東大阪に
遊びに来てね！

;謂

イベントが目白押しの２０１９年秋は︑

日本全国はじめ海外からもたくさんの人がまちに訪れます︒

ラグビーのまち・モノづくりのまちで有名な東大阪ですが︑

魅力はそれだけではありません︒

心動かされる体験や見どころ︑

﹁おもろいもん﹂があることを︑

たくさんの人に知ってほしい！

そんな思いから︑﹁ひがしおおさか体感まち博﹂を

開催することになりました︒

いわば︑まちを体感する博覧会︒

グルメを堪能するも良し︑文化に触れるも良し︑

スポーツで体をめいっぱい動かすも良し︒

ここでしか味わうことができない

全曳のプログラムが待っています︒

見て︑食べて︑遊んで︑学んで︑

﹁おもろい﹂東大阪を体感しよう！
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ひがしおお巷か体感まち博の特徴
B凸■曲■壱凸凸●□;凸■四●凸凸●●■＆｡号■●、卓●､呼巳心早争印咽炉■廟早隼守■
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案内人がいる

陣阜争■p'卓■■■毎色■由心■曲■■』曲杜■

●凸凸屯由，●画●，。

4つの

ジャンルがある

"東大阪のいいとこ"を体験プログラムにして､案内人がご紹

趣向を凝らした体験全57プログラムを｢グルメ」「歴史･文

介l食べ歩きツアーに連れて行ってくれたり､ラグビーを体験
させてくれたりします｡この案内人との出会いが､アナタの東

化･伝統｣｢モノづくり」｢スポーツ･アクティビティ｣の4ジャン
ルに分けてご紹介しています｡ぜひアナタの興味あるジャン

大阪体験をきっと素敵なものにしてくれるはずI

ルから楽しそうな体験を探してみて！

つ？〆﹄

Ｊ１

ク，し承
豪I珂人

モノづくり

CakehouseMVu
新織美幸さん

晩蔓鎚iP

｢ねじケーキ｣やラグビー
ボール型シュークリーム

など東大阪らしいスイー
ツを日々開発中の洋菓子
屋さんと一緒にネタ系ス
イーツを生み出そう！

"●

｡
五ア

案内人

一・J

勇

サンコーインダストリーの
社員さん一同
巨大ねじ倉庫を案内してく
れるのは､ねじ大好きなス
タッフのみなさん｡｢モノづく
りのまち｣の真髄を､教えて
もらおう！

歴史.文化.伝綿j
案内人

紙TO和の

ス宗一ツロア：

みなさん

和紙のはがき作りをレク
フのみなさんが､紙漉きの仕
方と文化を教えてくれますも

三一‑電

近鉄ライナーズの選手たち
東大阪市花園ラク ビー場が拠

偉扁手

チャー1作務衣を着たスタッ

テが世

竃虚人

近鉄ライナーズ｡体の大きな過
ちと一緒に､プレーを楽しもう！

※57プログラムそれぞれ､案内人が体験を紹介しますb
L

02

｢ひがしおおさか体感まち博」に参加するには
事前のお申込みが必要です。

一

叩一近鉄ラィナーズ翼Ｆ亡大阪

1

お申込み･お問合せ欄にWEBアイコンのある体験は
パソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけますb
一

しインターネットでも各プログラムの情報をご確認いただけます。

http:"hta・deciojp/h̲machihaku

近鉄ライナーズ＆FC大阪の選手と一緒にプレー！

はじめてのラグビー＆サッカー体験

4

東大阪に拠点をもつラグビーチーム｢近鉄ライナーズ｣とサッカーチーム

｢FC大阪jがコラポ!フレスポ東大阪で､2つのフットボールが同時に楽しめ

インターネット限定の開催情報もございます！お申込みはこちら！

し

ます｡初心者､小さなお子さんでも大丈夫○現役遇手たちと一緒にプレーし
よう！

●各プログラムの受付は先着順です｡
●プログラムにより申込み締切日が異なりますのでご注意ください。

9月29日(日)碑5 一石5
[増所]フレスボ東大阪／東大阪市稲田珊町3.9.64
所饗時間／1時間程度参加黄無料定具
対象者どなたでも
白JR学研観爾鋒『捧庵I駅桂歩20弁

スマホでcheck!

（原則各プログラム開催日の1週間前まで）

1〜30名

軍営肇塑謹箪j週刊･がしわ麹sか

ム

侭

昼

堂鰯雲裟擬灘篭瀦繍

●申込み締切日前に定員に達したプログラムについては､申込みを
締め切らせていただきますb

●プログラムにより無料のものや子供料金(小学生以下)の
設定など､参加費は異なりますのでご注意ください。

■
二＝＝

11

■

二

劃

●プログラムにより小学生以下の方には保護者同伴など、
参加規定がございますのでご注意ください。

当日までに、お申込み者さまの都合で止むを得ずプログラムに

参加できなくなった場合は、お早めに各お申込み先へご連絡ください。
●天候の悪化等止むを得ない事情によりプログラムの開催を中止､または内容を変更する場合がありますのでご注意ください。
その場合は各プログラム主催者(案内人)よりお申し込みいただいた皆さまにご連絡いたします。

開催当日、各プログラムにご参加いただき、
参加費を直接現金でお支払いください。
●集合場所へは15分前までにお越しいただけると受付がスムーズですb
●服装･持ち物については各プログラムの規定に従ってください。

（屋外のプログラムについては歩きやすいお履物で､また防寒具や雨具､万一に備えて健康保険証のコピーなどもご用意ください｡）

●食を伴うプログラムにおいて食物アレルギーのある方は､予約時および当日､各プログラム主催者(案内人)もしくはスタッフまでお申し出ください。

●各プログラム主催者の指示･注意事項を守っていただけない場合は､プログラムの途中であっても参加をご遠慮いただく場合がございますのでご注意ください。
（他の参加者または会場近隣住民などに対する迷惑行為があった場合､その他参加が不適切であると認められた場合についても同様｡）

一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構
お問い合わせ

〒577‑0011大阪府東大阪市荒本北1‑4‑1クリエイシヨン・コア東大阪南館1階2108室
CjO6‑4309‑8083amachihaku@higashiosakatourism.com
平日9:OO〜17:30

夏季休業:8/13(火)･14(水)･15(木）

※参加者は自己責任でrひがしおおさか体感まち樽｣各プログラムにご参加ください。

※東大阪ツーリズム振興機構は､各プログラムにおける怪我や病気､東故などについて一切の責任を負いません。
※ご参加にあたり､各種法令を遵守してください｡(屋外を歩くプログラムについては､道路交通法､交通ルールマナーを守ってください。
飲酒を伴うプログラムは未成年の参加や車での参加はご遠慮ください｡）
03

東大阪へ初めて来られる方のために､東大阪の主要交通マップに各プログラムの場所をポイントいたしました。
東大阪市は､大阪中心部から'5分程度でアクセス可能！年々増加している外国人観光客の方にとっては

大阪市内も東大阪市も同じOSAKAです｡ぜひこの｢ひがしおおさか体感まち博｣をきっかけに､みなさま東大阪へお越しください。
そして東大阪市民の皆さまにとっても､きっと新しい発見があるはずですよ！
る
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「ひがしおおさか体感まち博」を
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I

昆虫食を学び、試食をするか、しないかはあなた次第

未来の食糧難を救う話題の昆虫食を知ろう！
世界では､食用として様々な国で昆虫が食べられています｡日本でも地域に

より､いなご蜂の子等が珍味として食べられていますが､今後､日本におい
ても､世界の気候変動や人口の増加による食糧難に直面した際救荒食
としてタンパク質やミネラルを多く含む食用昆虫が一般的に食べられる時
代が来るかもしれません｡新時代の栄養源としても期待されている食用昆

グルメ

虫について知り､試食もできる講座に参加してみませんか。

10月12日(土)11:oo 12:3o
[場所]東大阪大学／東大阪市西堤学園町3‑1.1
所要時間／1時間30分程度参加費/600円定員/10〜40名対象者／食の未来に興
味がある方※エビ､カニｱﾚﾙｷｰ､体調の悪い方は試食をご遠慮ください。 畠OsakaMeiro'中央
線｢高井田｣駅･JRおおさか東線｢高井田中央｣駅徒歩14分近鉄奈良線｢河内小阪｣駅徒歩18分

、

爾璽

松井欣也／実践食物学科学科長救授【修士(学術)】専門分野:給食管
理､■症心身障害児(者)の栄養管理研究テーマ:災害時における栄養管理、
未来食材とlズの食悶里虫

03
東大阪大学短期大学部

東大阪大学．

I■■■■■■■■

大学の調理室で、カラフルなたこ焼きを作ろう!？

東大阪の採れたて野菜で美食体感！

東大阪産の材料でカラフルたこ焼きづくり！

美味しく楽しい盛り付け体験教室

東大阪大学短期大学部実践食物学科栄養士コースは､栄養士免許が取
得できる学科です｡授業で使う大きくて､きれいな調理室で､大学教員の指
導のもと､東大阪市地産の野菜やソースを使用してカラフルなたこ焼きをつ

食材は高ければ美味しい訳ではありません｡エコ野菜って何?など､東大阪
ならではの新鮮野菜を知る楽しい時間と美味しい食べ方や調理の仕方､そ
して美しい盛り付け､そんなコツを楽しみながら体験｡お料理は前菜､メイン
料理､デザート付きです(体験していただくのは前菜の盛り付けです)。ワイ

くります｡作ったたこ焼きはすぐに試食できます｡カラフルたこ焼きができるレ
シピを覚えませんか｡ご自宅でご家族やお客様にふるまうと､自慢できること

ン(カタシモワイン)は別途料金でご用意します。

まちがいなし1

11月4日(月･祝)11:00 15:00

10月14日(月･祝)11:3O 13:00
[場所]東大阪大学／東大阪市西堤学園町3‑14

[場所]お野菜料理ふれんちん／東大阪市花園本町1イー38

所要時間／1時間30分程度参加費／600円定員 10〜20名対象者／簡単な調理ができ
る方※たこ焼き器を使用するため中学生以下の方が参加する場合は保護者同伴畠0s劃くaMeUo
中央線塙井田j駅･JRおおさか東線｢高井田中央｣駅徒歩14分･近鉄奈良線｢河内小阪｣駅徒歩18分

所要時間4時間程度参加費/3,500円定員/4〜8名
対象者／20歳以上※食物アレルギーのある方はお問い合わせください。
皇近鉄奈良線｢河内花園｣駅徒歩5分

鳶職￨譽繍謡霊地域連携室

、

『蕊琴

お野菜料理ふれんちん
念O72‑961‑4910

、■｡■■■■●■●●e●■●■①■命●合●｡●●●●q●■●■e●■■●CD●●､●｡｡■●eDg●｡●OG◆｡●e●●●●●｡●■の■争■●■●●■甲■■■●■■●■白■⑪□の●■●合■合●eec0◆①◆●●●●◆e･◆､◆◆●●｡■●Ce●傘■●●●｡■ゆゆ■■■巳■■●■■■■■B■●■■■■寺■ゆ■

一

鼠識讓蕊蕊蕊鱗薙

白山登茂和／東大阪生まれ東大阪育ち､19厳より金沢､京都､フランスで料
理を学醍2008年に帰阪｡地元花園にて地産地食のお店お野菜料理ふれ
んちん暹開店しました。

06

お申込み･お問合せ欄に

、 アイコンのある体験はパソコン、スマホからお申込フォームにてご予約いただけますレレレ癌剰

竜
零

零一
霊

。

06

＝
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酒のにしだ

1■■■■■■■■■

I

■■■■■■■■■

心

田代珈琲株式会社

JD夛謹奎謹‑郵:〈

心

源

〜

女性限定!この日だけ★酒屋の店内が角打ちに変身

コーヒー抽出を極め｢おうちカフェ｣を楽しみましょう

酒ガールほろ酔い燗酒ラボ

コーヒー5種の飲み比べ＆ドリップ抽出教室

普段は呑むことができない酒屋の店内が､この日ばかりは角打ちに変身1こ
れからの季節に美味しい燗酒､おウチで簡単にできる｢つけ方｣｢裏技｣を酒

2時間のワークショップ内で｢カフェと同じ美味しさ｣のコーヒーのハンドドリッ
プ抽出法を学んでいただきます｡また､世界5か国の飲み比べも実施｡お土
産として｢東大阪ラグビーブレンド｣をプレゼント｡ご自宅で｢おうちカフェ｣を

屋の二代目がレクチャーします｡店の棚から直接なんてサブライズがあるか

も(笑)。大阪地酒を飲み比べながら､一緒に楽しく学びませんか。「角打ち
に挑戦したいけど−人では入りにくい｣という方も､女性限定ですので気軽

再現しお楽しみください。

にご参加いただけます1簡単なおつまみとお±産付きです。

⑪9月22日(日)10:00‑12:00@9月29日(日)10:00‑12:OO･13:00 15:00
@10月6日(日)10:00 12:00･13:OO 15:00010月13日(日)10:00 12:00

