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第9回大阪アジアン映画祭
2014年3月7日～16
日

「大阪発。日本全国、そしてアジアへ！」アジア各地から多彩なゲ
ストを迎えて、各部門の作品を上映。アジア映画のさらなる可能性
について語る「特別シンポジウム」や大阪ゆかりの映画の上映な
どもあわせて開催する。

大阪アジアン映画祭運営事務局
(06-6292-6199)

大阪市内
(ABCホール、梅田ブルク
７、大阪ステーションシティ
シネマ、シネ・ヌーヴォ他)

http://www.oaff.jp/2014/ja/index.html

◇自由席1回券（各作品別
に発券）
前売り1,300円（当日1,400
円）

大阪あそ歩 2014春
2014年3月21日～6
月1日

1500年の歴史に彩られた町人のまち・大阪を案内する日本一の
まち歩き企画。
まち歩き74コース89本。まち遊び14本。

一般社団法人大阪あそ歩委員会 大阪市内 http://www.osaka-asobo.jp/

◇1,000円/人～（小学生以
上）
※コースによって異なる(申
込時に要確認）

水都大阪川開き2014
はちけんやお花見フェスタ

2014年3月22日～4
月20日の土・日曜日
（10日間）

春の訪れを楽しむ八軒家のお花見まつり
水上を行き交う様々なお舟と大川沿いに咲き誇る桜のパノラマ風
景。
「水都大阪川開き」で春の訪れが告げられると、八軒家浜でしか
体験できない”春”がやってきます。「水辺から、水面から楽しむお
花見」をおまつりのテーマとします。

特定非営利活動法人大阪水上安全協会
大阪シティクルーズ推進協議会
にぎわいXing運営連絡会

大阪市内
(八軒家浜)

http://www.nigiwai-xing.net/

入場無料
大川さくらクルーズ、はちけ
んや川の駅伝大会、水上さ
んぽ体験会、リバーサイド
ヨガ、春のノルディック
ウォーク大会、Hi ship!
Projectは参加有料

御堂筋ジョイふる2014 2014年4月29日

御堂筋を歩行者に開放し、大阪のメインストリートの魅力を存分に
体感いただけるイベントとして昨春「御堂筋kappo 」と「御堂筋フェ
スタ」を同日開催しました。今年は、これらを「御堂筋ジョイふる
2014」としてリニューアルし、更なる御堂筋の魅力を国内外に発信
するとともに、一層の賑わいの創出を図ります。

御堂筋ジョイふる2014実行委員会事務局
(06-6210-9304)

御堂筋 新橋交差点～難
波西口交差点

http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/midosuji_joyful/index.html

インターナショナルジャズ
デイ2014

2014年4月30日
ユネスコ親善大使のジャズの巨匠ハービー・ハンコックを中心とし
た著名なジャズミュージシャンが一同に集まり演奏を行うジャズの
祭典。

主催：ユネスコ セロニアス・モンクジャズ研
究所

問合せ：大阪国際音楽フェスティバル実行
委員会事務局
（06-6282-5908・5914／大阪観光局）

大阪市中央区
（大阪城 西の丸庭園特設
会場）

http://jazzday.com/

第11回こどもの日チャリ
ティイベント
「困難に直面している世界
のこどもを救おう！」

2014年5月3日～5日

こどもの日チャリティイベントは5月5日前後に開催し、会場では世
界には困難に直面しているこどもたちの現状と、これらのこどもを
救うには一枚の書き損じを持ち寄ることから始ることを呼び掛けて
います。

世界のこどもを救おう実行委員会
（06-6440-3901）

大阪市北区
（新梅田シティ・ワンダース
クエア）

http://www.skybldg.co.jp/event/ 無料

第8回大阪ベイエリア祭
『WOLRD あぽろん2014』

2014年4月27日

関西で活躍する元気な踊り＆芸能チームが大阪ベイエリアへ大
集合！
ジャンルの垣根を越えた“超”かっこいい楽曲や和風MIXによるコ
ラボダンスや大阪芸能を世界に向けて大発信。

大阪ベイエリア祭『Worldあぽろん』実行委員
会

ATC（アジア太平洋トレード
センター）
大阪府咲洲庁舎

http://www.atc-co.com/apollon/ 観覧無料

どっぷり昭和町。 2014年4月29日
大阪市阿倍野区、地下鉄御堂筋線「昭和町駅」を中心に、毎年4
月29日「昭和の日」に開催されているお祭り。
【昭和の日】に【昭和の町】で【昭和】を味わうがコンセプト。

どっぷり昭和町実行委員会
（06-6624-1127）

大阪市阿倍野区
（地下鉄御堂筋線「昭和町
駅」界隈）

http://showacho.jp/

造幣局 桜の通り抜け
2014年4月11日～17
日

明治16年に始まった「桜の通り抜け」
桜の開花時期にあわせて、造幣局構内の旧淀川沿いの全長約
560mの通路が開放されます。

独立行政法人 造幣局
（050-5548-8686）
※3月10日～4月17日の午前8時～午後9時

大阪市北区
（造幣局）

http://www.mint.go.jp/enjoy/toorinuke/sakura-osaka.html

OAP桜祭り
2014年3月21日～4
月17日

日本有数の桜の名所、毛馬橋から天満橋まで大川（旧淀川）の両
岸約4kmに広がる桜のプロムナード。ソメイヨシノを中心に約4,700
本もの桜並木は圧巻。

OAPプラザ事務局
（06-6881-5115）
※平日午前10時30分～午後7時

大阪市北区
（OAP（大阪アメニティパー
ク））

http://www.oap.jp/

大
阪
市
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観桜ナイター
2014年3月下旬～4
月上旬（予定）

大川の毛馬洗いぜきから下流の天満橋まで、全長4.2kmのリバー
サイドパークです。右岸沿いには造幣局、泉布観などの明治初期
を代表する建物が並び、大川の流れに沿ったプロムナードには、
桜並木が続いています。

北部方面公園事務所
（06-6312-8121）

大阪市都島区
（毛馬桜之宮公園）

http://www.osaka-info.jp/jp/search/detail/event_17.html

大阪城 夜桜イルミナー
ジュ

2014年3月25日～4
月13日

約600本の桜の花が、芝生の緑に生えてとても美しい庭園。
手ぶらで行ける、新しいお花見スタイル。3つの「陣」が、皆さまを
お迎えします。

イルミナージュ事務局
（06-6452-6452）

大阪市中央区
（大阪城 西の丸庭園）

http://nishimuramarina.wix.com/illuminageasia 入場料：500円

桜まつり
例年4月1日ごろより
約1週間

桜咲き乱れる境内では、雅なお琴演奏会や舞踊奉納、ヒーリング
シンセサイザー「桜のコンサート！」などのイベントが開催。

浪花高津宮
（06-6762-1122）

大阪市中央区
（高津宮）

http://www.kouzu.or.jp/

桜並木の通り抜け
2014年4月2日～15
日

場内の桜並木道約460m、さらに飛鳥町公園の桜並木と合わせる
と約800mにもなる、桜のトンネルが開放される。夜間にぼんぼり
が灯り、朝から夜まで桜の表情を楽しむことができる。

桜並木通り抜け専用電話
（06-6614-8866）

大阪市東淀川区
（柴島浄水場）

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000257037.html

桜の通り抜け
2014年3月29日～4
月6日

場内に整備された中浜せせらぎの里の周辺に咲き乱れる約300
本の桜を公開します。

大阪市建設局 東部方面管理事務所
（06-6969-5841）

大阪市城東区
（中浜下水処理場）

http://www.osaka-info.jp/jp/search/detail/event_9392.html（平成25年情報）

城北川フェスティバル～桜
まつり～

201４年3月30日、4月
4日～8日

ドラゴンボート漕船体験や大阪大国技館パネル展、バルーンアー
ト、紙相撲など、子どもからお年寄りまで楽しめる催しが盛りだくさ
ん。また、4月4日～8日まで城北川遊歩道沿いをライトアップす
る。

城東区役所 市民協働課
（06-6930-9041）

大阪市城東区
（城北川）

http://www.city.osaka.lg.jp/joto/page/0000252329.html

http://www.milmil.cc/user/sumi_h/

http://toshi-kouen.jp/

すみすみ公園フェスタ2014 2014年5月5日・6日
毎年ゴールデンウィーク最終の2日間実施。地域の団体を中心に
音楽やワークショップ、福祉バザーなど親子で楽しめる。

都市公園住吉公園指定管理共同体
大阪市住之江区
（住吉公園花と水の広場）

http://toshi-kouen.jp

万博公園 梅まつり
2014年2月15日～3
月16日
※水曜日休園

自然文化園の梅林には126品種・約600本、日本庭園の梅林には
38品種・約80本の梅が咲き誇る。
期間中は、梅の見ごろにちなんだ様々なイベントも開催。

(独)日本万国博覧会記念機構
(06-6877-3339)

