬～６月上旬 

 ［場所］ローズガーデン 

 ※雨天時は移動車の出店を中止する場合があります。 

 

○第２回 ひらパー ハートフル写真コンテスト 

 ［内容］３月１３日（土）～５月２８日（金）の間にひらかたパークで撮影した家族、友人、恋人

などの心温まる写真を募集します。見事に入賞入選された方には賞品を進呈するとともに、

ひらかたパーク園内でも作品を展示します。 
 ［作品応募期間］３月１３日（土）～ ５月２８日（金） 



 ［応募先］「ひらパー ハートフル写真コンテスト」事務局（ひらかたパーク） 
 ［ 賞 ］ 最優秀賞１名、優秀賞 1 名、毎日新聞社賞１名、ピピン＆ポピー賞２名、特別賞３名、 
      入選２０名 
 ［入賞入選作品展示期間］６月１６日（水）～７月４日（日） 
 ［入賞入選作品展示場所］正面出口付近 
 ［協賛］カメラのナニワ、キヤノンマーケティングジャパン、ニコンイメージングジャパン 
  ※出品料は無料です。 

  ※おひとりさま何点でもご応募いただけます。 

  ※入賞入選者には別途通知します。 

  ※ご応募いただいた作品は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 ○たけひろみきこプレスドフラワースクール 立体押し花展～フラワーメッセージ 2010～ 

 ［内容］多数の押し花作品の展示をはじめ、押し花体験講習会やグッズ販売を行います。 
 ［期間］５月１５日（土）～ ５月２４日（月） 
 ［時間］１０時～１７時 
 ［場所］正面ゲート横（チケットうりば横） 
 
○ふしぎ鉱山～フロドのＤｉｇ！Ｄｉｇ！ハンティング～ 

 ［内容］鉱物採取の楽しさを体験できる宝さがしアトラクション。川底の砂の中に埋まった天然宝

石を手探りで探し、そのまま持ち帰ることができます。水晶やめのう、ガーネット、トル

マリンなどの天然宝石が採取できます。 
［期間］３月１３日（土）～７月４日（日） 

 ［場所］スカイウォーカー（観覧車）横 

 ［料金］８００円（３歳から有料、お１人様２０分間採り放題） 

  ※フリーパスをご使用の方は５００円でご利用いただけます。 

  ※採取できる天然宝石は日により変わります。 

  ※２歳以下の方は小学生以上の同伴者（有料）が必要です。 

  ※混雑状況により入場を制限する場合があります。 

  ※アトラクションカード、のりもの券はご利用いただけません。 

 

 

□イベントの内容・日程は、都合により変更する場合があります。 

□料金を表記していないイベントは、入園料（おとな１,３００円・こども７００円）のみでご観覧いただ

けます。 

□ 表記の料金には消費税が含まれています。 

□こどもは３歳から小学生です。 
 

以  上 
 

 