⑪9月21日(土)@10月19日(土)e11月2日(土)19:OO 2o:3o
[場所]酒のにしだ東大阪市岩田町5‑19‑24

[場所]田代珈琲株式会社／東大阪市永和1.25.11

所要時間／1時間30分程度参加費／4,800円定員／4〜6名

所要時間／2時間程度参加費／3,500円定員／各4〜8名
対象者／16歳以上※湯を使用します。
畠近鉄大阪線｢俊徳道｣駅､JRおおさか東線｢JR俊徳道｣駅徒歩2分

対象者／20才以上

豊近鉄奈良線｢若江岩田｣駅徒歩7分

￨蕊蕊￨鶏鵡‑3,

、

、

■●■■■■｡■■■｡■●｡●●●■■●■G●■◆○o■●●■①■e■｡■●●■■■●■●■●■｡●●●■●■●■■●■BOQ●●●■■■曲●■●■●■●■■●■●■●■●■●■画■■■●■■■■■●■■■■の■●■■■のpp｡■●□｡●●､●De④q◆･■●■●■DB■●■｡■●■●■■●■◆■①■●■●q

桝屋有美／創業87年の田代瑚琲｡世界中のコーヒー虚園を肪間I』て取り寄
せたコーヒーを焙煎し､販売じていま説収穫したr真っ赤に完熟したコーヒー
チェリー』がrl杯の飲み物』になるまでのストーリーをご紹介しま説バリスタ

醗撚撫瀧騨繍

と一緒に抽出を楽しみましょう。
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8■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

﹃言

吻也天⑮．◎之厨ゴユロ

喧晩で一ＮＮ要

﹃

SakeExperienceofOSAKA

イタリアナポリ直輸入の薪窯で焼く

Sakecomparison

職人直伝!本格マルゲリータに挑戦！

Nih剛喝INj(SaKe): lt isaJapanesewinemadeiromlice.TodaynisattIactingilBworldatiention

ThatIsPIZZAのビザ作り体験では､こだわりの手作り生地についての説明

sameasJapaneseimd. @!SakeCompalison"willgiveymlanommrtlmitytotasteandcompaJe
severalkil｢耐soINimnshuandgiveyousoITElessonsimwtoevaluatethem｣alityoisd<e. Inthis
pr"『鋤,youwill"ableioleam創刃utt"culMalbrkgouImofNihwldMja1d叩卿児cultureoi

から､素人でも分かりやすいように一つ一つの工程を丁寧に教えます1職人

seasmaigin.wTalX)ingusing(bcoralimpa鵬『.11WWO噂1thispfogan,yd｣will舵曲1etoIJysome

や家族連れに人気の体験です1ドリンク付き1親子での参加も大歓迎です！

gomsd<einiheshq), leamlhewayoitastingNihondluandyouwillindyouriavwiteone,

⑪9月15日（日）②9月29日（日)O10月13日(日)、

⑪9/21(Sat)14:oo‑15:30,@9/27(Fri)18:30‑20:oo,
@9/28(Sat)18:30‑20:oo,m0/3(Thu)18:30‑20:oo

④10月27日（日)e11月3日（日)15:oo 17:CO

[PIace]SakenoNishida 5‑19‑24,Iwatacho,Higashiosakacity
Time/About l hour30minsEntryfee/¥4,800Capacity/4･6personsNoles/20

所要時間／2時間程度参加費／大人2,000円､子ども1,500円定員/6〜10名
対象者／小学生以上

yearsofageorolder

皇近鉄奈良線･大阪線｢布施j駅徒歩約7分

と一緒にのばした生地に具材をのせ､イタリアナポリから直輸入した薪窯で

焼く｡最後は自分で作ったマルゲリータをまるまる1枚食べられるので､女性

[場所]That'sPIZZA/東大阪市長堂1‑19‑2

典7minutes'walkfromWakaeiwataSiation,KinteIsuNaraLine

■。■巳■｡■■■■●●●■●■■｡Q●■●■●●■●■■■■●●●■･■●■■●■●■●■ege●■●■合口e■■①■ﾛ■■｡■①■●■●■■｡■■■■■■■■車■■■■■■■■●■●●■●■■■■■■■■■■の■■■e■■■■■■●■●｡■●e●■①●●●■■●go●●●■■｡■■■■●■●■●■●､●b

關:淵側鳥kenon…"

鯖
07

、

That'sPIZZA
念06−4309‑8268

ShoichINoshida/SecondoWnerofastreet liquorshop, "Sakeno

梶原洋平／本培ナポリ三大人気ピッツェリスイル･ピッツァイオーロ･デル･プ

MshIda耐estabIlshedinI98I・HegiveslecturesaboutNihonshuand

レジデンテや日本国内で修行後､2016年から布施にてThat sPIZZAをオー
ブンI日本の気温や湿度の変化にきっちり館応し､常に100%のピッツァを提供

wine･Hismottois"SakeandfoodshouldbringoutthefiavorofeaCh
other".Hewill introduceyoutheuniquewaysofdrinkingandtellyou
whatgoodsakeis．

しています！

お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけますﾚﾚﾚ…
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串かつちとせ

■■■■■■■■■

週刊ひがしおおさか

■■■■■■■■■

側
｢八戸ノ里｣で食べ歩き＆名所ツアー1

ソース2度づけ禁止の串かつそのルーツとは!？

ローカル過ぎ!?今キテる街をやまわきえりこと歩こう

HOWTOENJOY串かつ!!

(やえのさと)｡商店街やローカル過ぎる名所を回る､マニアックツアーです。

大阪名物串かつ｡通天閣のお膝元･新世界が発祥でソースの二度づけは
禁止!という独特の文化(?)を持つB級グルメにして大阪のソウルフード｡そ

｢串かつちとせ｣でランチ､「モンガトウ｣でSNS映えソフトクリームなど商店

の新世界で約60年営業し､11年前に東大阪に移転した老舗串かつ店ち

街での食べ歩き､地元の人しか知らない珍スポットをめぐります。

とせが、串かつのルーツと正しい楽しみ方を伝授｡なんと秘伝のレシピも公
開して串かつ作りも体験していただきます｡最後は揚げたての串かつをみん

9月に｢文化創造館｣が開館し､主要道路が通った｢今キテる街｣八戸ﾉ里

なでワイワイ食べましょう！

10月26日(土)11:3O 13:3o

⑪9月19日(木)@10月12日(*)e10月17日（木)11:3O

[場所]近鉄奈良線｢八戸ノ里｣駅前に集合／東大阪市小阪3‑1‑1

[場所]串かつちとせ／東大阪市下小阪5‑5‑25
所要時間／1時間程度参加費／2,000円定員／各2〜6名対象者／小学生以上

所要時間／2時間程度参加費／2,000円

※申込時に氏名･連絡先をお伝えください｡当日､エプロン､タオル､筆記具をご持参ください。
臼近鉄奈良線｢八戸ﾉ里｣駅徒歩3分

定員／1〜5名
対象者／どなたでも

、

ﾛ霞霞■鴬講蛎霊i人週刊ひがしおおさか

やまわきえりこ／週刊ひがしおおさかスタッフ(暁者モデル)｡堺市在住ですが、

鐸

八戸ノ里を愛し毎日食べ飲み歩く｡ウメダエフエムのラジオ番組rやまわきえり
このビジネスすぐらむ』ナビゲーターも務めていま説

旬

灘議認識繍議
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■■■■■■■■■

⑫

一幻○雪ｎｏ詞訶︑ｍ

I

、

■■●●■■●■●■●■●●■｡■●■①■白白■●■●■■●●■■●■①■■●｡｡Q●0●、●■●●GCaQ●巳■GCcqc■●■早■｡■●■■■■■■■■●■●■●■■■●●●CD｡●eCOec■●■●■■■●●q●■■■■■■■■■■の■■■●■●■■●■■■■■■寺■●｡①●○○■甲■●■■■■■■■1

一菓匠庵白穂

自α
鰯観劇
側例剃
鞠鞠蜘

､■￨醗圓鋤剥●
■⑮鬮蝿鰯、

￨舗蕊￨誰総333ｺ

Ｏシ吻引︑麺

⑧
鰯團蝿剃⑧

剣
劃Q圏剣型
日本の伝統食文化『WACASHI』の魅力を伝えます

手網を使ったコーヒー豆の焙煎に挑戦

和菓子作り体験

おうちで上手に焙煎ができる方法

｢なにわの名工｣の表彰を受けた菓匠庵白穂の店主自ら､日本の四季や花
鳥風月をデザインした和菓子(煉切)を2種類お作りします｡その後､参加者
の方に同じデザインの和菓子を作っていただきます｡出来上がった和菓子

コーヒーの焙煎は焙煎機がないとできないのでしょうか?実はご家庭やアウ
トドアでも簡単にできる､手網を使った焙煎方法があります｡手網の良さは自
分で煎り加減を調整できるので､自分好みのコーヒーに仕上げることができ
ます｡そのコツをIRORI COFFEEROASTERのマスターが丁寧にお伝え

はその場で召し上がってもよいですし､お土産にお持ち帰りもできます。

します｡ご自身で焙煎したコーヒー豆は､お持ち帰りいただけます。

⑪9月29日（日)@10月20日（日)@11月4日(月･祝）
9月29日(日)1o:oo ､11:OO ､13:OO ､14:OO

11:00〜12:00

[場所]菓匠庵白穂店内カフエスペース／東大阪市若江本町1‑4‑21

[場所]IRORICOFFEEROASTER/東大阪市小阪1.2‑11

所要時間／1時間程度参加費／2,000円(税込） 定員／各6〜10名
対象者／10歳以上(小さいお子様は保護者同伴でお願いします)※山芋アレルギーの方は
参加不可｡時間厳守でお願いします。 皇近鉄奈良線｢若江岩田｣駅南徒歩7分

所要時間45分程度参加費/3,000円定員/1〜4名
対象者／中学生以上持ち物／エプロン
典近鉄奈良線｢河内小阪｣駅徒歩1分

，｡...□.勺◆..c･･①･･･..□｡｡｡･･...■･･．｡｡･･･■･■･凸■①■■｡｡･･①■巳･･･｡■①■■dbe｡■･■･･｡▽■■■｡■････■c■6句●■●■●■■■■■■一口●●b■●●｡■●●●●●●Gc ･■●●●●●●□c ◆■●｡①｡■①●G●･■●a●●●｡①■■■●●●d

關譽辮蕊擁(雛鈴銅7.gya…jp

、

IRORICOFFEEROASTER
念O6−6753−8050

、
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お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけますし陽卜鰯剰
召

綱
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必

U■■■■■■■■

ｎ画云巾ゴ◎匡いの重く匡

1
君

▼ア
人気ラーメン店3店舗食べ歩き

まるで本物のねじ!?ものづくりの街らしいスイーツ

現役近大生と行く!長瀬ラーメンツアー

東大阪ねじケーキを作ってデコレーション

誰よりもラーメンを愛する近大生が､人気ラーメン店がひしめく長瀬の近大

ねじとスイーツが東大阪で出会ったスペシャルスイーツ｡マシュマロを使っ

通りをご案内｡食べちゃうのはスペシャル店舗3軒｡この日限定で､人気メ
ニューの特別版を提供していただきます｡食べ歩きに必要な､近大通りラー

て､本物そっくりの｢ねじ｣の砂糖菓子をつくります｡ねじの型を使って形取り
してから､もちろんカラーも本物らしく色づけていきます｡最後に､つくった｢ね
じ｣の砂糖菓子をケーキにデコレーション1思いのままデコって､自分だけの

メンマップ最新版も進呈します｡皆様のお越しをお待ちしています。

オリジナル｢ねじケーキ｣を完成させちゃいましょう！

⑪9月14日(土)②9月21日(土)@10月5日(土)O10月12日(土）
9月23日(月･祝)13:oo 15:CO

⑤10月26日(土)e11月2日(土)9:OO 1o:3o

[場所]近鉄大阪線｢長瀬｣駅前に集合／東大阪市菱屋西1‑24‑26

[場所]cakehouseMyu/東大阪市中小阪2‑17.15

所要時間／2時間程度参加費/3,000円
定員／5〜10名
対象者／どなたでも※お腹を空かせて来てください。

所要時間／1時間30分程度参加澱/1,000円定員／各1〜2名
対象者／小学生以上

、

お申込み

｜ お問合せ

、

cakehouselvlyu

電

關営講蕊號人週刊ひがしおおさか

良近鉄奈良線｢八戸ﾉ里｣駅徒歩8分

金O6‑6725‑2277

︾

近大ラーメンサークルええやんJ／近畿大学の有志サークル｡設立4年目･盆メ

DOI

一

ンバー総数は100人を超えま爽学困祭をはじめイペント出店の為毎月ラーメン
の試作を重ね､月2回程の定例会では毎回テーマに沿ったラーメンを食べ歩い

たこ挽き型シュークリームなど『ネタ系スイーツ』を手がける洋菓子店｡店主の
Myu,こと美幸さんが､キュートな創作菓子を日々開発中！

Ｐ

Ｐ

ていますも雄よりも近大通りでお金を落とIズいるサークルで戎

新縄美幸／キャラクターケーキをはじめ､ラグピーボール型シュークリーム、

W

一

豆

−−

幻

8

●E
I

I

遁一垂

I

−

＝睾一

5ツ星お米マイスターが教える

美味しいお米の炊き方＆選び方
若江岩田のひらた米穀店は､親子二代で営むつきたて米の専門店｡配達

直前に玄米を精米する｢精米したて｣にこだわったお米の販売をしていま
す｡そんなお米のプロ｢5ｼ星お米マイスター』が美味しいお米の洗い方や
炊き方､選び方をお教えします｡当日は食べ比べも行います｡あなた好みの
お米を探そう！