吹田市
(万博公園：自然文化園 梅
林、水車茶屋、
日本庭園 梅林)

http://park.expo70.or.jp/event/umematuri_ev2014.html

◇自然文化園・日本庭園入
園料：大人250円、小中学
生70円

万博鉄道まつり2014
2014年3月21日・22
日

日本最大級の屋外鉄道イベント。
JR及び私鉄各社のオリジナルグッズの販売や、ミニ電車の試乗
コーナー、ステージでのチャリティーオークションなど。

(独)日本万国博覧会記念機構
(06-6877-3339)

吹田市
（万博公園：自然文化園 お
祭り広場、東の広場前、上
の広場、下の広場、EXPO’
70パビリオン）

http://bantetsu.com/

◇入園料：大人250円、小
中学生70円
※EXPO’70パビリオン入園
料：大人300円、小中学生
100円

神崎川畔さくらまつり 2014年4月5日
榎木橋メイン会場と高浜橋会場間の約4kmのスタンプウォーク、
両会場を結ぶクルーズ船の周航、浜屋敷での手づくり工芸市。そ
の他各会場でステージ、ロハスイベント等。

神崎川畔企業連絡会事務局
（06-6381-2626）

吹田市
(神崎川河川敷（榎木橋か
ら高浜橋付近）、吹田歴史
文化街づくりセンター【浜屋
敷】

吹田産業フェア 2014年5月10日・11日

吹田市内の産業を広く紹介し、地元産業と市民の関わりについて
意識を高め、市内産業 の振興を目的として開催されています。商
業団体による「商業祭」、市内の農作物を販売する「農業祭」をは
じめ、今では90近い事業所・団体が出展する他、友好交流都市（6
市町）の特産品販売や消費生活展など例年実施しているイベン
ト、毎年のテーマに合わせた盛りだくさんのイベントに多くの人々
でにぎわいます。

吹田産業フェア推進協議会

吹田市
（吹田市文化会館（メイシア
ター）、いずみの園公園、
吹田市役所駐車場）

http://suita.jp/

入場無料
物販品飲食は有料

大
阪
市

大阪市住之江区
（住之江公園 野球場）

すみのえハート♥スタジアム実行委員会
（06-6685-9521／住之江公園管理事務所）

住之江公園の野球場をメイン会場として、歌、演奏、踊りのステー
ジと地域の人達による、リーズナブルな出店で来場者に楽しんで
いただくイベントです。日没後はナイター点灯が行われてラストは
打上げ花火によるフィナーレとなります。

2014年5月17日
（雨天時は、5月18
日）

すみのえハート♥スタジア
ム2014

北
摂
地
域
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万博公園 桜まつり
2014年3月29日～4
月13日（予定）

5,500本（万博公園全体）の桜の鑑賞。
東大路の桜は夜もライトアップもおすすめ。

(独)日本万国博覧会記念機構
(06-6877-3339)

吹田市
(万博公園：自然文化園 東
大路)

http://park.expo70.or.jp/event_detail.html?id=1850

◇自然文化園・日本庭園入
園料：大人250円、小中学
生70円

万博公園 チューリップフェ
スタ

2014年4月12日～29
日

チューリップが花園一面を、一重咲きのものから八重咲きのもの
まで多品種のチューリップが勢ぞろい。

(独)日本万国博覧会記念機構
(06-6877-3339)

吹田市
(万博公園：自然文化園
チューリップの花園)

http://www.expo70.or.jp/

◇自然文化園・日本庭園入
園料：大人250円、小中学
生70円

万博公園 ポピーフェア
2014年4月12日～5
月6日

オレンジやピンク、イエローなどの色鮮やかなアイスランドポピー
が花の丘を春色に染めます。淡いブルーの花を咲かせるネモフィ
ラとのコントラストが美しく、記念撮影にもぴったりです。

(独)日本万国博覧会記念機構
(06-6877-3339)

吹田市
(万博公園：自然文化園 花
の丘)

http://www.expo70.or.jp/

◇自然文化園・日本庭園入
園料：大人250円、小中学
生70円

万博公園 ローズフェスタ
2014年5月中旬～6
月上旬（予定）

5,600株のバラの鑑賞、押し花教室 など。
(独)日本万国博覧会記念機構
(06-6877-3339)

吹田市
(万博公園：平和のバラ園)

http://www.expo70.or.jp/

◇自然文化園・日本庭園入
園料：大人250円、小中学
生70円

高槻クロスカントリー大会 2015年3月

摂津峡近くにある萩谷総合公園とその周辺をコースに、自然を満
喫できる大変環境の良い場所で開催されます。
 コースは、1km、3km、5km、8kmと長くはありませんが、高低差が
60mもあり、この想像以上に大変なコースを目指して、北海道から
九州まで、ほぼ全国からランナーが集まります。緑に恵まれた爽
やかなところで、誰もが自由に参加できる大会です。

高槻クロスカントリー大会事務局
（072-673-7140／高槻スポーツ団体協議会
内）

高槻市
（高槻市立萩谷総合公園
内及び周辺一帯）

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/bunkasp/oshirase/1354243396592.html

8km:2,500円
5km:2,000円
3km:1,500円（小中学生は
1,000円）
1km:小学1～3年生1,000円

摂津峡桜まつり
2014年3月29日～4
月13日

摂津峡を桃色に染める約3,000本もの桜の木々。美しい桜を愛で
ながら、よりお花見を楽しくご覧いただけるイベントを4月6日（土曜
日）に開催。太鼓のイベントや、飲食ブースを設置。桜を観ながら
お抹茶も楽しめる。

（一社）高槻市観光協会
（072-683-0081）

高槻市
（摂津峡公園）

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi_kanko/kanko/database/shizen/1327456124318.html

こいのぼりフェスタ1000
2014年4月下旬～5
月上旬

こいのぼりフェスタ1000は、地元連合自治会、高槻青年会議所な
ど11団体で組織する「こいのぼりフェスタ1000推進協議会」が、
ゴールデンウィーク期間中、桜堤公園の河川上空に1000匹のこい
のぼりを泳がせ、また毎年4月29日（みどりの日）にイベントを開催
し、子どもたちに夢を与えるとともに、河川愛護意識の向上を図っ
ている。

こいのぼりフェスタ1000推進協議会
（072-675-9374/（一社）高槻青年会議所）

高槻市
（芥川桜堤公園）

http://www.takatsuki-jc.jp/

第16回高槻ジャズストリー
ト

2014年5月3日・4日

「高槻を音楽あふれる楽しいまちにしよう」との思いから、企画・運
営のすべてを市民ボランティアが担当するイベントで、全会場入
場無料。国内外のミュージシャンが参加し、毎回10万人を超える
聴衆が来場する日本有数のジャズイベント。

高槻ジャズストリート実行委員会 高槻市 http://www.0726.info/ 全会場入場無料

市民さくらまつり
2014年3月28日～4
月6日

元茨木川緑地内の2会場で、開花時期に合わせて開催。「大阪み
どりの百選」にも選出された全長5kmに及ぶ緑地内には、約1,500
本の桜が美しく咲き誇ります。

茨木市 公園緑地課（072-620-1654）
茨木市
（元茨木川緑地）

茨木音楽祭 2014年5月5日

茨木市内の様々な場所を演奏会場にし、プロ・アマ含め何十もの
バンドが音楽演奏を披露する市内周遊型音楽祭。そのほか飲食
店等の出店やイベントが開催されるなど、市内だけでなく市外か
らも大勢の人が集まる。

茨木音楽祭実行委員会
（072-638-3914）

茨木市 http://ibaon.jp/ 無料

新幹線公園 2014年4月・5月

4月・5月限定で、毎週日曜日に新幹線・電気機関車の車両内部を
公開します。時間は午前10時から正午、及び午後2時から4時。4
月、5月以外は第2、第4日曜日の同時間帯に車両内部を公開しま
す。（予定）

摂津市 公園みどり課
(06-6383-1591)

摂津市
(安威川南町)

http://www.city.settsu.osaka.jp/0000000073.html 無料
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チューリップアートin摂津 2014年4月下旬
市民が実行委員会を組織し、富山県入善町まで出かけて摘み
取ってきた約10万ものチューリップの花びらを大正川河川敷に敷
きつめて、アートを描いています。

チューリップアートin摂津実行委員会
(06-6383-1405/摂津市 まちづくり支援係)

摂津市
(香露園34番地先大正川河
川敷)

http://www.city.settsu.osaka.jp/0000001983.html

淀川わいわいガヤガヤ祭 2014年6月1日
淀川の自然に親しみ、郷土文化にふれるイベント。地域の絆づくり
を目的に、昔懐かしいおもちゃの手づくりや淀川や郷土文化に関
する展示、屋台村やフリーマーケットなどを行います。

摂津市わいわいガヤガヤ祭実行委員会
摂津市
（淀川河川敷鳥飼上地区
河川公園）

「淀川クルージング3橋めぐ
り」（有料）

第30回YYワールド 2014年4月27日 模擬店、クラフト店、舞台など。

島本町ＹＹワールド事業実行委員会
（075-962-0792/島本町教育委員会事務局
生涯学習課）
※2014年4月1日からは教育こども部生涯学習課
が窓口

島本町
（水無瀬川緑地公園スポー
ツ広場）

http://www.shimamotocho.jp/gyousei/kakuka/kyouikuiinkaijimukyoku/syougaigakusyuu/seishonen/YYworld/1326328483978.html