10月8日(火)1O:3O 12:CO
[場所]希来里5階料理教室／東大阪市岩田町4.3‑43
所要時間／1時間30分程度参加笹／500円定員／5〜20名

対象者／18才以上※お申込み時にお名前と連絡先をお伝えください
国近鉄奈良線｢若江岩田｣駅徒歩1分

、ひらた米澱店
容O6‑6728‑5385

、

D■●e●■①●●■■●■●■□｡■､■｡■｡●■由■②■●■■■■｡■甲■争｡｡■■●■●●●■｡■●●■●OqOBOgeg●●q●●●■●■COG●●●■●■●■G●QG●GbQ●O●□●●G■■●□｡■●■●■□■■●■●■●■■■■CD■■■｡■・■●■■■■ゆ■･■｡p■■■●■■■■■■■■●■4

撫:柵…………。
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お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけます

し鰯剰

Ｌ

あなたの悩み、目の前を"通る人"を手がかりに解決します1

伝統の占い"辻占"三種すべてを体験
瓢箪山稲荷神社は『辻占｣の総本社で､日本三稲荷です｡この辻占は､巫
女の辻と呼ばれる所の『占場jに立って､往来する人の行き先､言動等を見
て判じるものです｡今回､このプログラムでは宮司家に代々伝わる方法で鑑

定される｢辻占判断｣､やきぬきなど火を使った珍しい3種のおみくじの｢辻
占おみくじ｣､フォーチュンクッキーの起源ともされる｢辻占瓢箪笹｣､これら3
種類の辻占すべてを､神職の説明を受けながら体験していただきます。

■

史 文
歴史･文化･伝統

⑪9月18日(水)13:3O 14:3o@10月12日(L)11:oo 12:CO
[場所]瓢箪山稲荷神社／東大阪市瓢並山町8.1
所要時間/50分程度参加費/1人あたり4,500円※ただし､組(グループ)で参加の場合で．
｢瓢箪笹｣が一組に1つでよい場合､2人目､3人目の方は､3,000円で参加可能です。定員／各

1〜5名対象者／神社に参拝されるルールの守れる方豊近鉄奈良線｢瓢箪山｣駅徒歩3分

關

瓢箪山稲荷神社
aO72‑981‑2153

hyotanyama.inari@gmail・com

、

げい

山畑阿登視／神社についてのあれこれ､わからないことがあれば､なA露もお

聞きください｡やさしく､わかりやすくお伝えしま説気軽に神社をお訪ねください。

ｰ

百

17
ＳＣＥ英会話クラブ

ﾛ■■■■■■■■

世界から東大阪へ、東大阪から世界へ

古代から女人の滝行OK!

英語で小阪のまち歩き＆マレーシア料理の体験

バワースボット生駒山麓で滝行体験

英語で神社とお寺の違いなどのクイズを楽しみながら小阪のまちを歩きます。

往生院六萬寺の山号【岩瀧山】は､その名の通り険しい岩肌と瀧があるこ
とが由来となっています｡河内名所図会･巻五・二十三項には､「いにしえ
は､役行者､山嶽をひらき､伊駒､鳴川､鬼取につづきて､修験練行の地とし
給ふ｡当山､女人の参詣をゆるし給えば､世に女人の大峰とぞ称しける】と

地元の方も観光客の皆さんも大歓迎!!マレーシア出身の案内人がマレーシ
ア料理を紹介し試食も楽しんでいただけます。

あり､役行者以来の修験行の聖地であったと伝わります。

⑪10月1日(火)@10月12日(土)@10月16日(水)"0月28日（月）
⑪9月21日(土)@10月12日(土)16:OO 18:CO

13:30〜15:00※雨天中止

[場所]scE英会話クラブ東大阪市小阪本町1.3.10

[場所]岩瀧山往生院六萬寺東大阪市六万寺町1‑22‑36
所要時間/1時間30分程度参加費5,000円定員/各2 5名ヌ撰者10歳から灘山中を歩き封ので､長拍･長ｽﾎﾝ
(黒っぽい罐はｽｽﾒﾊﾁに狙われやすいので明る 闇装で)､長鱸し〈は登山職必須｡お誘えやﾊｽﾀｵﾙなどはご持参くだ
さい｡白衣Iﾙﾝﾀﾙ熟ます｡甑鐸良劇風箪山｣訳徒歩30分､ﾀｸｼｰ10分､近畿ﾊｽI下六万寺一丁目j徒歩15分

所要時間／2時間程度参加費/2,000円定員各3〜8名
対象者／中学生以上

皇近鉄奈良線｢河内小阪｣駅徒歩1分

L0●■◆●●りe◆･◆Q◆●◆coo｡○■●●●●。◆、◆■◆｡●ee◆■◆pe｡｡｡｡●■●･今popo①■甲や｡●■巴■■■●■■■■■□●●●■coQCe◆0●●◆●●●｡●Ce◆●◆●｡■●●●の●｡■●■●■■■■●■の■●■■●■●■●■F●■■■寺■■●●■■pむ今●◆●◆●凸●凸■■■■●1

■･･■■■①●●句●●●･●◆e◆O◆●●be◆｡●●■｡b◆、●●｡●Q◆■◆■○D･●●｡e◆●○●争ゆq●●●●●｡○竿｡｡①｡①■●■●■■●■●■白■舎■■■■●曲●■●●●●古●｡●DeGeCb◆■◆、①●e◆■◆e◆･●

￨蕊蕊￨蕊謡襄

、

總卿…鰍……．

m謝篤潔寺

、

川口英俊／岩瀬山往生院六萬寺副住職

、

鱈

往生院六萬寺サイトhttp://oulyouin・com／

'0

、

お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけます，''I面百蓼盟
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Experiencejapaneseculture,calligraphyartinanoldhouse

江戸時代初期に建てられた古民家で琵琶(びわ)体験

WriteYourfavoritechara(tersorlettersanddispIayasahan:in8s(roll

筑前琵琶弾き語り＆琵琶演奏体験

Calligraphy,oneofJapanesecultures.Experiencecalligraphyartina

東大阪市指定文化財旧河澄家で筑前琵琶奏者門井旭蓮氏による秋の

culturalproperty,oldKawazumi residencedesignatedbyHigashiosaka

homeinafoldingpaperscrollYoucanuseitasaninteriordecoration.

曲目と､東大阪ゆかりの武将木村重成の若江の戦いでの物語｢伽羅の兜
(きやらのかぶと)｣の弾き語りに耳を傾けてもらうと共に､参加者には実際に
琵琶に触れて簡単な演奏を体験いただきます｡｢伽羅の兜｣は大坂夏の陣
で豊臣方の木村重成が､秘かに期するところあり夫を励まして自刃した妻の
名香｢伽羅｣を焚きこめた兜をかぶり､奮戦力闘し遂に若江の露と消えた歴

⑪9/27(Fri)13:oo ,@9/29(Sun)1o:3o

史的物語です。

cityAcalligrapherwritemodelcharactersorletterswhichyoupickup
explaininghowtouseabrushpenandothertooIs.Youcantrywriting
watchingthemodel.Writingonapoetrycard, youcantakeitback

10月19日(土)10:30 11:30,13:30 14:30

[Pla亡e]KyukawaZumike/7.6‑39,Kusakacho,Higashiosakacity
Time/Aboutlhour30mins〜2hoursEntryiee/¥4,000Capacity

l‑5personsXWhen

youapplytotheprogram, youneedtogiveyournameandconlaciinformationMinorsneed

totellustheage.

關

220minutes'walkfromlshikiriStation,KintetsuNaraLine

ShuhoShonoKyoshitsu
skylovelyca@gmail.com

讃Ⅲ

[場所]旧河澄家／東大阪市日下町7‑6.39
所要時間／1時間程度参加費/300円定員／各3〜20名

対象者小学生以上※9月20日(金)受付開始皇近鉄奈良線｢石切｣駅徒歩20分

、

⑲

關隠麓8鼠瀞譽嫌式会社ｱｽｳ室ル

ShuhoFukagawa/AsuprememasterofYUugenshanotonlymanagingShuuhou
calliglaphyclassandapracticalcalligraPhyclassbutsiartedadesigncailigraphy
classonfullscalein2018.GoodatcollaborationofjapaneseandWesternsWles.
OrderandsellingofinteriorcalligraphyExhibiMonsandper1brmancesforevents

￨雲蕊識 蝿繍難億

havebeenrepo『tedmanytimesinnewspapersand鞄hooNews

イベントを企画I定います

Ｉ

.‑j丸

錘
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古民家で筆を使ってインテリア書を作ろう

カマドを使って大阪の郷土料理をつくる

筆文字で想いを伝えるデザイン書道

昔の道具体験会｢カマドでかや<ご飯」

普段筆を使ったことのない方でも大丈夫11お好きな文字をお好きな様に､書
家と相談しながらデザインしていきます〔はがきサイズ〕･筆ペンや､様々な種
類の筆を使って墨の濃淡を活かしたインテリアになる書作品に仕上げます
〔はがきLLサイズ額入り〕・開催地は江戸時代上田秋成をはじめ文化人が
集ったと云われる旧河澄家の奥座敷｢棲鶴楼｣です｡情緒たっぷりの古民

炊き込みご飯や五目ご飯とも呼ばれる｢かやくご飯｣｡大阪の郷土料理って
ご存知でしたか?江戸時代の香りが残る古民家で､古くから使われていたカ
マドを使って参加者全員でかや<ご飯を作ります｡ご飯が炊きあがるまでの
時間には､旧河澄家に残されている石臼や綿繰り機など昔の道具体験も
できます｡文化人の集った奥座敷｢棲鶴楼｣､東大阪市の天然記念物に指
定されたカヤの木など､建物や庭の美しさもお楽しみください。
9月29日(日)1o:oo 12:OO、13:OO 15:CO

家で素敵なひとときをお過ごしください。

⑪9月27日(金)1O:3O〜②9月29日(日)13:OO
[場所]旧河澄家／東大阪市日下町7‑6‑39

[場所]旧河澄家／東大阪市日下町7.6.39

所要時間 1時間30分〜2時間程度参加費／3,600円定員／各1〜7名
対象者／高校生以上※お申し込み時にお名前連絡先記載､未成年の場合は年齢を連絡
皇近鉄奈良線｢石切｣駅徒歩20分

所要時間／2時間程度参加費/200円定員各2〜20名
対象者／3歳以上(未就学児は保護者同伴）持ち物／マスク､三角巾､エプロン
※9月3日(火)受付開始輿近鉄奈良線｢石切j駅徒歩20分

關瀬鶴9mail.com

稗
￨ I

、

深川秀鳳／由源社最高位師範､秀鳳書の教室琿蛍､実用書道教室だけでな
く､デザイン書道教室を2018年より本格始動｡和と洋のコラボ香が御意､イン
テリア書の受注販売､イベント出展､パフォーマンスも行う｡Yahoo1ニュース、
新聞メディアにも多々取り上げられる

￨瀦蕊￨駕篭籍謡者株式会社ｱｽｳｴﾙ

關1

、

堀木昌彦／旧河澄家指定管理者株式会社アスウェル統括責任者･学
芸員子供から年配の方まで幅広い年齢層の方々に古民家を見ていただく
ため､年間を通じて体験会から歴史贈座まで椴々なイベントを企画していま夷

お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン、スマホからお申込フォームにてご予約いただけます

し…潮

一
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菱屋西染め色遊び
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一

I

脂

染織作家の長屋びらき(1932築)自分の色を染める

読みつくしたという方もまだ読んだことがない方も

手ぬぐい染1時間コース

いまだから浸りたい田辺文学の世界

昭和初期に建てられた和洋折衷の町家で折染を体験していただきます｡今

大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館で開催中の特別企画展を学芸員が
ご案内します｡恋愛小説･古典に関する作品､評伝小説､ユニークなエッセ

回のプログラムでは､長さ106cmの大判手ぬぐいを正方形や三角形に折
り､染料の色を混ぜ合わせたり濃度を調整したりしながら染めていきます｡ど
のような模様が出るかは開いてからのお楽しみ。

イ…幅広い作品の直筆原稿･初出誌･関連資料などの展示を通じて､田辺
文学の魅力にふれることのできる見学会です。

金曜日:09月13日②9月20日99月27日010月4日610月11日610月18日010月25日
土曜日:09月14日09月21日99月28日010月5日610月12日610月19日010月26日011月2日