桜井レンゲの里「レンゲ
畑」

2014年4月19日～5
月6日（予定）

田植え前の田園地帯にレンゲを植え一般公開する。

島本町レンゲ育成連絡会
（075-962-0380/島本町自治・防災課）
※2014年4月1日からは都市創造部にぎわい創造
課が窓口

島本町
（ＪＲ「島本駅」西側 他）

http://www.shimamotocho.jp/

花とみどりフェア（春の植
木市）

2014年3月21日～5
月18日

チップ堆肥の無料配布のほか、日・祝日は、無料園芸コーナーあ
り。

服部緑地管理事務所
（06-6862-4945）

豊中市
（服部緑地）

http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/hattori/main.html

服部緑地5月祭
2014年4月26日～5
月31日

期間中、母の日のママフェスタや父の日のパパフェスタ、シェフの
屋台、グリーンロハスフェスタなど、大小様々なイベントや講習
会、展示会が園内の各所で開催されます。

服部緑地管理事務所

豊中市
（服部緑地 都市緑化植物
園や西中央広場、日本民
家集落博物館など園内各
所）

http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/hattori/main.html

植物園、民博は入園料、入
館料が必要。また、イベント
や講習会によっては有料。

うまいもん市in万博2014
2014年5月16日・17
日

地元の隠れた名品・逸品を発掘し、紹介する物販振興・物産発掘
イベント。

北おおさか信用金庫、(株)大阪彩都総合研
究所（072-631-2233）

万博記念公園「お祭り広
場」

池田五月山さくらまつり 2014年4月5日・6日 市民野だての会（小雨決行）、邦楽演奏会（雨天中止）
池田市 観光・ふれあい課
（072-754-6244）

池田市
（池田城跡公園）

http://www.city.ikeda.osaka.jp/kakuka_annai/shimin_seikatsubu/1313/005955.html

第12回特集展示「宝塚歌
劇100周年記念 小林一三
のタカラヅカ ─大正時代
ショービジネスの夢─」

2014年4月5日（土）
～10月5日（日）

公益財団法人 阪急文化財団(小林一三記
念館）
（072-751-3865）

池田市
（小林一三記念館）

◇入館料：300円（逸翁美術
館との共通券は1,000円）

2014春季展「宝塚歌劇100
周年記念 美のカリスマ
─歴代タカラジェンヌのアト
リエ─」

2014年4月5日～6月
8日

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（逸翁美術館）

◇入館料：一般1,000円、シ
ニア（65歳以上）700円、大・
高生600円
中学生以下無料
（小林一三記念館との共通
券）

いけだ春団治まつり
2014年4月26日・27
日

桂春團治初代・二代目の碑がある受楽寺で法要が行なわれるほ
か、市民文化会館などで落語会や各種イベントを開催。

(一財)いけだ市民文化振興財団
(072-761-8811)

池田市 http://www.azaleanet.or.jp/h25harudanji.html
前売り3,000円、当日3,500
円ほか

明治の森箕面国定公園新
緑カーニバル

2014年4月26日～5
月31日

箕面公園の名所をめぐるスタンプラリーや、ボランティアガイドに
よるオープンハイキングなど、新緑の箕面公園を満喫できるイベ
ントを実施。

箕面市観光協会
(072-723-1885／箕面 交通・観光案内所)

箕面市 http://kankou.minoh.net/01.html
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ポピー祭り 2014年5月3日～5日
お花畑で、赤・白・黄などのポピーが咲きそろう時期に、子ども向
けのイベントなどを開催。

富田林市農業公園サバーファーム
（0721-35-3500）

富田林市
（甘南備）

http://www.savor-farm.or.jp/

柴灯大護摩供春季大祭 2014年5月28日

恒例の大峰修験による柴灯大護摩供が厳修される。この柴灯大
護摩供に参加する山伏180名による大練供養は、滝谷不動駅よ
り、延々十丁におよび、又その時に焚かれる皆様のお願いがこめ
られた添護摩木は、十数万本。その荘厳、壮大さは、日本随一と
いわれている。

瀧谷不動明王寺
（0721-34-0028）

富田林市
（彼方)

http://www.takidanifudouson.or.jp/index.html

第22回河内長野市民まつ
り

2014年5月11日
市民によって構成された実行委員会が主催。今回で、22回を迎
え、市民にも定着した本市最大級のイベント。
ステージ、模擬店、啓発展示などを実施。

河内長野市民まつり実行委員会
(0721-53-1111/河内長野市 自治振興課)

河内長野市
(寺ヶ池公園、小山田小学
校)

http://www.shiminmatsuri.com/

第22回河内長野市民まつ
り
市制施行60周年記念パ
レード

2014年5月11日
河内長野市市制施行60周年を記念して市民参加型のパレードを
開催します。
府警音楽隊、ダンス、バトンなど

河内長野市民まつり実行委員会
（0721-53-1111/河内長野市 自治振興課）

河内長野市
（千代田中学校から寺ヶ池
公園）

http://www.shiminmatsuri.com/

グリーンフェスタはびきの 2014年4月29日
市民の緑に対する意識の高揚を目的として、花苗の販売、緑の募
金活動、自然工作教室などを行う。

羽曳野市 みどり公園課
（072-958-1111）

羽曳野市
（駒ヶ谷駅西側公園（コロコ
ロふれあいパーク））

はびきの市民フェスティバ
ル

2014年5月5日

次世代を担うこどもたちの健やかな成長を願って、毎年５月５日の
こどもの日に開催する、羽曳野市最大の市民参加型イベント。
古市古墳群のひとつ峯ヶ塚古墳を取り巻く峰塚公園を舞台に、ダ
ンスやヒーローショー、飲食屋台や体験型屋台などの催しを開
催。

第39回はびきの市民フェスティバル白鳥伝
説「はびきの祭」実行委員会事務局
（072-958-1111／羽曳野市 市民協働ふれ
あい課）

羽曳野市
（羽曳野市立峰塚公園、
羽曳野市立生活文化情報
センター（ＬＩＣはびきの））

壺井八幡宮「奉納行事 弓
馬術礼法小笠原教場」

2014年5月25日(予
定）

小笠原流清忠31世宗家をはじめ、弓馬術礼法小笠原教場の門人
の方々による神社での奉納行事。

壺井八幡宮
（072-956-2824）

羽曳野市
（壺井八幡宮）

http://tuboihatimanguu.jp/

大坂の陣四百年祭 プレイ
ベント
道明寺合戦まつり～約束
の地～

2014年5月3日

藤井寺市の道明寺周辺が舞台となった「大坂夏の陣 道明寺合
戦」。合戦から400年の節目を迎える2015年に向けイベントを開催
します。道明寺古戦場をめぐるフリーハイキングやスタンプラ
リー、パフォーマンスやチャンバラ合戦などが開催されます。

道明寺まちづくり協議会
（070-5347-0506 ）

藤井寺市
（近鉄「道明寺駅」周辺
（石川河川敷・道明寺天満
宮））

http://doumachi.com/

梅まつり
2014年2月15日～3
月13日

「大阪のみどり百選」にも選ばれている道明寺天満宮境内の梅園
では、約１万坪の広さに紅白約80種800本の梅が見事に咲き誇り
ます。期間中は、コンサートや野点、盆梅展など様々な行事が行
われます。

道明寺天満宮
（072-953-2525）

藤井寺市
（道明寺天満宮）

http://www.domyojitenmangu.com/ume.shtml

桜まつり～春～
2014年4月5日
※雨天・強風の場合
は、4月6日に順延

日本最古のダム形式のため池である「狭山池」を桜の名所として
全国に発信するため、北堤の桜をライトアップします。
また、最終日にはメッセージ花火（恋人、両親、親友etc 大切な方
に普段言えない思いを花火とともに打上げます）、舞台イベント、
模擬店などを実施します。

桜まつり実行委員会
(072-365-3194/大阪狭山市商工会内)

大阪狭山市
（ライトアップ／狭山池北
堤、イベント／さやか公園）

◇メッセージ花火：1発5,000
円
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河
内
地
域

狭山池まつり
2014年4月26日・27
日

市民主体で立ち上げられた「狭山池まつり実行委員会」が主催す
る、今や多くの市民が楽しみにしている市内最大の恒例イベント
です。
1日目は、大阪狭山市についてテストする「さやま検定」の優秀者
表彰が実施されます。また、1400年の時を経た日本最古のため池
「狭山池」の誕生を祝福するため、水際を無数のろうそくで照らし
出す「灯火輪」と打ち上げ花火が実施されます。
2日目は、狭山池周辺において、市民主体による様々なイベント
（龍神舞台等でのパフォーマンスやフリーマーケット、模擬店等）
が実施されます。

狭山池まつり実行委員会
(072-360-3805)

大阪狭山市
(狭山池周辺)

http://www.mydoo.net/ikematuri

叡福寺大乗会式
20141年4月11日・12
日

「太子まいり」と呼ばれ地元では古来より親しまれており、聖徳太
子の命日にちなんで4月11日と12日の両日に行われる。

叡福寺
(0721-98-0019)

太子町
(叡福寺境内)

http://www.town.taishi.osaka.jp/s_event_syousai.php?eid=00016

太子聖燈会
2014年4月19日・20
日

太子町を愛する地域の人々が聖徳太子の和の精神を尊び、町を
訪れる人々の幸せを願い、約1万個のろうそくが叡福寺とその周
辺に燈され、境内等のライトアップする。

太子聖燈会の会事務局
(0721-21-5798)

太子町
(叡福寺、西方院、太子和
みの広場）

http://www.taishi-kankou.jp/index.cgi

近つ飛鳥博物館「さくらま
つり」

2014年3月29日・30
日

約400本のソメイヨシノが植えられている近つ飛鳥風土記の丘（一
須賀古墳群）や博物館を会場に、周辺の文化遺産や地域資源の
活用、地域活性を目的とした様々な催しものを開催。
※3月29・30日は展示室観覧無料

大阪府立近つ飛鳥博物館
(0721-93-8321)

河南町
(大阪府立近つ飛鳥博物
館・近つ飛鳥風土記の丘)

http://www.chikatsu-asuka.jp

弘川寺さくらまつり 2014年4月5日
歌人西行ゆかりの地である弘川寺歴史と文化の森の豊
かな自然環境を守り、育てることを目的としたイベント。なお、2009
年から夜桜のライトアップも行っている。

弘川寺歴史と文化の森ふれあい推進協議
会
(0721-93-2500/河南町 環境・まちづくり推
進課)

河南町
(弘川寺歴史と文化の森周
辺)

夜桜ライトアップは4月2～6
日午後6時30分～午後9時
◇桜の開花状況により、ラ
イトアップ期間を変更する
場合があります。

奉建塔のスイセン 12月末～2月末
千早赤阪楠公史跡保存会が、奉建塔周辺（二河原辺地区）の景
観向上のために、平成11年に植えた約5万株の水仙が咲き、散歩
する人を楽しませている。

千早赤阪村
（0721-72-0081）

千早赤阪村
(大字二河原辺)

http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kanko.html

金剛山春まつり 2014年4月26日
毎年恒例の春まつりを今年も開催します。ピクニック広場を中心
に、クラフト体験などイベント多数。

(一財）大阪府みどり公社
（06-6266-1038／森林緑地チーム）

千早赤阪村
（府民の森ちはや園地）

http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/index.html

石窯ピザづくりとレンジャー
ガイド
午前11時から午後3時
1,500円／枚
1か月前から予約開始

ひな祭り 2014年3月（予定）
お雛様の顔出し看板を用意しますので、お雛様になって写真撮影
して下さい。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地 中地区 花の
道）

http://www.toshi-kouen.jp

第５回久宝寺緑地手作りこ
いのぼり祭り

2014年4月26日～5
月6日

近隣の幼稚園、保育園、保育所などの子どもたちが思い思いに描
いたこいのぼりが久宝寺緑地 花の道の大空を泳ぎます

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地 中地区 花の
道）

http://www.toshi-kouen.jp

久宝寺緑地 シャクヤク園
開園

2014年4月下旬～5
月下旬

赤、白、ピンクと色とりどりの鮮やかなシャクヤクを楽しんでいただ
けるシャクヤク園の開園。開園中にはキャンドルナイト、久宝寺茶
屋、お琴のミニコンサートなどいろんなイベントを開催予定。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地 シャクヤク
園）

http://www.toshi-kouen.jp
久宝寺茶屋は有料など、イ
ベントにより異なる。

みどりの日のイベント
「ヒマワリの種まきをしよ
う！」

2014年5月4日
午後1時30分～

みどりの日にちなんで、北地区の花の広場入り口の花壇にヒマワ
リの種を植え付けます。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地北地区 花の
広場）

http://www.toshi-kouen.jp 材料が無くなり次第終了
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子どもの日イベント「みどり
を感じてマジックタイム！」
―バルーンアートとマジッ
ク―

2014年5月5日
午後1時30分～3時

ピエロがやってきてバルーンアートとマジックのパフォーマンスをし
ます。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地 中地区 花の
道）

http://www.toshi-kouen.jp

植木市
2014年3月16日～5
月6日

花木、苗木、盆栽等を販売いたします。期間中の土日祝は専門の
先生による植木相談会を行います。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地 第2駐車場）

http://www.toshi-kouen.jp

東大阪市ラグビーカーニバ
ル

2015年3月14日 ・15
日

市内ラグビースクールの交流試合や中学生・高校生・シニアの試
合などを行ない交流の輪を広げます。

東大阪市、東大阪市ラグビーフットボール協
会
(06-4309-3020／東大阪市 ラグビーワール
ドカップ誘致室)

東大阪市
(花園中央公園多目的球技
広場)

http://sports.geocities.jp/ho_rfa/

春季大祭
2014年4月15日・16
日

神様のご神徳に感謝するお祭りで御神体の箭（や）にちなんだ「古
式弓道大的神事（こしききゅうどうおおまとしんじ）」が16日に斎行
されます。この期間中は宝物館が一般開放され、石切劔箭神社
の歴史を語りつぐものが展示されます。

石切劔箭(つるぎや)神社
(072-982-3621)

東大阪市
(石切劔箭神社)

http://www.ishikiri.or.jp/

「ラグビーのまち東大阪」
の夕べ

未定

ラグビーワールドカップ2019の日本開催と「聖地花園」誘致のPRと
して、近鉄花園ラグビー場で行われる国際試合やトップリーグの
試合に併せ、花園中央公園噴水広場にて東大阪のうまいもんに
舌鼓をうちながらラグビーを楽しむイベントを開催。

 ラグビーのまち東大阪の夕べ実行委員会
東大阪市
(花園中央公園)

http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/33-3-0-0-0_15.html 無料

関西ラグビーまつり 2014年4月27日
東西大学対抗戦やなつかしの高校ＯＢ戦、女子ラグビーなどの試
合をはじめ、ラグビークリニックなど子どもから大人まで楽しめるラ
グビーイベント。

関西ラグビーフットボール協会
(06-6376-0456)
[後援：東大阪市]

東大阪市
(近鉄花園ラグビー場、花
園中央公園多目的球技広
場)

http://www.rugby-kansai.or.jp/

中央メイン2,500円(前売り
2,000円）、一般1500円（前
売1,300円）、高校生500円
（前売300円）、中学生以下
無料、ペア券2,000円（前売
りのみ、3日前までの販売）

東部大阪こどもラグビース
クール交歓会

2014年5月5日
大東市・四條畷市・東大阪市の６ラグビースクール生と、他府県か
らの招待チームによる学年別交流試合を行なう。

ライオンズ国際協会335-B地区11R(17クラ
ブ)、東大阪市、大阪府ラグビーフットボール
協会、東大阪市ラグビーフットボール協会

東大阪市
(近鉄花園ラグビー場、花
園中央公園多目的球技広
場)

http://sports.geocities.jp/ho_rfa/

いしきりさんの「全国うまい
もん市」

2014年5月3日～5
日

全国のご当地グルメやうまいもんが集結します。神馬との写真撮
影会や、バルーンアート、大道芸など、お楽しみイベント広場も同
時開催。

石切劔箭(つるぎや)神社
(072-982-3621)

東大阪市
(石切劔箭神社)

http://www.ishikiri.or.jp/

神馬ふれあい写真撮影会
（午前・午後各先着20名）無
料

東大阪市民ふれあい祭り 2014年5月11日

昭和53年から「市民の手づくりのまつり」としてスタートした。市民
中心の実行委員会により毎年5月の第二日曜日（母の日）に開催
されており、本年で37回目を迎える。市内最大の祭り、風物詩とし
て市民の間に定着している。
前夜祭：河内音頭大会、花火大会
当日：模擬店、パレード、ステージなど

第35回東大阪市民ふれあい祭り実行委員
会
(06-6618-4146)

東大阪市 http://www.fureai-matsuri.com/

枚岡梅林野点 2014年3月（予定） 枚岡梅林のウメを眺めながら、野点を楽しんでいただきます。
枚岡公園管理事務所
（072-981-2516）

東大阪市
（枚岡公園 枚岡梅林）

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/hiraoka/main.html
お茶券 300円/人
（和菓子付き）

第18回桜まつり 2014年4月5日
地域の方々によるステージでの演奏や模擬店、広場などのフリー
マーケットなど、毎年大いに賑わっています。
※雨天は翌日に順延、両日雨天の場合は中止

守口市
（06-6992-1221）

守口市
（下島公園）

河
内
地
域
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ひらかた桜フェスティバル 2014年4月5日

市制60周年の平成19年2月9日に、この地域が古来より桜の名所
として平安貴族の交遊の場であった歴史的な縁から、市の花とし
て追加制定した「桜」を広く周知するため、短歌を一般公募する
「桜短歌会」の開催、親子で楽しめる「さくらまつり」の開催など
様々なイベントを総称し「桜フェスティバル」として実施しています。