11月4日(月･祝)13:30 14:30

11:00〜12:00，14:00〜15:00

[場所]菱屋西染め色遊び／東大阪市菱屋西1.5.6

[場所]大阪樟蔭女子大学図書館内／東大阪市菱屋西4‑2‑26

所要時間／1時間程度参加費／2,000円定員／各1〜10名対象者／幼児(大人
同席)〜※汚れてもよい服装･タオル1枚皇JRおおさか東線｢JR俊徳道｣駅徒歩13分

所要時間／1時間程度参加費／無料定員／5〜20名対象者／どなたでも
※申し込みの際には､氏名･連絡先(TEL､E‑mail)をご記入ください。

近鉄大阪線｢長瀬｣駅徒歩10分､近鉄奈良線｢河内小阪｣駅徒歩15分

閏近鉄奈良線｢河内小阿駅徒歩5分､JRおおさか東線｢JR河内永和｣駅､近鉄奈良線｢河内永和j駅徒歩7分
･●◆｡●●●●●●■●｡｡■●①■①■｡D■■■■■■■●●■■■●e◆e･●。■■■eal

H畷霞m菱屋西染め色遊び
aO90‑3508‑6583 Instagram@chiiima.someiro
chiiimasomeiro@gmail.com
D■■■曲●Q●■●●●●●■■●q●■◇■●■e●e●●■･･･●の■■｡■■■●｡●■●●■■■●■の■●■■■■●■｡■■■■●■■●■●●●■G

、

IQ"雫……………

働

＠

諦蕊￨杳騰嘉駕田驚競鵡"…hoi…i

住友元美／大阪樟蔭女子大学非舘勤講師､大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学

編

腿学芸員｡専門は日本近現代史｡学芸員とじて､展示全般の企画をLrていま説

23
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菱屋西染め色遊び

一

住宅街の隠れ家ギャラリーで非日常を味わう

染織作家の長屋びらき(1932築)自分の色を染める

東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

型染アート3時間コース

野焼きで縄文･弥生±器を作り､花器として使いましょう｡ひも造りや玉造
り､板造り､さらにはロクロ体験も可能です｡食器は日常使いできる物になる
様指導いたします｡ギャラリーでは､明治以降に輸出されたオールドノリタケ
や米軍占領下の日本で作られたオキュパイドジャパン､古伊万里の展示販

伝統技法｢型染｣は､現在ではあまり見られなくなりましたが日本で考えられた

売もしており､手に取ってご覧いただけます。

金曜日:09月13日09月20日○9月27日010月4日610月118610月18日010月25日

9月13日(金)〜11月4日(月･祝)期間中毎日

土曜日:09月14日89月21日99月28日010月5日610月12日610月19日010月26日011月2日

10:00〜15:00の間で随時お好きな時間

10:00〜13:00，13:00〜16:00

[場所]同座窯／東大阪市本庄1‑2‑18
所要時間／1時間程度(希望により延長可） 参加費/1,000円(完成品送付の場合は別途
送料が必要） 定員／各1〜3名対象者／どなたでも※お申込は電話のみ｡汚れる場合、

[場所]菱屋西染め色遊び／東大阪市菱屋西1‑5.6
所要時間／3時間程度参加費／6,000円定員／各1〜6名対象者／小学生以上

(土がつく場合)のエプロンは用意しています。

典近鉄けいはんな線｢荒本｣駅徒歩15分

同座窯
査O90−5044−8441

方法で､昔から着物の染色などに使われてきました｡今回のプログラムではこ
の技法を用いて当アトリエオリジナルの図案で染色し､2点の作品を製作して
お持ち帰りいただきます｡各自のサイン型彫体験付き｡※額は別売りです。

※汚れてもよい服装タオル1枚典JRおおさか東線｢JR俊徳道｣駅徒歩13分､近鉄大阪
線｢長瀬｣駅徒歩10分､近鉄奈良線｢河内小阪｣駅徒歩15分

關蟇識繍:E3'.淵恕縣聴読職
qese申巳●■｡■｡■･■●■■●■■■■●■■■●■■

木村直規／地元の±を使い40数年､野焼きで縄文･弥生土巽の花器づくりを
していま灸現在は､近鰹一円各地の土で土器､食器づくりを目指じていま説東
大阪市は歴史が深く大変興味深い土地でもありま柔お越しの隙にはこの地
の文化や歴史もお伝えfできればと思いま夷

、

̲ローーーローー‑‑=白白｡b●■◆●●●･◆●q今●●●｡●●■｡■■●■●けむ●◆●今●･争・●
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司馬遼太郎記念館

−

古民家すたじおわが家

’
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輌副

お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけますﾚﾚﾚ緬剰
軍

､｛

’
、

上村洋行館長を囲んで司馬遼太郎について語ろう

ここでしかできない忍者体験

司馬遼太郎記念館でカフェ会！

古民家で忍者になりきろう！

司馬遼太郎が亡くなって今年で23年､作品はいまなお色あせることなく､電

宿泊､写真スタジオ、日本文化体験を兼ね備える｢古民家すたじおわが
家｣。忍者の衣装を着て､手裏剣投げ､吹き矢を体験していただきます｡手
裏剣は全員参加のトーナメント形式で対決1忍者体験の後はリノベーション
した古民家でゆっくりくつろいでください｡オプションでプロカメラマンが写真
撮影します(別途1,500円)。

子書籍にもなり映画やドラマ化もされて､読み継がれています｡司馬遼太郎

記念館では11月4日(月)､上村洋行館長を囲んで司馬遼太郎ファンの
方々との小さな茶話会を開きます｡司馬遼太郎のこと､作品のこと､さまざま
な話題を､お茶とお菓子を楽しみながら､気軽に語り合いませんか。

09月21日(*)09月22日(日)910月5日(i)010月6日旧)610月19日(土）
11月4日(月･祝)14:o0 15:00

610月20日(日)011月2日(i)811月3日(日)10:00‑11:30,13:00‑14:30,15:00‑16:30

[場所]司馬遼太郎記念館2階事務局／東大阪市下小阪3‑11.18

[場所]古民家すたじおわが家／大阪府東大阪市玉串元町2‑4.26

所要時間／1時間程度参加識/2,000円(お茶･お菓子･入館/観覧料含む）定員/10
名まで対象者／どなたでも※申し込みは電話またはFAX(住所･氏名･電話番号を明

所要時間／1時間30分程度参加費/1,500円､カメラマンによる写真撮影付きは3,000円
定員/10名対象者/5歳以上※当日は手ぶらでも大丈夫です｡現金支払いのみになります｡申込
時に衣装のｻｲｽ(大人用･子供用)をご記入ください。 畠近鉄奈良線｢河内花園｣駅徒歩13分

記)｡先着順。

畠近鉄奈良線｢八戸ﾉ里｣駅徒歩8分

ﾛ關霊ロ司馬通太郎記念館
aO6‑6726‑3860BO6‑6726‑3856

m 篶繍鱸讓繍駕繍職鯛：

お申込み

古民家すたじおわが家中島辰巳

お問合せ

窓090‑6124−8057

、

中島辰巳／古民家すたじおわが家の中島と申しますbわが家は観光客の宿
2

泊施設であり､宿泊していただいた方に衣食住､そして日本の文化を体験して
いただき､思い出を沢山作っていただける施股ですb私はカメラマンで当日の体
験の様子も写真､映像でしっかり残しま夷

29

27

河内木綿はたおり工房

石切劔箭神社

−

ﾛ■■■■■■■■■

一一

白いコットンボールと麻でコースター作り

石切さんで書写。筆で文字を書くことで新たな発見を

東大阪地産の｢河内木綿｣に触れる体験

書に親しむ。〜令和からいしきりのおしえ〜

東大阪市内で収穫した綿の実から､綿繰り機を使った綿と種子を分ける
｢綿繰り｣､糸車を使う｢糸紡ぎ｣など、河内木綿布が出来るまでの工程を体
験できます｡ミニコースター作りは､河内木綿手紡糸と麻糸を使って小さな
はたおり機で作品を作り､持ち帰っていただきます｡河内木綿の"どんぐりスト
ラップ"おみやげ付き。

⑪10月13日（日)e10月27日(日)1o:3o 11:3o

新元号｢令和｣の出典となった万葉集より｢梅花の歌｣並びに｢いしきりの
おしえ五訓｣を筆を使って書くことで書に親しみ､いしきりの教えを心に抱き、
自らの願いを明らかにする体験をしていただきます。

09月14日(土)②9月15日(日)③9月21日(土)⑬9月22日(日)e9月23日(月･祝）
⑥9月28日(土)③9月29日（日)@10月5日(土)Q10月6日(日)、⑪10月12日(土）
⑱10月13日(日)W0月26日(土)W0月27日(日)W1月2日(土）
午前の部10時受付、午後の部13時受付※事前予約者優先

[場所]石切参道商店街河内木綿はたおり工房／東大阪市東石切町3.2‑13

[場所]石切劔箭神社石切崇敬会館1階ロビー／大阪府東大阪市東石切町1．11

所要時間／1時間程度参加費/1,000円定員／各6〜10名対象者／小学生以上
※電話受付のみ｡お申込時にお名前と連絡先(小学生の場合､学年をお知らせください）
畠近鉄奈良線｢石切｣駅徒歩5分

所要時間／30分程度参加費/1,000円定員／各1〜10名
対象者／筆で文字が書ける方｡携行品特になし､筆を含め必要な方には貸与いたします。
※筆の使い方などアドバイス致します。 畠近鉄けいはんな線｢新石切｣駅徒歩7分

m興臓』観子房

U屋團1頁撤蕊涛蕊鍬鴫 16Mf3.分

中井由県／河内の風土が育んだ河内木綿の良さや美しさを伝えたい。

且
'3

、

石切劔箭神社宮司／木積康弘

ご参拝いただいた方々に､筆を用いて文字を書くことを通じて平稲な心を養って
いただければと思いま爽

筆を全く使ったことがない､綺麗な字が書けないという方も､心を込めて書くこと
が大切ですのでも安心じて参加なさって下さい｡お手伝い致しま魂

お申込み･お問合せ欄に

…潮

必｡
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、 アイコンのある体験はパソコン、スマホからお申込フォームにてご予約いただけます，

&、
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隆

＝

廻

二

コース：石切駅→爪切地蔵→石切劔箭神社（上之社)→
河内木綿はたおり工房→千手寺・古墳→
石切参道商店街→石切劔箭神社・宝物館

鐘

言

▲

一"､ご堂蜀

二一

東大阪にこんなところが!まち歩きコース

和紙のはがきを手づくりしよう

神話と信仰の街石切周辺散歩と河内木綿でｺｰｽﾀｰ作り

和紙体験スペースで紙すき体験

二千年以上の歴史をもつといわれている石切劔箭神社では､神職の方が
神社をご案内｡また当日は宝物館が公開中で､神社所蔵の刀剣や銅鏡、

古文書などの展示が見られます｡又､江戸時代に盛んに栽培された｢河内
木綿｣を現在再生している｢はたおり工房｣で綿繰りや糸紡ぎを体験｡小さな
はたおり機でコースター作りを体験します。歴史と神話のまち石切参道商店

日本では1400年ほど前から作られてきた和紙の良さを国内だけでなく海
外の人や子どもたちに伝えたいと､紙の卸販売や紙関連製品の企画･製
造販売を手掛ける庫内(くらうち)が2017年にオープンした和紙体験ス
ペースです｡和紙の原料から紙をすき､押し花で飾りつけをして脱水､乾燥し
て､和紙のはがきを4枚作ります｡はがきができたら筆ペンでメッセージを書い

街の散策とあわせてお楽しみください。

て､心のこもった便りを送るのもいいですね。

10月5日(土)9:oo 12:CO

⑪9月14日(土)②9月28日(土)@10月5日(土)O10月19日(土）
11:00〜12:OO

[場所]近鉄奈良線｢石切｣駅北側改札口前に集合／東大阪市上石切町2.1.6

[場所]株式会社庫内2階｢紙TO和｣／東大阪市長田中4‑6‑27

所要時間／3時間程度参加費/1,200円(コースター作り･お土産･資料代）
定員／1〜15名対象者／小学生以上※小中学生は保護者同伴

所要時間／1時間程度参加費／3,024円(税込）定員／各1〜8名対象者／4歳以上

※急な坂道を歩くので運動靴でご参加ください。

宙近鉄けいはんな線｢長田｣駅2番出口徒歩6分

關蕊溌餅穂脇鐡,紙繩訓…,、
ヨ

鰯
、

東大阪観光協会まちガイドボランティア／こよなく東大阪を愛するおしゃべ
り好きのまちガイドボランティアが東大阪の魅力rおもしろスポット』やrホンマ

、

紙￨TO和
壷O6‑6747‑6633

石田信一､大村哲哉､大増なつき／東大阪の紙の会社で営業一筋30年｡−
見こわそうですが､気持ちは優しいおっちゃA『ですb紙のことなら何でも聞いてく
ださい。大学生壼斑後の年､バイトのなつきちゃんが花を添え』てくれま夷