枚方市
（050-7102-3203／枚方市 文化観光課）

枚方市
（京阪電車「枚方市駅」周
辺・天野川堤防付近）

http://www.city.hirakata.osaka.jp/site/bunkan/sakura-festival.html

淀川舟運イベント
2014年4月2日～5
日・7日、10月上旬

市民が水辺を身近に感じられる川に向かって開かれたまちづくり
の一環として「淀川舟運イベント」を開催しています。かつて淀川
舟運の中継港であった枚方～八軒家間を屋形船や水上バスに乗
船し遊覧します。途中、毛馬閘門の開閉も体験することができま
す。船内では淀川の説明や三十石船歌の披露など演出あり。春
は桜見船として実施。

枚方市、枚方文化観光協会
（072-804-0033／枚方文化観光協会）

枚方市（枚方船着場）
～大阪市・天満橋（八軒屋
浜船着場）

http://www.hirakata-kanko.org/

枚方市緑化フェスティバル
2014年4月19日～22
日
（4日間）（予定）

自然に親しむと共に、豊かな心をはぐくむという趣旨を広く市民に
普及し、市民の感心と理解を一層深めるために行うイベントです。

枚方市緑化フェスティバル実行委員会事務
局
（072-841-8011／枚方市 公園みどり課）

枚方市
（岡東中央公園／京阪電
車「枚方市駅」徒歩2分）

http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/kouen/ryokufesu-moyou.html 無料

枚方宿（歴史街道）イベント
枚方宿ジャズストリート

2014年6月上旬、11
月上旬

枚方宿地区周辺の公園、店舗内等でジャズライブを実施。（無料）
11月は2日間の開催。6月はプレイベントで1日開催。

ひらかた菊音楽祭実行委員会
（072-807-4467）

枚方市
（枚方宿地区）

http://hirakata-jazz.com/

ねや川バル
2014年5月24日（予
定）

ねや川バル実行委員会 寝屋川市内

野崎まいり 2014年5月1日～8日

正しくは無縁経法要といい、有縁無縁のすべてのものに感謝のお
経をささげる行事。期間中JR野崎駅より、お寺までの参道に露店
が並び、さまざまなイベントもあって全国各地からの参詣者で賑わ
う。

野崎まいり実行委員会 大東市 http://www.nozakikannon.or.jp/index.html

四條畷楠公まつり

2014年3月29日・30
日
2015年3月28日・29
日

ふるさとの活性化と新たな文化の創造を目指して、毎年3月最終
の土日に開催しています。
楠正行に代表される四條畷の歴史を次世代を担う子どもたちに継
承し、郷土愛を醸成することにより「ふるさと四條畷」を感じてもらう
ことを目的に、当時の南北朝時代の装束を身にまとった約300人
の武者・稚児行列が小楠公墓所から四條畷神社までの約１㎞の
道のりを練り歩く時代行列が最大の見どころとなっています。
また、前夜祭でのライトアップイベント（四條畷万灯篭）や、本祭で
の高校生による巨大絵馬制作などが祭りに賑わいを与えていま
す。

四條畷楠公まつり実行委員会
(072-877-2121)

四條畷市
(小楠公墓所から四條畷神
社までの約1㎞、四條畷神
社境内)

http://nankou.jp/

堺文化財特別公開

春季：2014年4月4日
～6日
秋季：2014年11月中
旬

堺市内の寺院など、普段は公開されていない貴重な歴史文化資
源を中心に期間限定で特別公開する。

おいでよ堺21実行委員会
（072-227-7493）

堺市 http://www.sakai-tcb.or.jp/sakaibunkazai/ ◇拝観料：無料～400円

桜まつり２０１４ 2013年4月6日

市民ボランティアが集まり、市民会館の活性化と利用の促進を図
り、市民文化の向上を目指す一環のイベントです。
 この桜まつりは、桜の花を賞でながら、各種演芸をはじめ、音楽
やフリーマーケット、模擬店が行われ、市民相互の交流に寄与し
ています。

泉大津市民会館 自主事業協議会
泉大津市
（泉大津市民会館）

河
内
地
域

泉
州
地
域
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第13回浜街道まつり 2014年5月25日

地域住民のみならず市内の多くの人も参加し、浜街道周辺の歴
史的なまちなみや文化の保全にかけるまちづくり活動について、
より深く関心をもってもらうことで、浜街道保全活動の意識をより
一層高め、地域コミュニティの活性化と浜街道の景観保全に取り
組んでいます。
浜街道まつりでは、歴史的家屋や倉庫を借用し、地域住民の手作
りで、懐かしの生活民具展、町屋説明、子供昔遊び、街角ギャラ
リー、アートクラフト展や手作りショップ出展販売、ミュージックスト
リート等の催し物を行います。

泉大津駅西地区市民まちづくり会議まちな
み景観保全部会 浜街道まつり実行委員会
(泉大津市まちづくり政策課 0725-33-1131)

泉大津市
(東港町・本町・神明町：浜
街道周辺地域）

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/matidukuriseisakuka02/tantougyoumu/suisinn/hamakaidoumeguri.html

黒鳥山公園の桜
2014年4月1日～14
日

黒鳥山公園には桜が約５００本植樹されており、毎年多くの人が
訪れます。

(一財)和泉市公共施設管理公社 公園緑化
部
(0725-51-2340)

和泉市
(黒鳥山公園内)

http://www.izumi-park.jp/ 無料

忠岡町マラソン大会 2014年3月9日
住民スポーツの振興と普及を目的とした地域マラソン。泉北各地
域からの参加者も多く、広くコミュニティの場となっている。小学生
低学年から参加可能。

忠岡町教育委員会 生涯学習課
忠岡町
（大津川河川公園）

お城まつり
2014年4月1日～15
日

お城の桜が見ごろになる、4月1日から15日まで、お城まつりを開
催。日曜日には城内で野点や、二の丸広場ではアトラクションも行
う。この期間は岸和田城の夜間開場も実施している。

岸和田市、岸和田市観光振興協会
岸和田市
(岸和田城)

泉州の物産展 2014年4月4日～6日

お城まつりと連動し、岸和田市を中心とした泉州の特産品産業製
品を広く紹介し、関係業界の振興と観光の振興のために、物産展
を開催。日曜日には、岸和田ＴＭＯのどんチャカフェスタや、紀州
街道にぎわい市や、岸和田城の堀端での泉州陶器まつり、岸城
神社で春のお城千亀利（ちぎり）祭りも開催されている。

岸和田市、岸和田市観光振興協会 岸和田市

春のみんなDay参加どん
チャカフェスタ

2014年4月6日
駅周辺商店街、旧港再開発地区で共同イベントを開催し、住民・
商業者・行政が一体となって市民活動、観光・商業振興を通して
街の活性化を図っている。

岸和田ＴＭＯ
岸和田市
(駅周辺商店街、旧港再開
発地区)

岸和田市民フェスティバル
2014年5月3日
雨天の場合は4日順
延

岸和田市民相互がふれあい、参加団体の交流を深め、市民の文
化、スポーツの発展と、地場産業の振興に貢献することを目標
に、市民の手作りのイベントとして、昭和53年よりこれまで、計36
回開催している。

市民フェスティバル実行委員会
岸和田市
（岸和田市中央公園）

春のローズフェア2014
2014年5月24日・25
日（予定）

水辺のステージでのコンサートやバラ園の案内ツアー、マルシェ
やクラフト体験などを開催予定。

蜻蛉池公園P&Mグループ
（072-443-9671／蜻蛉池公園管理事務所）

岸和田市
（蜻蛉池公園 水と緑の音
楽広場周辺）

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/tonbo/main.html

第8回あじさいフェア
2014年6月15日（予
定）

抹茶の呈茶販売コーナーやアジサイの挿し木教室などを開催予
定。

蜻蛉池公園P&Mグループ
（072-443-9671／蜻蛉池公園管理事務所）

岸和田市
（蜻蛉池公園 あじさい園周
辺）

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/tonbo/main.html

二色の浜 潮干狩り
2014年4月19日～6
月8日

白い砂と青い海、松林の緑のコントラストが美しい二色の浜公園。
大阪府下で最大の来場者数を誇る海水浴場は、多くの潮干狩り
客で賑わう。帆船マストのモニュメントが公園のシンボルともなっ
ているレストハウスにはレストランや休憩所があるほか、児童遊
戯場には大型のジャングルジムなどダイナミックな遊戯施設もあ
る。潮干狩りも安心して楽しんでもらうことができ、シーズンには多
くの家族連れで賑わう。

二色の浜観光協会
（072-432-3022）
※シーズン中のみ

貝塚市
（二色の浜）

http://www.nishikinohama.osaka.jp/

大井関桜まつり
2014年4月1日～13
日

期間中は桜の木を提灯、短冊等で装飾し、お花見の雰囲気を盛り
上げます。期間中のイベント実施日には、野点、バザー等が開催
されます。

泉佐野市観光協会
（072-469-3131）

泉佐野市
（日根野 大井関公園）

http://www.kankou-izumisano.jp/matsuri/spring/sakuramatsuri.html

泉
州
地
域
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犬鳴山温泉まつり
(マスの放流)

2014年4月13日～29
日
（マスの放流は4月13
日）

13日は、約80ｋｇのマスを午前１１時・午後１時の２回に分けて放
流
釣り道具やエサ等は各自で用意。河川増水時は中止となります。

泉佐野市観光協会
（072-469-3131）

泉佐野市
（犬鳴山麓及び温泉郷一
帯）

http://www.kankou-izumisano.jp/area/sankan/1268960086091.html

まくら祭り 2014年5月5日
日根神社の例祭で巡行する華麗に飾られたまくらをつけた立幟
（たてのぼり）の名をとった祭りの通り名。泉州路では数少ない春
の祭りとして、古来から有名です。

日根神社
（072-467-1162）

泉佐野市
（日根神社）

http://www.kankou-izumisano.jp/matsuri/spring/makuramatsuri.html

第3回泉佐野長者バル
2014年5月30日・31
日

昨年の春と秋に南泉州初となる街バル「泉佐野長者バル」が、今
年も5月30日（金）・31日（土）に開催します。

泉佐野長者バル実行委員会
（072-457-4540／NPO法人泉州佐野にぎわ
い本舗）

泉佐野市 http://chojabar.com/

熊野街道信達宿ふじまつ
り

藤まつり：2014年4月
23日～29日
イベントデー：4月26
日・27日

熊野街道沿いに点在する信達宿のひとつ「梶本家」を会場として、
4月下旬から10日間ほど野田藤の公開が行われます。ふじまつり
では4万房にも及ぶ藤房の通り抜けのほか、高台から紫雲のごと
き藤を眺めることができ、毎年3万人もの来場者を数えるほどへの
イベントへ成長しました。イベントデーには、ミニコンサート、餅つき
等が開催されます。藤だけではなく、熊野街道の見どころを訪ね
歩くイベントへ拡充しています。

熊野街道信達宿藤保存会事務局
(090-4281-8741)
3月～5月まで通話可

泉南市 http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkama604/fujihozonkai.htm

ABCまつり 2014年4月29日
市民団体「泉南市ABC委員会」が主催する市内最大の市民祭りで
す。各市民団体によるパフォーマンスや活動の展示・発表、穴子
の天ぷら等の販売が行われます。

泉南市 政策推進課
（072-483-000４）

泉南市
（泉南市立市民体育館）

http://www.abc-iinkai.jp/top.html

ローズフェスティバル 2014年6月（予定）
デビッドオースチンロージズ社の本国以外では初となる公式ガー
デンにおいて、バラが咲き誇ります。

泉南市 産業観光課
（072-483-8191）

泉南市
（泉南市農業公園「花咲き
ファーム」）

http://www.davidaustinroses.com/japan/Advanced.asp?PageId=2244

山中渓桜まつり 2014年4月6日

春の山中渓地区の山中川沿いでは、約1,000本のソメイヨシノが咲
き揃い、渓谷美とあいまって格別な眺めとなり、多くの花見客で賑
わいます。
4月6日（日）には、花街道2014山中渓桜祭りが開催され、多彩な
イベントが行われます。

山中渓自治会 桜祭り実行委員会
(072-471-5678/阪南市 商工労働観光課)

阪南市
(山中渓地区)
※JR阪和線山中渓駅下車す
ぐ、阪和自動車道泉南インター
チェンジより15分

http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/shimin/shoko/spot/event/1298001265096.html

参加無料
◇わんぱく王国駐車場(140
台)：普通車500円

箱作ぴちぴちビーチ 潮干
狩り

2014年4月19日～6
月8日

ぴちぴちビーチの愛称で親しまれている箱作海水浴場で潮干狩り
を楽しんでいただけます。砂浜近くにバーベキューコーナーもあっ
て手ぶらでお越しいただいてもバーベキューが楽しめます。また、
団体様には地引網体験もおすすめです。

箱作海水浴場管理組合
阪南市
（箱作海水浴場ぴちぴち
ビーチ）

http://www.geocities.jp/pitipiti_siohigari/hp2/top.html
潮干狩りは有料、駐車場
600円

永楽桜まつり
2014年3月29日～4
月6日

桜祭りの期間中は永楽ダム広場にちょうちんを吊り、一部の桜の
ライトアップを実施し優美な姿を堪能していただきます。

熊取町緑と自然の活動推進委員会
(072-452-6404／熊取町 水とみどり課)

熊取町 駐車場 500円(1台・1回)

第25回くまとりロードレース 2015年3月1日
水とみどりに囲まれた変化に富んだコースが魅力。コースとなる
永楽ダム周辺には「全国水源の森百選」「大阪緑の百選」に指定
されている美しい森がある。

くまとりロードレース実行委員会
(072-453-5428／熊取町教育委員会事務局
スポーツ振興課内）

熊取町
（大阪体育大学～永楽ダム
周辺）

◇クォーターマラソン・3km
中学生・3ｋｍ健康ジョギン
グファミリー
◇中学生1,000円・高校生
1,500円・大学生・一般3,000
円
◇健康ジョギングファミ
リー：1組3,000円

泉
州
地
域
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ときめき・地引網・体験と潮
干狩り

2014年4月19日～6
月1日

海の幸を自分の手でとってみる。とった魚介を触ってみる。新鮮な
魚をその場ですぐに食べてみる。ビーチにみんなの力をあわせて
地引網の体験をする。運がよければ大物の魚をゲットできるか
も。隣では「潮干狩り」を実施しています。

淡輪海水浴場管理組合
岬町
(淡輪ときめきビーチ)

http://www16.ocn.ne.jp/~tannowa/shiohigari_top.html

◇地引網：30名以上で8万
円
◇潮干狩り

つつじ祭り
2014年4月29日(雨天
時5月3日)

明石海峡大橋・関西国際空港を一望できるあたご山丘陵一帯は、
淡輪遊園と呼ばれ、4月上旬にはサクラの花が、4月下旬にはツツ
ジの花で一面覆いつくされます。毎年4月29日（祝）には「つつじま
つり」が開催されビンゴゲームやカラオケ大会、模擬店などもあ
り、多くの来場者で賑わいます。

淡輪観光協会
岬町
(淡輪)

関空一周ヨットレース 2014年5月3日・4日

関空等の連絡橋から南へ続く海岸線には多くの海に関係する施
設があり、淡輪ヨットハーバー（財団法人大阪府マリーナ協会）
は、300隻を超えるヨット、モーターボートが活動しています。集う
ヨットマンの総意をまとめる形で関空一周ヨットレースを開催しま
す。

関空一周ヨットレース実行委員会
（淡輪ヨットハーバー）

岬町
(淡輪ヨットハーバー沖海上
及び関空島一周辺)

産土神社 例祭 2014年5月5日
大神輿渡御（おおみこしとぎょ）
子ども神輿渡御

岬町
（産土神社）

泉州黄たまねぎ祭り 2014年5月（予定）

田尻町は、泉州たまねぎ栽培の発祥の地であるが、現在ほとんど
町内で栽培されなくなっている状況である。そこで、まぼろしのた
まねぎと称される吉見早生などの泉州黄たまねぎを安心安全なエ
コ農産物として栽培し販売することで、甘くておいしいたまねぎで
有名な町として町おこしのきっかけをつくり、農業と田尻町の活性
化を目指す。

田尻町農業委員会、田尻漁業協同組合、田
尻町
(072-466-5008)

田尻町
(田尻漁港日曜朝市会場)

http://www.town.tajiri.osaka.jp/

泉
州
地
域
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大
阪
市

天神祭
2014年7月24日・25
日

日本三大祭の随一で、25日の本宮が最大の見どころ。
午後4時頃より催し太鼓を先頭に陸渡御列が天満宮の氏地を練り
歩き、午後6時頃には陸渡御を終えた一団を中心に乗船を開始、
船渡御列が発進する。
 菅原道真公の御神霊を祀る御鳳輦船（ゴホウレンセン）を中心に
100艘にも及ぶ船とともに大川を行きかう姿はまさに圧巻。「天神
祭奉納花火」では数千発の花火が打ち上げられ、船渡御のハイラ
イトシーンを演出する。

大阪天満宮
（06-6353-0025）

大阪市内
（大阪天満宮、大川ほか）

http://www.tenjinsan.com/tjm.html

なにわ淀川花火大会 2014年8月9日

水都大阪を流れる淀川とわが街をこよなく愛する地元ボランティア
スタッフが周辺企業・団体・商店など地域住民の方々の寄付のみ
によって財政をまかない「企画・運営・実行」を手がけるという「手
作りの花火大会」です。回を重ねるごとに規模が充実し、すっかり
「なにわの夏の風物詩」として定着している。