一

L

もんの地元ネタ』を交えてご案内させていただきま夷
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コース：枚岡駅→枚岡神社→宝瞳寺→
中村代官屋敷跡→権現塚碑→
額田寺→玄清寺→額田太鼓台→額田駅

東大阪観光協会

一東大阪観光協会

， 胸磯

コース：枚岡駅→枚岡神社→郷土博物館→
発掘ふれあい館→瓢箪山稲荷神社→瓢箪山駅

東大阪にこんなところが!まち歩きコース

東大阪にこんなところが!まち歩きコース

枚岡 額田周辺散策と枚岡神社秋祭り太鼓台で楽しむ

枚岡 瓢箪山周辺散策古墳や発掘にふれてみよう！

延喜式神名帳に官幣大社として名を連ね､太古の聖域に鎮座する神氣溢れ
る河内國一之宮の神社｡秋の収穫を祝う秋郷祭では､大中小の太鼓台の太
鼓の音に｢チョーサジャー｣のかけ声を響かせながら賑々しく各地域を巡り順
番に宮入りします｡その姿は圧巻｡秋祭りの日に太鼓台を担ぐ勇姿と熱気に
ふれながら､暗越奈良街道や東高野街道が交差し､家康や芭蕉の足跡を感

生駒山麓には旧石器縄文時代の遺跡がたくさんあります｡まずは出雲井
古墳群の中にある河内一ノ宮の枚岡神社で神職による神社の案内後､山

じながら枚岡から額田周辺を散策してみませんか1

箪山稲荷神社では､辻占おみくじ体験をします。

10月14日(月･祝)9:30 12:30

9月29日(日)9:OO 12:3o

畑古墳群の中に建てられた郷土博物館へ向かいます｡博物館の敷地内に
は山畑22号古墳の横穴式石室があり､学芸員より話を伺います｡発掘ふ
れあい館では掘り出された土器や貝塚の貝に触れ古墳の上に位置する瓢

[場所]近鉄奈良線｢枚岡｣駅神社側改札口前に集合／東大阪市出垂井町2.6

[場所]近鉄奈良線｢枚岡｣駅神社側改札口前に集合／東大阪市出雲井町2‑6

所要時間3時間程度参加費／1,000円(お菓子･お土産資料代）
対象者／小学生以上※小中学生は保護者同伴
※急な坂道を歩くので運動靴でご参加ください。

所要時間／3時間30分程度参加賛／900円(入館料お土産･資料代）
定員／1〜15名対象者／小学生以上※小中学生は保護者同伴
※急な坂道を歩くので運動靴でご参加ください

定員／1〜15名
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お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン、スマホからお申込フォームにてご予約いただけます
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枚岡神社

東大阪観光協会
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コース：河内小阪駅→樟蔭学園・田辺聖子文学館→

延命寺→小坂神社→彌榮神社→司馬遼太郎記念館→
宮本順三記念館・豆玩舎ZUNZO→八戸ノ里駅

太古の聖域である枚岡神社で体感する膜と鎮魂体験

東大阪にこんなところが!まち歩きコース

神道行法(渡･鎮魂）

河内小阪･八戸ﾉ里周辺文学散歩とおもちゃづくり

境内へ流れ来る｢二条の滝｣のご神水によって漢を行い､罪職れを祓い清

田辺聖子さんの世界を紹介する文学館と出身校の樟蔭学園を訪れたあと、

めた後､鎮魂行法によって霊魂を身体の中府に納めていただきます｡枚岡
大神の鎮まります枚岡山からは清らかな水が古より枯れることなく湧き出し
ています｡豊かな自然の中で､古来より伝えられた行法によって心身の内な
る霊気を呼び起こし､命の尊さ､自然の有難さを体感していただきます。

世界かんがい施設遺産に登録された長瀬川沿いから中小阪の古い町並み
へと散策｡安藤忠雄さん設計の建物で構成された司馬遼太郎記念館では約
2万冊の蔵書を有する大書架の中､司馬さんの精神をも感じられる空間をまっ

9月24日(火)13:OO 17:CO

たり過ごします｡最後にグリコのおもちゃデザイナーとして活躍した宮本順三
記念館豆玩舎ZUNZOを訪ね､日本の昔ながらのおもちゃ作りを体験します。

[場所]枚岡神社/東大阪市出雲井町7.16

10月26日(土)13:OO 17:CO

所要時間／4時間程度参加費／3,000円※衣装代は参加料に含まれておりません。
定員／1〜25名対象者身体壮健ならば年齢制限はありません持参品(共通)／承諾

所要時間／4時間程度参加費/1,500円(各施設の入館料･お土産･資料代）

書を当日ご提出ください→申込用紙はいよりダウンロード可※わらじ代別途1,000円必要
畠近鉄奈良線｢枚岡｣駅徒歩3分

、

ﾛ蕊Iﾛ窮蕊8,̲綱7ﾌ担当桐田(きりた！

[場所]近鉄奈良線｢河内小阪｣駅改札口前に集合／東大阪市小阪1‑8‑8
定員1〜15名
対象者／小学生以上※小中学生は保護者同伴

m東大阪物産観光まちつくりｾﾝﾀｰまいど東大阪
a072‑970‑5771 9072‑970‑5662 info@maido‑higashiosaka.jp ＠
●。◆■◆b●O●｡■◆●●●●●●●■●■■■■●■●■■■●■■■■■■■■｡■■●■●■●●■の■●■●ゆeDq●■･■｡●○申q①Gee◆■●●｡●eOB●■｡●g●■●gGo●●Q◆■◆､●OG◆Oeg◆■●●●●■●abl

桐田智史／枚岡神社神職

瀧競鵜雛撫噸ゞ
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東大阪観光協会

枚岡神社
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コース：石切駅→大阪平野絶景ポイント→

旧生駒トンネル→日下新池→丹波神社→
大龍禅寺→旧河澄家

自然の恵みに感謝!楽しんで作業しましょう》

東大阪にこんなところが!まち歩きコース

鎮守の森を守る大切さを学ぼう

歴史の宝庫日下のまち｡ぶらりと講座｢河内音頭今･昔」

都市近郊ながら自然豊かな枚岡神社の社叢｡長い間守られてきた鎮守の

古事記や日本書紀の神武東征に記され､日本のあけぼのといわれている｢日下」
くさか
のまちを訪ねます｡大軌電車開通後の大正4年に地元の人たちの手で日下
遊園地が開設され､池の周辺は料理旅館など大変賑わっていたといいます。
中でも夏の納涼盆踊りのお話は旧河澄家で｢河内音頭今･昔｣をテーマに講
座をご用意｡河内名所図会にも描かれた大龍禅寺そして上田秋成や生駒山
人ともつながりの深い旧家､旧河澄家へと散策します。
11月2日(i)13:00 16:00

くさか

森の有難さや大切さを学んでいただきます｡収穫期を迎えた御神田での稲

刈り神事に参列の後､小規模ながら自然の恵みにより豊かに稔った稲穂の
刈り取り作業を行います｡その後､神様の居ます森｢鎮守の森｣を散策し、
森の中で軽い森林保全作業を体験していただきます。

10月26日(土)9:OO 15:oo
[場所]枚岡神社／東大阪市出垂井町7‑16

[場所]近鉄奈良線｢石切｣駅北側改札口前に集合東大阪市上石切町2.1.6

所要時間／4時間程度参加費500円定員／1〜20名
対象者／小学生以上※雨天中止の場合あり｡午後も参加の方はお弁当ご持参。
畠近鉄奈良線｢枚岡｣駅徒歩3分

所要時間／3時間程度参加費 /500i円(お土産･資料代）定員/1〜20名

關蹴噸鮮会夢務局演上(は叢がみ）
麹

噸一室一室

ｆロ
一

'5

くさか

対象者／小学生以上※小中学生は保護者同伴
※急な坂道を歩くので運動靴でご参加ください

、

事務局涜上晋介／枚岡神社の神職で､ひらおかの森を守る会の事務局。

關謡辮#篭識騰r,,諾ﾎ繍墨‑,@
東大阪観光協会まちガイドボランティア／こよなく東大阪を愛するおしゃべ
り好きのまちガイドボランティアが東大阪の魅力rおもしろスポット』やrホンマ

辰夫届

忠ち歩さ
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もんの地元ネタ』を交えてご案内させていただきますb

お申込み･お問合せ欄に

、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけます
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宮本順三記念館．
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Let'shaveakimonoexperienceinajapan'straditionalspace!

グリコおもちやデザイナーの記念館で学ぶ。遊ぶ。作る

KimonoCosplay

WORLDTOY見学会とラグビーエ作

Let'shaveaKimonoexperienceinKonoikeshindenkaishoconsisting

ニュージーランドのラグビーボール型酒瓶をはじめ､世界各地の珍しい酒瓶や

of300yearsoldbuildingsandgarden． ltwasestablishedinl707

1940s.NowKonoikeshindenkaishohasbeendesignatedbothasa

ｸﾘｺのおまけの花園スタジアムなど､W杯にちなんだ企画展｢ZUNZOの愛
した東大阪｣･大阪と日本の郷土玩具･世界80ヶ国の伝統玩具等や宮本順
三デザインのおまけのおもちゃの常設展を学芸員がご案内｡あわせて岡田三
朗デザインのラグビーごまやトライ<ん･花園スタジアム等の紙工作を作りま

nationalhistoricparkandnational importantculturalproperties.

す｡'IWORLDTOY2019"へも､ぜひご参加ください！

everyWed,ThuandFri､10:30 11:30､13:OO 14:OO､14:30 15:30

⑪10月3日(木)e10月12日(i)13:OO 15:oo

[PlaCe]KonoikeshindenMuseum/2.30,Konoikemotomachi,Higashiosakacity
Entryfee/¥1000/60mins;XAdmissionfee(¥300foradUIt,¥200forunderl5yearsold)

所要時間／1時間30分程度参加費/1,500円(お土産にグリコﾌﾚｾﾝﾄ）

isseparate.Capacity/10womenand5meneachsIoI.SubjecIs/Over12yearSold

定員／各5〜20名対象者／小学生以上

e5minuies'waikfromKonoikeshindenStationonlheJRGakkentoshiLine.

皇近鉄奈良線｢八戸ﾉ里｣駅徒歩2分

asacentral facil ityformanagementfarmingandtenantsbyagreat

merchant,KonoikeZen'emonMunetohshiandhasbeenuseduntil

KonoikeshindenMuseum
盆06‑6745−6409

、

BESSHO, Hidetaka/Wepreparevarious eXperiencemenus for

綴

inboundvisitorstoenioybothJapantraditionalandpopcultures.

[場所]宮本順三記念館･豆玩舎ZUNZO/東大阪市下小阪5‑1‑21山三工ｲﾄﾋﾙ3階

m冒蛎霊漂読書ZUNZ｡'側，｡溝人…文化の会、
ZUNZO事務局磯田武士･磯田宇乃／豆玩舎ZUNZOの企画･運営に携
わっていま説グリコのおもちゃデザイナーで世界の祭を描いた洋画家の宮本
順三のコレクションと､カッターナイフのオルファ㈱相麟役岡田三朗さんの工
作シリーズな畦ここにしかない宝物がいっぱいで爽ぜひ､お出かけください。

グリコおもちやデザイナーの記念館で学ぶ｡遊ぶ｡作る

WORLDTOY見学と大阪伝統玩具作り
ニュージーランドのラグビーボール型酒瓶をはじめ､世界各地の珍しい酒瓶や
グリコのおまけの花園スタジアムなど､W杯にちなんだ企画展｢ZUNZOの愛

した東大阪｣･大阪と日本の郷士玩具･世界80ヶ国の伝統玩具等や宮本順
三デザインのおまけのおもちゃの常設展を学芸員がご案内｡あわせて､招き猫
などの小さな人形をのせて回転させる竹製の大阪伝統玩具を作ります。
l'WORLDTOY2019"へも､ぜひご参加ください！

⑪9月29日(日)@10月17日(木)13:OO 15:CO
[場所]宮本順三記念館･豆玩舎ZUNZO/東大阪市下小阪5‑1‑21山三ｴｲﾄﾋﾙ3階
所要時間／1時間30分程度参加費／1,500円(お土産にグリコﾌﾚｾﾝﾄ）
定員／各5〜20名対象者／小学生以上

畠近鉄奈良線｢八戸ﾉ里｣駅徒歩2分

關喜蛎蕊澪読書ZUNZ｡'NPo溝人お霞け文化の会、
zunzo事務局醗田武士･磯田宇乃／豆玩舎ZUNZOの企画･運営に携

わっていま説グリコのおもちゃデザイナーで世界の祭を描いた洋画家の宮本
I唖三のコレクションと､カッターナイフのオルファ㈱相鮫役岡田三朗さんの工
作シリーズな＆ここにしかない宝物がいっぱいで爽ぜひ､お出かけください。