なにわ淀川花火大会運営委員会
新御堂筋淀川鉄橋より下
流国道2号線までの淀川
河川敷

http://www.yodohanabi.com/

水の都の夕涼み2014
平成26年6月1日～8
月31日

中之島公園の水辺を満喫する飲食とマルシェを３か月限定で開催
する。
夏に清涼感ある水辺に憩い空間を創出し、水都大阪の魅力を
たっぷりと体験してもらえる食と宴を提供する。

（一社）水都大阪パートナーズ
（事務局：06-6444-3110）

大阪市北区
（中之島公園）

http://www.osaka-info.jp/suito/jp/

開催日・内容を調整中。
値段はサービスにより異な
ります。

梅田七夕
2014年6月1日～8月
8日

梅田七夕は新梅田シティでは梅田スカイビルの最上階・空中庭園
展望台と地下1階のレトロな食堂街・滝見小路とのジョイントイベン
トとして関西最大の七夕祭りを開催します。
会場飾りには、長い歴史と伝統を誇る「仙台七夕」飾りを行ってい
ます。
青竹に飾られた和紙と風が織り成す豪華絢爛なさ仙台の美しい
笹飾りを大阪で間近にご覧いただけます。

新梅田シティ
（06-6440-3901）

大阪市北区
（新梅田シティ・滝見小路・
空中庭園展望台他）

http://www.skybldg.co.jp/event/
無料
空中庭園展望台（有料）

フィエスタ・メヒカナ大阪2014
2014年9月13日～15
日

フィエスタ・メヒカナ大阪は今年で18回目の開催となり、毎年9月の
中旬にメキシコの独立記念日前後に開催されており、関西に住む
メキシコ人や多くの外国人をはじめ、毎年3日間で約3万人の方々
が参加されています。
大阪の代表的な国際交流イベントの一つでも有ります。イベントを
通じメキシコの文化を紹介します。

フィエスタ・メヒカナ実行委員会
（06-6440-3901）

大阪市北区
（新梅田シティ・ワンダース
クエア）

http://www.skybldg.co.jp/event/ 無料

なにわなんでも大阪検定 2014年7月6日

大阪が持つ歴史・文化の奥深さを再発見し、様々な大阪の魅力を
知っていただくことを目的とした試験。検定試験と連携し、大阪を
学び、歴史や文化に直接ふれることができる機会も用意してい
る。
申込期間：2014年4月16日～5月28日

大阪商工会議所

大阪府立大学中百舌鳥
キャンパス・大阪工業大学
大宮キャンパス・りそな銀
行大阪本社

http://www.osaka-kentei.jp/

◇3級／3,300円(税、手数
料込)2級／4,400円(税、手
数料込)1級／6,300円（税、
手数料込）

七夕まつりでアイラブ城北
川！

2014年7月 笹飾りの展示・ジャズコンサート等の催しを開催。 城東区役所

大阪市城東区
（鯰江中学校東側城北川遊
歩道一帯／大阪市城東区
今福東2-1-18先）（予定）

城北公園フェア2014
2014年5月31日、6月
1日

城北公園にある菖蒲園の開園に合わせて、開催する集客イベン
ト。B級グルメ、地ビールを基本とした飲食ブースを展開し、ステー
ジでは音楽やダンス等の催しを実施の予定。

旭区役所 にぎわい創出担当
（06-6957-9009）

大阪市旭区
（城北公園）

入場無料
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北
摂
地
域

吹田まつり
2014年7月12日・7月
26日・27日

「市民ふれあいフェスティバル」「ハートフルコンサート」を皮切り
に、江坂公園・千里南公園の2会場で前夜祭が開催されます。
本祭りでは地車の曳行や各種団体によるパレードをメインにＪＲ吹
田駅近辺で様々な催しが行われ、吹田に夏の到来を告げる風物
詩となっています。

吹田まつり実行委員会
（06-6384-2145）

吹田市内
（メイシアター、江坂公園、
千里南公園、JR吹田駅周
辺）

ハートフルコンサートは入
場料が必要です

市民フェスタ 高槻まつり 2014年8月2日・3日

けやき大通りなどを舞台に高槻音頭や高槻ウェーブなど躍動感あ
ふれるパレードや桃園小学校グラウンドメインステージでの迫力
あるイベントが盛りだくさんです。夜店なども軒を並べ、祭りの雰
囲気を盛り上げます。

高槻まつり振興会
（072-674-7375）

高槻市
（高槻市役所周辺）

http://www.takatsuki-matsuri.org/

能勢淨るり月間
「能勢人形浄瑠璃鹿角座
公演」

2014年6月21日・22
日

大阪ミュージアムベストセレクションに選定されている「淨るりシア
ター」において、能勢の地域文化である浄瑠璃の公演を行う。能
勢オリジナル「能勢三番叟」をはじめ、古典「鬼一法眼三略巻」「壺
坂観音霊験記」の3演目を上演。

能勢人形浄瑠璃鹿角座
（072-734-3241）

能勢町
(淨るりシアター）

http://www.ｊyoruri.jp

茨木神社夏祭り
2014年7月13日・14
日

江戸時代初期から始まった茨木神社の夏祭りは、枕太鼓、神輿
が市内を練り歩き夜店が境内に立ち並び参拝客で賑わう。

茨木神社社務所
（072-622-2346）

茨木市
（茨木神社内）

http://www.ibarakijinja.or.jp/gyoji.html 無料

茨木フェスティバル
2014年7月26日・27
日

1973年より実施している茨木フェスティバルは、夏の風物詩として
広く市民に定着している。市民会館、中央公園南・北グラウンドに
て様々な催し、模擬店、ミニゲームコーナー、茨木童子のふわふ
わなどが設けられ、終日賑わう。ダンスコンテスト「いばらきおどり
んピック」、おもしろい人決定戦「ボルケーノ茨木」など必見の催し
が目白押し。

茨木フェスティバル協会
（072-622-9200)

茨木市
（中央公園南・北グラウン
ド、市民会館等）

http://www.iba-fes.jp/index.html 無料

第57回辯天宗夏祭奉納花
火大会
(本年は中止となりました）

2014年8月8日
花火3,000発（スターマイン11基）でフィナーレは圧巻の迫力。参道
から境内の会場にかけて数多くの屋台も出店し、市内外からの大
勢の人でにぎわう。

辯天宗宗務庁
（072-622-6861）

茨木市
（辯天宗冥應寺）

http://www.bentenshu.or.jp/events/events_8.html 無料

摂津まつり 2014年8月2日・3日
バトン・マーチング演技をはじめ、歌のLIVE、子どもたちに人気の
キャラクターショー、盆踊り等で盛り上がります。

摂津まつり振興会
(06-6383-1357/摂津市 自治振興課)

摂津市
(摂津市青少年運動広場)

http://www.city.settsu.osaka.jp/0000000685.html

島本夏まつり 2014年8月2日
夜店（金魚すくい、ヨーヨー、綿菓子など）、盆踊り、歩行者天国、
和太鼓演奏など
※ 8月の第1土曜日

島本町商工会
（075-962-5112）

島本町立第一中学校 http://www.shimamotocho.jp/kanko/event.html

かぐや姫の夕べ
2014年8月下旬の土
曜日

島本町特産の竹を使った灯篭が放つ光と、幻想的な雰囲気の中
雅楽や吹奏楽などの演奏。

島本竹工房
島本町
（史跡桜井駅跡）

http://www.shimamotocho.jp/kanko/event.html

豊中まつり 2014年8月2日・3日
「人と文化がふれあうまつり」をテーマに市民がつくる市民のまつ
りとして毎年8月の第1土、日曜日に開催。

豊中まつり事務局
(06-6840-6888)

豊中市
（豊島公園）

http://www.toyonakamatsuri.net/

猪名川花火大会 2014年8月16日
兵庫県川西市との共催で、市境を流れる猪名川の河川敷で開
催。
打ち上げ花火や仕掛け花火が迫力満点。

池田市・川西市・猪名川花火大会開催委員
会
(072-754-6244/池田市観光・ふれあい課、
072-740-1161/川西市文化・観光・スポーツ
課)

猪名川河川敷
（池田市・川西市）

http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shokai/kisetu/hanabi.html

がんがら火祭り 2014年8月24日
360年以上の歴史をもつ、伝統的な火祭り。
平成22年1月に、「大阪府無形民俗文化財」の指定を受ける。

池田五月山大文字・がんがら火保存会連合
会
(072-754-6244/池田市 観光・ふれあい課)

池田市 http://www.gangara.gr.jp/
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2014夏季展
日本の物語と絵画 ─名
場面を楽しむ（仮称）

2014年7月19日～9
月15日
（59日間）

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（逸翁美術館）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：一般1,000円(小
林一三記念館・池田文庫と
の３館共通券)、シニア(65
歳以上)の方700円、大・高
生600円、中・小生以下無
料

サマーフェスタ箕面公園/
みのおキャンドルロード

サマーフェスタ：2014
年7月12日～9月1日
キャンドルロード：
2014年7月下旬

毎日箕面大滝や滝道をライトアップする。また、期間中１日間、サ
マーフェスタ箕面公園メインイベントやみのおキャンドルロード（阪
急箕面駅から箕面大滝までの滝道にキャンドルを設置）を開催す
る。