'6
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虹紙製作所

プログラム内容
詳細はこちら

■■■■■■■■■■

同錘}…&同

鍵
＝

はじめてでも楽しんでもらえるレザークラフト

選んでつくる革小物作り
コインケースやペンホルダーをはじめ､がま口のお財布やスマホケースなど

16種類の中からお好きなものを選んでいただき､さらに､5種類の中からお
好みの色を事前に指定していただきます｡あらかじめ裁断している革を使っ
て､穴を開けたり､縫ったりして製作していただきます｡虹紙製作所オリジナ
ルの道具を使って､レザークラフトがはじめての方でも楽しんでいただけます1

モ ノ づくり

09月14日(土)②9月15日(日)99月16日(月･祝)09月28日("69月29日(日)610月19日(土）
010月20日(日)810月22i日(火･祝)911月4日(月･祝)10:oo 2o:COの間で先着瓶予約
[場所]虹紙製作所／東大阪市永和3.18‑13
所要時間参加費／アイテムにより異なる定員／各1〜6名対象者／どなたでも(小学
校低学年以下のお子様は.保護者同伴｡)※詳細は上のQRコードよりご確認いただけます
皇近鉄大阪線｢俊徳道j駅､JRおおさか東線｢JR俊徳道｣駅徒歩7分

關虹紙製作所
aO90‑2106‑0420

shizuna.w@nijigami.com

、

畳.譲繋蕊厚蕊灘
〃

画

古民家で大工の技を学び、日用品をつくろう

河内いえ．まち再生会議

■■■︲■

■ ■

■ ■ ■ ■

■

株式会社ナダヤ

■ ■ ■ ■
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革選びも楽しい1すべての工程を体験

ラグビーボール型キーホルダー作り

子どもも大人もみんなで楽しめる｢大工塾」

革の素材選びから裁断･縫製まですべての工程をご自身の手で体験してい

大人も子どもも楽しめる､大工の技を学ぶワークショップです｡熟練の大工

ただきラグビーボール型のキーホルダーを製作します｡作ったキーホルダー

から木組みなどの技術や道具の使い方を学び､伝統的な大工の技を用い

は､日付やお名前の刻印を打ってお持ち帰りいただけます｡職人が丁寧に
教えますので､レザークラフト初心者の方でも楽しんでいただけますよ｡モノ

て家庭で使える日用品を作ります｡生駒山の麓に位置する会場の｢石切

⑪9月21日(土)e10月5日(*)e10月19日(土)O11月2日(土）

ヴイレッジ｣には､国有形登録文化財に指定されている江戸時代の古民家
を再生した建物をはじめ､時代の違う3つの家屋があります｡日本家屋の構
造の移り変わりも合わせてお楽しみください。

10:0O〜12:00

10月26日(土)13:OO 16:oo

づくりのまちでモノづくりの楽しさを体感してください。

[場所]株式会社ナダヤ／東大阪市大蓮東3‑4‑2

[場所]河内いえ｡まち再生会議／東大阪市東石切町5.4.54

所要時間／2時間程度参加費/1,500円定員／各1〜5名

所要時間／3時間程度参加賀/1,500円定員/5〜20名
対象者／年齢制限なし(幼児は保誰者同伴）
典近鉄奈良線｢石切｣駅より徒歩10分

対象者／どなたでも

典近鉄大阪線｢弥刀｣駅徒歩7分

m株式会社ﾅﾀﾔ

念O6−6720−1522

⑳

p■●■寺■■■■■■●■●■凸q◆品O■●凸●q凸●｡●の■○●■凸｡●●◆●凸◆①中･●●◆●◆DC中e●｡◆●●◆be■■●■■●寺b■■■旬■寺■｡■■■■句■口■寺■●■■■■■●■■■●■●p■●■■■■■●■■●■■■凸■｡■●■■■■凸■e○■己■●■■●■●■今■ap4DOe■｡●●●4牛

鮴鱒雛鰯繍繍蕊…

'7

■
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ﾛ畷關ロ河内いえ･議ち再生会職
kawaChiiemachi@gmail.comgO72‑987‑2230

、

Do●参●G●●p●●q◆eCDg◆DGC●●●●●●●①●告●●p■守■●■●■■■■●■●■●■■■■●■■●■■■■■q■q■■●｡●■竿■■■■｡●●●今●●●●pbO◆O◆●◆、◆O■COC■◆、◆●●eqGdp●寺●G①白包■令●■●■■■●■●■■■■●■●■●■■■■■■●■■■●■■①■◆ﾛ

繋繍蕊蕊鰯鮮麗鵬

お申込み･お問合せ欄に

、 アイコンのある体験はパソコン、スマホからお申込フォームにてご予約いただけますし
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工具なしで組み立てられる1

初めてでも出来る1簡単バルーンアート

大人のダンボールエ作〜財布＆名刺入れ〜

風船で作る大きな｢バルーンドール｣教室

大人向けのダンボールキットが登場｡財布､名刺入れどちらかを選んで作れ

ラク入る設計です｡もちろんカードケースもしっかり付いています。

犬や花､剣だけじゃない｡初心者でも簡単に作れる｢バルーンドール｣は､年
齢性別問わず､人気の高い講座です｡約1メートルのバルーンドールは､お
子様にもおじいちゃん､おばあちゃんにも可愛がってもらえる作品です｡お友
達へのお祝い､幼稚園やデイサービス施設の飾りにもお薦め｡復習用の風

(B)名刺入れ／コンパクトで持ち運びやすいサイズです｡名刺交換の際の

船資材の販売もあります｡2018年は東大阪市立社会教育センターで開

話題作りにうってつけかも？

催したバルーンドール教室｡お子様連れでお気軽にご参加ください。
9月26日(木)1o:oo 11:3o

ます｡どちらも表面にクロコダイル柄紙を使用し､ダンボール製とは思えない
ほど実用的でお酒落なデザイン! (A)財布／薄いのにお札や小銭もラク

⑪9月18日(水)@10月16日(水)14:oo 15:3o
[場所]マツダ紙工業株式会社本社／東大阪市衣摺5‑14‑24

[場所]イコーラム東大阪市立男女共同参画センター／若江岩田駅前(希来里6F)

所要時間／1時間〜1時間30分程度参加費/(A)財布5,000円(B)名刺入れ2,000円

所要時間1時間30分程度参加費/6,000円定員/2〜5名
対象者どなたでもご参加いただけます｡お子様連れでお気軽にお越しください。
塾近鉄奈良線｢若江岩田｣駅徒歩すぐ

定員／各15名(最小催行人数2名）対象者／どなたでも
gJRおおさか東線｢衣摺加美北｣駅徒歩約5分

、

P−PRO｣ECT

aO80‑4643‑O765

松田和人／ダンボール家具のリーディングカンパニー､マツダ紙工業株式会

晶

社の代表取締役社長

、

聡職

piiicyan@gmail.com

、

はりきひろこ/CBA(世界公認バルーンｱｰﾃｨｽﾄ)関西を中心に全国で風船

教室開催｡大阪音楽大学短期大学部卒(声楽),中学校教員免許2種音楽,大阪
市立男女共同参画センター主催プロ講師塾卒業生｡『どないかしたい1粛座』
嗣師。

口旦
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マツダ紙工業株式会社

モノづくりミュージアム

東大阪

■■ﾛ■■■■■■

カラーワイヤーを使って自由自在にアートしよう

工具なしで組み立てられる1

東大阪モノづくりの歴史から生まれるアート

親子で作るダンボールキットースボーツ編〜

東大阪モノづくりミュージアムでは､歴史を展示して魅力と活力を発信して

(A)(B)どちらか選んで作ります！

います｡あわせてモノづくりを体験するワークショップを企業のご協力で実施
しています｡今回のプログラムでは｢アート｣という切り口で実習と作品販売
ネジのアートネジ･野田金属工業㈱のステンレス作品を販売します｡工作教

(A)ラグビーボール／仕上がったらずっしりとした重量感があり､なぜか本物
みたい｡紙に絵を書いたり投げたりできるほか､貯金箱にもできます｡(トライ
<んシール付き)｡(B)紙ずもう／ダンボール製ではありますが､指で叩けば
バネのように弾むように作られていて､友達や家族と対戦するときに盛り上

室は専門家による技術指導をもとに進めます。

がること請け合いです｡力士に好きな絵を書くことができます。

9月21日(*)13:OO 15:oo

⑪9月18日(水)@10月16日(水)14:oo 15:3o

を行います。日本化線㈱のカラーワイヤーを用いた工作教室を実施｡川端

[場所]フレスポ東大阪2階イベントスペース／東大阪市稲田新町3‑9‑64

[場所]マツダ紙工業株式会社本社／東大阪市衣摺5‑14‑24

所要時間／2時間程度参加費／3,500円定員／5〜15名対象者／小学生以上
※東大阪モノづくりミュージアムの展示説明を行った後カラーワイヤエ作教室を実施します。
gJR学研都市線｢徳庵｣駅徒歩15分近鉄けいはんな線｢長田｣駅徒歩25分

所要時間／1時間程度参加費/(A)1,200円(B)2,500円定員／各15名(最少催行
人数2名）対象者5歳以上※小学生以下は保護者同伴

鰯蕊￨昌瀧遍蝋謡繍

蟻

、

浅井亜由美(アートクラフトﾏｲスター)／カラーワイヤークラフトマイスターが
分かりやすく丁寧に指導しますb使用するワイヤーは､色彩豊かでやわらかく手
に顔染み､デザインの自由度が蘭いものですbフラワーアレンジメント､ワイヤー
アクセサリーなど､さまざまな作品づくりをお楽しみください。

gJRおおさか東線｢衣摺加美北｣駅徒歩約5分

ﾛ關罰ﾛ諦溌鮮社本社

、

松田和人／ダンボール家具のリーディングカンパニー､マツダ紙工業株式会

晶

社の代表取繍役社長

'8

お申込み｡お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけます
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松尾捺染株式会社

株式会社エストロラボ

■■■■■■■■■

ESTR@ROBOY
身長3センチの小さなロボットを組立てませんか？

フランスの文化に触れる体験とプリントエ場特別見学

穴あけ体験とロボットの組立ワークショップ

パリのお稽古事｢カルトナージユ」

直径3ミリ以下の穴を開ける細穴放電加工を専門とするエストロラボ｡放電

組み立てるワークショップを開催します｡組み立てるパーツをご自身で選んで

ハンカチーフ･プリント工場｢松尾捺染｣にて国内外で定評ある､フランスの
アンティーク生地復刻現場を見学｡体験講座では約1,000種類の松尾捺
染オリジナルプリントの中からお好きな布を選んでいただき､カルトナージュ
(フランス伝統の厚紙工芸)でお気に入りの写真や画を飾るフレームを作り

いただくので､オリジナルロボが完成します！

ます。

⑪9月15日（日）②9月16日(月･祝)e11月3日（日）
④11月4日(月･祝)13:00 15:30

10月16日(水)13:oo 16:OO(工場見学含む）

加工は火花のエネルギーで金属に穴を開ける加工方法で､細穴放電加工

機を使ってねじに穴をあける体験と､世界にひとつだけの｢エストロロボ｣を

[場所]株式会社エストロラボ／東大阪荒本西4.2.25

[場所]松尾捺染株式会社／東大阪市森河内東1‑9‑8

所要時間／2時間30分程度参加費/5,500円(税別）定員／各3〜4名対象者／

所要時間／3時間程度参加費／4,660円(生地･材料費込み）定員／6〜10名
対象者／小学1年生以上※小学生は保護者同伴で

小学4年生以上※小学4年生以上であれば､子供だけの参加も可能です｡申し込み時点
での消費税をお支払下さい。 閏近鉄けいはんな線｢荒本｣駅徒歩5分
株式会社エストロラボ
hosoanaya@estrolabo.com

、

東山番子／株式会社エストロラボの代表取締役2006年に当社を創立し、
1

1
型

溌踵

2009年にエストロロボを自社製品とlﾉて開発､販売開始しました。

、

且

松尾治／創業92年､大阪市内にもショップを展閲しているハンカチーフ･プ

リント工場r松尾捺染㈱』代表取締役｡Diplom‑Ingenlieur(FH)/繊維工科大
学(独)卒。
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有限会社アラカワ紙業

l■■■■■■■■
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いつ．︑◎ヨ

サンコーインダストリー

篭

gOsakaMetro中央線｢高井田｣訳JRおおさか東線｢高井田中央｣駅徒歩約7分

107万アイテムのねじが東大阪に集結1

これが段ボール?ラグえちゃんに君もトライ1

近未来の巨大ねじ倉庫見学ツアー！

ラグビーの街で自分専用のつくえ作り体験

その数107万アイテム!驚くほどの種類の在庫点数を格納しているねじ商
社｢サンコーインダストリー｣の新倉庫長田センターは､なんとITを駆使してシ
ステム化された近未来の倉庫!ねじや業界についての簡単なレクチャーの
あと､無線トランシーバーを持って巨大倉庫へ｡出庫作業や検品､自動梱包
機などを見学し､最後には手作りねじ体験も｡モノづくりの街東大阪らしいイ

強化ダンボールでラグビーボール型つくえ｢ラグえちゃん｣を作るワークショッ
プです｡専用の糊で貼り付けてニス塗り体験をしていただきます｡塗り方次

ンダス卜リアルな体験をお楽しみください1

10月5日(i)10:00 12:OO

てください！

⑪9月21日(土)②9月28日(土）
@10月19日(土)@10月26日(土)1o:oo 12:OO､14:OO 16:oo
[場所]有限会社アラカワ紙業／東大阪市荒川3‑14‑12

[場所]サンコーインダストリー株式会社／東大阪市本庄西1.5‑13

所要時間／2時間程度参加費／4，000円定員／各2〜10名

所要時間／2時間程度参加費／無料定員／10〜30名
対象者／どなたでも

対象者／小学生以上※小学生は保護者同伴｡汚れてもいい服装でお越しください。
※完成した机は配送可能です(送料別途かかります）
畠近鉄奈良線･大阪線｢布施｣駅徒歩7分､近鉄奈良線｢河内永和｣駅徒歩8分

皇近鉄けいはんな線｢荒本｣駅徒歩10分

關鴬欝蕊蕊人週刊ひがしおおおさか

第で木目の風合いに変わります｡自分だけのオリジナルつくえにトライしてみ
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サンコーインダストリー株式会社社貝／東大阪に巨大な倉庫をかまえるねじ

辻明徳／建築デザインの専門学校を経てダンボール業界に入門｡ダンボール

の専門商社サンコーインダストリー｡ｱｲﾃﾑ数増加を目指して在庫拡充中。

シート工場からBOX工場で勉強し,ダンボールの箱だけでなく､展示什器やオ

リジナルデザインを設計する｡プロダクトデザイナー兼創業50年アラカワ紙業
の代表取締役社畏

お申込み･お問合せ欄に、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけますし咋厭璽剰
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プロと一緒にボールが蹴れる1

FC大阪の選手と一緒にプレー!子どもサッカー教室
東大阪市を拠点にJリーグ入りを目指すサッカークラブ､FC大阪｡2018年
11月､東大阪市をホームタウンにすることが決定しました｡今回は､現役プ
ロ選手によるサッカー教室を開催1選手と試合をして､対決できます｡選手と
触れ合って､サッカーを好きになろう1初めてのお子さんも大歓迎。

ス ボーツ

9月15日(日)13:OO ､14:OO ､15:CO〜

アクティビテ イ

[場所]フレスポ東大阪／東大阪市稲田新町3.9.64
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所要時間／1時間程度参加澱／無料定員／各30名
対象者／小学3年生以下
aJR学研都市線｢徳庵｣駅徒歩15分
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世界中のボードゲームで遊べるカフェ1

みんなで楽しもう1ウイルチェアースポーツ

ビールを飲みながらボードゲーム体験！

専用広場で競技用車いすを体験しよう！

｢近大通り｣に位置するアナログゲームカフェ｡ドリンクや軽食を味わいなが
ら､ボードゲームを楽しめます｡その数300種類以上!世界的に有名なもの
からマニアックなものまで､あらゆるボードゲームを取りそろえています｡今回

競技用車いすを使って､ソフトボール､バスケット､ハンドボール､鬼ごっこな
どのスポーツを体験してみませんか?障害の有無に関わらず､みんなで同じ

の体験では､世界中のビールを飲みながらプレイしていただきます｡ルール

がわからなくても大丈夫｡スタッフが説明してくれます｡思いっきり遊んでいき

齢や国籍を問わず､誰もが楽しめるスポーツとして東大阪で広がりを見せて
います｡専用広場でソフトボールの練習をしているメンバーとともに､車いす

ませんか？

スポーツを楽しみましょう。

⑪9月14日(土)②9月21日(土)1O:3O 22:OOの問で随時好きな時間

⑪9月14日(土)9:OO 13:OOe9月28日(i)9:OO 13:CO
@10月12日(r)9:OO 16:OOO10月13日(日)1o:oo 15:CO

[場所]AnalogCameCafel306/東大阪市小若江4‑12.14

車いすに乗ってスポーツを楽しむプログラムで､ウィルチェアースポーツは年

所要時間／1時間程度参加費/500円定員／各2〜20名

[場所]一般社団法人日本車いすスポーツ振興協会／東大阪市若草町8‑25

対象者／どなたでも※未成年にはアルコール提供不可
皇近鉄大阪線｢長瀬｣駅徒歩10分

所要時間／4時間程度参加饗／無料定員各5〜15名
対象者／どなたでも皇近鉄奈良線｢瓢箪山｣駅徒歩約17分
色■●■巳｡●●■■■■■●●●●■●■■の凸凸●●■●■ら■己ら■●■■■●■■むけ●■ひb●●G●■｡●ep●●｡｡●今●●●■●●DC｡■●●■●■■■●■●●■⑪■⑪●●●寺●CG■●●■､■◆●●①命●●｡■色■の●凸凸■■qの■●■●●●●●●■■●■●■■■●■■P●●●凸■｡■■●■■■の1

maW*m*r'3O6
含O6−6785−7050

⑧

鳶職￨芸畿蹴.｡瀞いすｽﾎｰﾂ振興惚会

⑲

eeC●邑申■争■■■■●ご■■■■■■寺■●●■巳■●■■●■⑪■告｡｡●●守●●｡●甲●●G◆B･ひら●隼■･争・凸･争■■凸■●①■●■●■●■●●■●■●■●■■●芭寺む守■字己寺句守守一◆●･●･−●申●｡①●｡●●■･●命●●●■●■●■･■●●画①■●■■■●●■■●曲●□●●●■Gee●□■

鯏…………"・雲…

阪上忠士／日本車L寸スポーツ復貝橿会は車も嗽スポーツを通じ電みんなの
心のバリアフリーを目的に様々な培所で車いすスポーツの昔及活動をおこなっ
てる団体で戎みなさんも一傭に車いすスポーツを体験して､楽しみましょう！！

20

お申込み･お問合せ欄に

、 アイコンのある体験はパソコン､スマホからお申込フォームにてご予約いただけますﾚﾚﾚ鯛剰
株式会社

近鉄ライナーズ＆ＦＣ大阪
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ジェイコムウエスト東大阪局

57
一

近鉄ライナーズ&FC大阪の選手と一緒にプレー！

地域情報を発信する番組の裏側を体験しよう！

j:cOMチャンネル｢ニュースアナウンサー体験」

はじめてのラグビー＆サッカー体験

東大阪市内､約16万世帯へ地域情報を発信するJ;COMチャンネル｡リ

東大阪に拠点をもつラグビーチーム｢近鉄ライナーズ｣とサッカーチーム
｢FC大阪｣がコラボ1フレスポ東大阪で､2つのフットボールが同時に楽しめ

ハーサルや本番など番組放送の裏側を見学し､実際にカメラの前でニュー
ス原稿を読むなどアナウンサーを体験してみませんか?昨年開設したばかり
のピカピカのスタジオでアナウンサー気分を味わおう1番組を進行するキャス

ます｡初心者､小さなお子さんでも大丈夫｡現役選手たちと一緒にプレーし
よう！

ターが丁寧に教えます，

10月14日(月･祝)11:oo 14:CO

9月29日(日)14:oo 15:CO

[場所]J:coM東大阪／東大阪市長田中1‑4‑14

[場所]フレスポ東大阪東大阪市稲田新町3‑9.64

所要時間／3時間程度参加費／無料定員／6名(3組)兄弟親子でお越しください。
対象者／11歳〜15歳(小学校高学年〜中学生）

所要時間1時間程度参加費／無料定員／1〜30名
対象者／どなたでも

畠近鉄けいはんな線｢長田｣駅徒歩1分

eJR学研都市線｢徳庵j駅徒歩15分

、

蔚蕊￨曾繍説謝ｴｽﾄ東大阪局

、

謡蕊￨営繍獺瀞週刊ひがしおおさか

近鉄ライナーズ&FC大阪/r近鉄ライナーズ』…田部 ■年を迎える､歴史あ

園騨繍鵜繍織熱

會 ⑳謡縄診鰡淵鮮鱈緋溌撰藷蠅

一

久万α9万A君■中。

56
大阪府都市整備部河川室
河川整備課都市河川Ｇ

■■■■■■■■■■
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鋤

霊鴬蕊

土木技術が集結した巨大地下空間を体感しませんか!？

普段入れない圧巻の地下河川立坑の見学会

…

＆

︻ ﹄

FIE、

東部大阪地域は昔､大部分が海でした｡このため低い土地が広がり､長年

水害に悩まされてきました｡しかし現在では治水施設の整備が進み､全国で
もトップクラスの水害対策が行われてきたため､近年の浸水被害はだんだん
と減ってきています｡全国的にも類を見ない圧巻の地下河川立坑の見学を
通じて､楽しみながら寝屋川流域の治水対策を学んでいただきます。

11月1日(金)1回目:13:00 ､2回目:14:00〜
[場所]南部地下河川若江立坑／東大阪市若江西新町2
所要時間／45分程度参力職／無料定員／各10 20名対象者／小学生以上※お申し込みは

①代衰者氏名､②代表者の連絡先(当日連絡がつくもの)､③参加者全員の氏名､④希望のｺｰｽ(1回目､2回目）
を記軸し､問合せ先へﾒｰﾙでお申込みください｡当日大阪市､東部大阪に大雨洪水注慧報が発令された場合等

は中止します｡施設の見学に当たり約25mの階段の昇降を伴います。閏近鉄奈良線｢八戸ﾉ里｣駅徒歩約15分

、沓鯛撤:"蹴蝋簿磯崎1割，

P●Q●■●■●●●､■令●｡■■白■●■G■□｡●●■●■●■abq●■。■■■■b■■■巳■●■■■■■■■●■●■｡■■ゆ■■■の■の■■q■■■｡■争■■■■■■q●q争●｡､●●■●q●eeDp●■cqOa●0●0e｡■●■◆、●Dgq■q■●●e●■◆■●0q●●●q･●｡■●D■pqG

鯏鯏測:鰡剛"･……
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鯉

島

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

12

12

'0月2幅(木) ￨:需纈f鰐圭醗靜章講儒

２６
１１ ｜旧吃吃旧

''周23臼(水) ￨:憲柵鵺醗壼雷謹僻

２６

IOg22日(火初：議腰瀧瀧繭阜壼誰雪

１１

●未来の食糧難を救う話題の昆虫食を知ろう!…

~

hmachihaku

２７
１１

●型染アート3時間コース−． ‑.……….……
●手ぬぐい染￨時間コース. …… ………….
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●KimonoCosplay.……...........…….……….

http://hta.deci.jp/

２２２６
１１１１

10月1旧(金）

ご覧いただけますb

２６
１１

'og!oB(*) :"W乳鶏醗許章需章傭？

10月21B(月)

開催日程カレンダーは
WEBサイトでも

２６
１１

i*k) :需柵騰醗靜章鐸傭う

09
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10月8日(火) ￨:讓協麓実騨轤難涕

一一一一一唾

ご参照ください

一

一一皿一

このページを

￨圃卿
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１１

プログラムの
詳細情報は

口一一

噂

■

２６

型染アート3時間コース ･ ･…･･･ ･ ･ ・・
手ぬぐい染1時間コース･ …………… ・・
東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
KimonoCosplay

●型染アート3時間コース … …………．．…
10月25日(金）

●手ぬぐい染￨時間コース……．．…．．……＝
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●KimonoCosplay･ ･･ ……･･･…………･………

06

●HOWTOENJOY串かつ!!…… ". ….．………..･･…..… 08

●東大阪ねじケーキを作ってデコレーション … …… 09
●パワースボット生駒山麓で滝行体験……………. … 10

●｢八戸ノ里｣で食べ歩き＆名所ツアー! ……．．… ……

08

●東大阪ねじケーキを作ってデコレーション…… …

●伝統の占い"辻占"三種すべてを体験. …… .……… 10

●型染アート3時間コース .､ ……………………… …･……・
●手ぬぐい染1時間コース … ･･.………=… ….．…
…"･
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう………………
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜………

09
12
12

●英語で小阪のまち歩き＆マレーシア料理の体験
10月12日(土）

●型染アート3時間コース

…………"…….… … ……….

●手ぬぐい染￨時間コース…"… ‐… "…‐……… ….‑……

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう …… … ……
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜… ､
●WORLDTOY見学会とラグビー工作……..……….…
●専用広場で競技用車いすを体験しようl ..…………

'0月13日(日）

13
20

●東大阪産の材料でカラフルたこ焼きづくり!……

06

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう…… …．．"・・

12

●枚岡〜額田周辺散策と枚岡神社秋祭り太鼓台で楽しむ

14

●アナウンサー体験… ..… .…………….… ……..…….……

21

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

'2

17
19

●職人直伝！本格マルゲリータに挑戦!………．．
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう．…･… …
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜
●東大阪地産の｢河内木綿｣に触れる体験…

07
12

13
13

I2

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

''月3,日(水) ￨:巖纈f鵺醗誇童詮嵯？

'，月31日(木) ￨:濡濡f騰醗靜享講傭
●KimonoCosplay ………………･………………………･･

12
16

●普段入れない圧巻の地下河川立坑の見学会

21

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう…･………"
l i月1日(金）

15

●ラグビーの街で自分専用のつくえ作り体験………

10月28日(月) ￨:豊昊I赫全裂鱈蕊7蕊
10月29B(火）

13
15

２６
１１

●専用広場で競技用車いすを体験しよう！ ……

●KimonoCosplay.….….....….…..….………….…….−
●親子で作るダンボールキットースポーツ編〜
●大人のダンボールエ作〜財布＆名刺入れ〜
●パリのお稽古事｢カルトナージュ｣……..….…….．

10月27日(日）

●酒ガールほろ酔い燗酒ラボ… ……．．…･･ ‑… …･

07

●HOWTOENJOY串かつ!!… …… ･……・
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●WORLDTOY見学と大阪伝統玩具作り

08

●東大阪ねじケーキを作ってデコレーション．．

09

12
16

●型染アート3時間コース…一・…… … …………･
●手ぬぐい染1時間コース……･･…… ．．……･… …

●KimonoCosplay………………‑…..…‑……

16

12
12
12
13

●型染アート3時間コース…………･…･…･
●手ぬぐい染￨時間コース… …… " ･…･

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

1 1月2日(土）

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう･……
●古民家で忍者になりきろう!………………………
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜

２１
２１
２１
６
１

10月18日(金）

12

０２６８８９
１１１１１１

10月17日(木）

07

07

13

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう …･……
10月16日(水）

16
20

●東大阪地産の｢河内木綿｣に触れる体験……

●パワースボット生駒山麓で滝行体験 …………

●河内小阪･八戸ノ里周辺文学散歩とおもちゃづくり
●鎮守の森を守る大切さを学ぼう …．．………･･ ……．．…
●子供も大人もみんなで楽しめる｢大工塾｣…･… …

12

２６
１１

'0月15日(火)

10月26B&)

Ｏ２
ｉＩ

'0月14日(月･祝）

●コーヒー5種の飲み比べ＆ドリップ抽出教室
●職人直伝I本格マルゲリータに挑戦1 … ･……
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう･･ … …・
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜

10
12
12
12
13

●歴史の宝庫日下のまち｡ぶらりと講座…･…･
●ラグビーボール型キーホルダー作り…… …･

．

13
15
17

●KimonoCosplay …………･…‑…．．……･…･・

10月19B(土）

10月20日(日）

●酒ガールほろ酔い燗酒ラボ……… ．．……… …．．
●筑前琵琶弾き語り＆琵琶演奏体験 …… …．．
●型染アート3時間コース ･････… …．．……… …･…
●手ぬぐい染￨時間コース…･……･…･… ………･…･…
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう"……
●古民家で忍者になりきろう！… "…… … ………･
●和紙体験スペースで紙すき体験… …．．… ．．…
●選んでつくる革小物作り………･……･･ ……… ･･
●ラグビーボール型キーホルダー作り………･･

07
1 1

1 1月3日(日）

12

●職人直伝1本格マルゲリータに挑戦! ．……･…
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう………

07
12

●古民家で忍者になりきろう！.………､･…………
●穴あけ体験とロボットの組立ワークショッブ

13

●美味しく楽しい盛り付け体験教室･･…････…･…
●和菓子作り体験 ･…………．．…･･…………･･ ･…………
●いまだから浸りたい田辺文学の世界一…････…

06
08

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう．…･……
●司馬遼太郎記念館でカフェ会！ ……………‑…
●選んでつくる革小物作り…… …･…･…･…… ･…･…
●穴あけ体験とロボットの組立ワークショップ

12

19

12
12
13
14

17

●ラグビーの街で自分専用のつくえ作り体験

17
19

●和菓子作り体験.….．．………････ ．．..………
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●古民家で忍者になりきろう!｡…･･･…････．．

08
12
13

●選んでつくる革小物作り……･……．．…･･

17

I 1月4日(月･祝）

12

13
17
19

22
P

雷謹謹蕊鰯

琴』窟

雲謹潔耀

壷§

−

藷

2019プログラム開催日カレンダー

9月13日(金）

●東大阪ねじケーキを作ってデコレーション

09

●型染アート3時間コース･･ ……･･･… ……････………

12

●手ぬぐい染1時間コース ………･…．．…･･･････…････．．
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう．… ……
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜

12
12
13
14

●和紙体験スペースで紙すき体験 …･ ……･……
●選んでつくる革小物作り ．．…．．…‑…… ……･ …･…

9月15日(日）

9月27日(金）

●KimonoCosplay･…"………･……………．．…
●Sakecomparison………………'．．…………………･

07

20

●型染アート3時間コース………… …………･……

12

●手ぬぐい染1時間コース … ･…･ …･…･… ･…･ …

12

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう………・
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜
●和紙体験スペースで紙すき体験…･……………
●選んでつくる革小物作り･……………… ･･ ………
●ラグビーの街で自分専用のつくえ作り体験

12

●専用広場で競技用車いすを体験しよう！……

20

●コーヒー5種の飲み比べ＆ドリップ抽出教室…･･･…
●職人直伝1本格マルゲリータに挑戦1‑" ･･･……･……･
●和菓子作り体験一･･…･･ …･…………･……･…･ ………･･ …･……・
●おうちで上手に焙煎ができる方法…………･−．………

07
07
08
08

●昔の道具体験会｢カマドでかや<ご飯｣………… ．．…
●筆文字で想いを伝えるデザイン書道･……… …………

l l

●Writeyourfavoritecharactersor letters･ ･…．．…．．

l l

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう……･･…………．．
●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜 …･…･
●枚岡〜瓢箪山周辺散策古墳や発掘にふれてみよう！

l2

●職人直伝1本格マルゲリータに挑戦!… ･……
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう … ･…・

07

●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜

13

●選んでつくる革小物作り ……．．…･………………･
●穴あけ体験とロボットの組立ワークショップ

17

12

9月28日(土）

19
20

２７９
１１１

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

'2

０２６８８
１１１１１

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう…･･一･･……
●KimonoCosplay………･…．．……･……･…… ……･････…・
●親子で作るダンボールキットースポーツ編〜

●HOWTOENJOY串かつ1!

"………･……

08
12
16

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●KimonoCosplay…….….….......…...….…

9月29日(日）

09
●東大阪ねじケーキを作ってデコレーション ……
●英語で小阪のまち歩き＆マレーシア料理の体験 10
12
12

●古民家で忍者になりきろう！ ………‑.… .､

…… ＝

13

●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜……
●ラグビーボール型キーホルダー作り… .………….
●東大阪モノづくりの歴史から生まれるアート……

13
17
18

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

12

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●KimonoCosplay…･…･"…．．…･･･……･…･…．

●Sakecomparison･…･･…"…．．…･･･………
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●WORLDTOY見学会とラグビー工作Ⅷ

07
12
16

●KimonoCosplay･ ･……………･……"･…･…

16

●手ぬぐい染￨時間コース･……･…………… ･
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●KimonoCosplay･…･……･…･ …… …･･･……

●ラグビーの街で自分専用のつくえ作り体験＝….､

19

●東大阪ねじケーキを作ってデコレーション・

●ビールを飲みながらボードゲーム体験！

20

●型染アート3時間コース…… …．．…･… … …… ･
●手ぬぐい染￨時間コース･ …………………… …･…･

●コーヒー5種の飲み比べ＆ドリップ抽出教室

07

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう……･･−
●古民家で忍者になりきろう！ ＝…………….…..….．

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう･･…．．…

12

●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜

13

….……...

13

●古民家で忍者になりきろうI ‑･ ･ ･ ･‑……･…･ ･･ ・

●現役近大生と行く！長瀬ラーメンツアー…･･･

09

●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜
●和紙体験スペースで紙すき体験…･･… ．．…･…
●石切周辺散歩と河内木綿でコースター作り
●ラグビーボール型キーホルダー作り･…･ ･…･…

9月23日(月･祝）●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう…．．…・

12

●近未来の巨大ねじ倉庫見学ツアー！………･‐

●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜

13

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●神道行法(涙･鎮魂)………..……….……、

10月6日(日）

２６
１−

，月2 圏(水) ￨:需糊f繍爵ｷ識阜需誰蕾

２５
１１

9月24日(火）

10月5日(土）

10月7日（月)

14
16
17
21

●型染アート3時間コース…"… …… ……‑
10月4日(金）

I3

９１
２１
２１
２１
３１
３１
４１
４１
７１
９
０

●手ぬぐい染1時間コース…… ………… …………………
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう ….‑………

10月3日(木）

l l

２１
２１
２１
６
１

●型染アート3時間コース……･…･……．．…･･… ･ …………

12

19

２６

●酒ガールほろ酔い燗酒ラボ…… … ．．…………･…‑… 07
●Sakecomparison ･ ･ ･ ･ "･…･･…""…．．……………･……｡｡ 07

17

●WORLDTOY見学と大阪伝統玩具作り･…･･･……．．…．．
●選んでつくる革小物作り････．．…．．…………････……･…．．……・
●はじめてのラグビー＆サッカー体験……．．… …．．………．

'0月旧(火) ￨:豊美歳雛箸禦肇蕊雛婁
10月2日（水）

14

１１

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

9月30日（月）

13

０２
１１

２
６
１２
１２
１１

●型染アート3時間コース… ……………
●手ぬぐい染1時間コース…･………… ……
●KimonoCosplay･…"･…、｡………･･……･ ･･

9月22日(日）

12

17

●大人のダンボールエ作〜財布＆名刺入れ〜

9月21日(土）

l l

l l

20

●伝統の占い 辻占.'三種すべてを体験 …………

9月20日(金）

●Writeyourfavoritecharactersorletters
●型染アート3時間コース ･･･… ………･…．．… ･…･…
●手ぬぐい染￨時間コース･･… …･ …･…… ・

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

●穴あけ体験とロボットの組立ワークショップ

9月19日(木）

O7

●専用広場で競技用車いすを体験しよう！‐…

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう…．．…･
9月16日(月･祝）●選んでつくる革小物作り…･･･…･………･…･･………

9月18日(水）

●Sakecomparison･ ･……．．………．．……．．…．．…．．…−
●筆文字で想いを伝えるデザイン書道…………

●ビールを飲みながらボードゲーム体験！… …

●子どもサッカー教室…･………･ ………………．．… …

9月17日（火）

●KimonoCosplay･…･･･…･･･……･…･………･……、
●風船で作る大きな｢バルーンドール｣教室

２２６
１１−

9月14B(土）

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう
●KimonoCosplay……..…..…….…….….

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう……
9月26日(木）

２６８
１１−

２
６
１２
１２
１１

●型染アート3時間コース… …･…･･･……

●手ぬぐい染1時間コース・………･…･ ･…･

●コーヒー5種の飲み比べ＆ドリップ抽出教室
●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう … ････．．
●古民家で忍者になりきろう！…．．……… ……．．……

07
12
13

●書に親しむ｡〜令和からいしきりのおしえ〜

13

●東大阪の粘土で土器や食器を作ろう

'2

23
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新大阪駅からJRおおさか東線も繋がり､よりアクセス抜群になりました！
出町柳

○■

至河原町

南吹田
至新神戸至三ノ宮

喜劇Ⅷ燕 くＯｒｏＯｍ

箇

■

｣R京都線

■■■■

阪急神戸線
JR淡

｣R神戸線尼崎

肇雪登讓壼皐

京都

」

淡路

一

一

城北公園通

野江

･梅田

一

室哩杢穆一

至学研奈良登美ケ丘

一
岸
鋤

至コスモスクエア

識載︑ｌ澪洋画爵湯冊汁憲遥
一﹂凡候蔚潤藻藷ｇ石竹画血

１ｍご︲ｇ二汁爾司測汁奇計謝卦共Ｔヤー︑匡旧ぺゞ山増︒Ｕ剤矧汁罵到爵一環画一９冊

京橋

至近鉄奈良

｣R野江

､OsakaMetro中央線
P

本町

弁天町九条

OsakaMetro御堂筋線
線
｣R大阪環状線

、

なんば

、南海本線＝

大阪難波

関西空港

鶴

衣摺加

｣R阪和線

天王寺

電車でのアクセス

至奈

凝一部毘線､駅は省略して掲趣しています

ひがしおおさか体感まち博2019
お問い合わせ:「ひがしおおさか体感まち博｣運営事務局

新大阪から｢JR｣約15分
なんばから｢近鉄｣約10分
大阪･梅田から｢OsakaMetro｣約25分

〒577‑0011大阪府東大阪市荒本北1‑4‑1クリエイシヨン･コア東大阪南館1階2108室
QO6‑4309‑8083emachihaku@higashiosakatourism.com
、同時開催〃
東大阪ラグビーバルアフターマツチファンクション2019.9.20〜10.20