サマーフェスタ箕面公園実行委員会
（072-723-1885／箕面 交通・観光案内所）

箕面市 http://kankou.minoh.net/

牧落八幡大神宮夏祭り
2014年7月下旬（予
定）

箕面市
（牧落八幡大神宮）

http://www.osaka-museum.com/event/search/index.html?m=d&id=299&mm=7&fy=&fm=7&fd=&ty=&tm=7&td=&ky=&ar=&ct=&sum=&det=&vi=20&submitflag=1&lw=&w=&c=&d=&ny=2013

箕面まつり
2014年7月26日・27
日

パレードや夜店、ステージイベント等の夏祭りを開催する。
箕面まつり推進協議会
(072-724-9201)

箕面市 http://www.minohmatsuri.net/

河内音頭 2014年7月～8月 7月中旬から市内各町会で開催されるイベント。 市内各町会
富田林市
(市内全域)

PL花火芸術 2014年8月1日 日本最大級の花火イベント。 パーフェクトリバティー教団
富田林市
(光丘カントリークラブ周辺)

寺内町四季物語「夏」
寺内町燈路

2014年8月下旬
8月の｢寺内町燈路｣、10月の｢後の雛まつり｣、1月の｢寺内町かい
わい新春初鍋めぐり｣、そして3月の｢じないまち雛めぐり｣を開催し
四季を通して富田林の寺内町をアピールしていく。

じないまち四季物語実行委員会
富田林市
(寺内町およびその周辺)

八幡神社 探湯祭（湯立神
事）

2014年7月頃

八幡神社の夏の祭事であり、一般に「夏越しの祓（なごしのはら
え）」と呼ばれる神事と同様です。拝殿の前に湯釜を置き、湯をた
ぎらせ、神米と神酒と塩を加え笹葉でかきまぜます。その熱湯を
笹葉で参拝者に振りまき、無病息災、家内安全を祈願する神事で
す。神社には延元5年（1340年）の銘を持つ湯釜が伝わっており、
大阪府の有形文化財に指定されています。

河内長野市
（流谷八幡神社／河内長野
市天見2211）

http://www.city.kawachinagano.lg.jp/static/kakuka/kyousha/history-hp/bunkazai/date-base/isan-date/osaka-pre/kougei/fu10.html

第40回まつばら市民まつり 2014年8月2日・3日
市民による市民のための手づくりの夏まつりです。
毎年8月の第1土曜日と翌日曜日の2日間で開催します。

まつばら市民まつり実行委員会事務局
（072-333-0222）

松原市

羽曳野市収穫祭 2014年7月27日
地域の特産物や特産品が勢揃い、ステージイベントや抽選会等も
開催

収穫祭実行委員会
（072-958-1111／羽曳野市 産業振興課 同
実行委員会事務局）

羽曳野市
（駒ヶ谷駅西側公園（コロコ
ロふれあいパーク））

はびきのぶどう狩り
2014年6月中旬～8
月中旬

約30年前にさかんに行われていたぶどう狩り、府内有数のデラ
ウェアの生産量を誇る駒ヶ谷地域で、採れたてのぶどうをそのま
まお召し上がりください。

羽曳野市観光協会
（072-958-1111／羽曳野市 産業振興課 同
協会事務局）

羽曳野市
（近鉄南大阪線「駒ヶ谷駅」
下車徒歩1分）

http://www.habikino-kk.net/

かなんフェス 2014年6月22日
かなんフェス実行委員会
（0721-93-2500）

河南町
（河南町役場多目的広場周
辺）

河
内
地
域

北
摂
地
域
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河
内
地
域 千日まいり 2014年8月9日

西国三十三箇所巡礼の第五番札所として古くから信仰を集める
葛井寺（ふじいでら）で、毎年8月9日に実施される行事。観音信仰
に由来する行事で、この日にお参りすると四万六千日参詣の功徳
があるといわれており、御本尊である千手観音坐像（国宝）のご開
帳や法要が営まれ、夕方からは境内やお寺の周辺に多数の出店
が並び、浴衣姿の若者や家族連れなど毎年約3万人が訪れます。

葛井寺
（072-938-0005）

藤井寺市
（葛井寺／藤井寺1丁目16
番21号）
※近鉄南大阪線「藤井寺駅」よ
り徒歩約5分

http://www.geocities.jp/saikoku33_5/

科長神社夏祭り
毎年7月24日～30日
の間の日曜日

夏の暑さの盛り、7月の第4日曜日に例祭が行われる。
このあたりでは唯一の神輿とだんじりが繰り出す夏祭りで、三番
叟や八社太鼓などが行われる。

科長神社
(0721-98-0136)

太子町
(科長神社)

http://www.town.taishi.osaka.jp/kanko_info/event_info/natsumatsuri.html

金剛山夏まつり 2014年7月26日
都心部より気温が約6℃低いクールスポット金剛山で、今年も夏ま
つりを開催します。涼みに、イベントを楽しみに、夏の金剛山へお
越しください。

(一財）大阪府みどり公社
（06-6266-1038／森林緑地チーム）

千早赤阪村
（府民の森ちはや園地）

http://osaka-midori.jp/mori/chihaya/index.html

石窯ピザづくりとレンジャー
ガイド
午前11時～午後3時
1,500円／枚
1か月前から予約開始

金剛山蓮華まつり 2014年7月7日
山伏姿の行列が、山頂の葛木神社から転法輪寺までほら貝を吹
きながら歩き、転法輪寺では破魔矢を射ったあと護摩を焚いて山
を清める神仏混交のお祭り。

千早赤阪村
（0721-72-0081）

千早赤阪村 http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/

第37回八尾河内音頭まつ
り

2014年9月7日

今年も久宝寺緑地にて開催する八尾河内音頭まつりは、伝統的
な河内音頭のパレードや盆踊りに加え、市内飲食店やＢ級グルメ
が出店するグルメイベント、ダンスコンテストやフリーマーケットな
ど幅広い世代の方々が楽しめるイベントを実施予定。久宝寺寺内
町燈路まつりと同日開催（予定）。

八尾河内音頭まつり振興会
(072-994-5741)

八尾市
(久宝寺緑地内)

http://www.yaokawachiondo.com
/

久宝寺寺内町 燈路まつり
2014年9月7日
（予定）

・手作りの木製燈篭と燈火用カップによる「光の燈路」の設置
・雅楽の演奏や舞楽などのイベント
・河内音頭
・若者ミュージシャンによるライブ
 八尾河内音頭まつりと同時開催（予定）。

八尾まちなみセンター
（072-924-6371）

八尾市

恩智祭り 2014年8月1日
恩智神社
（072-943-7059）

八尾市
（恩智神社）

http://www.onji.or.jp/

常光寺 地藏盆踊り
2014年8月23日・24
日

常光寺
（072-922-7749）

八尾市
(常光寺境内）

http://jyokouji.com/

七夕祭り 2014年7月予定
久宝寺緑地の中地区花の道にみなさんの願いが込められた短冊
や飾りつけを掲げます。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地中地区 花の
道）

http://www.toshi-kouen.jp

夏祭例大祭
2014年7月17日・18
日

ひょうたん山音頭大会が開催される。
瓢箪山稲荷神社
(072-981-2153)

東大阪市
(瓢箪山稲荷神社)

夏季大祭 2014年8月3日・4日

金色に輝く神輿に石切大神様がお遷りになり、氏子地域を巡幸さ
れます。神と人とが一体となり石切大神様のおかげを戴きます。
また、江戸時代初期に病魔退散を願い始まった大幣神事（おおへ
いしんじ）もとても勇壮です。長さ7メートルもある大幣が氏子地域
を練り歩き、病魔を祓い清めます。この大幣にくくりつけたお米と
紙片から「なでまもり」が奉製されます。

石切劔箭(つるぎや)神社
(072-982-3621)

東大阪市
(石切劔箭神社)

http://www.ishikiri.or.jp/
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枚岡燈明祭
2014年8月第4日曜
日

枚岡神社
(072-981-4177)

東大阪市
(枚岡神社)

http://www.hiraoka-jinja.org/

あじさいまつり
2014年6月28日～7
月13日

約1,500メートルのつづら折の園路沿いに、30種類2万五千株のあ
じさいを楽しめます。
※あじさい園までは山道です。トレッキングシューズ等でお越しく
ださい。

(一財）大阪府みどり公社
（06-6266-1038／森林緑地チーム）

東大阪市
（府民の森ぬかた園地）

http://osaka-midori.jp/mori/chubu/nukata.html

あじさいハイキング
2014年7月6日（日曜日）
500円／人
1か月前から予約開始

守口無形民族文化財
寺方提灯踊り

2014年7月21日・22
日

旧南寺方地域で江戸時代から続いている郷土芸能。
片手にロウソクのついた紅提灯を持った独特の踊りは全国的に大
変珍しい。

守口市
（京阪電車「守口市駅」前）

http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/syogai-gakusyu/city/04.htm

大阪エコ農産物販売会 2014年7月、12月
食の安全・安心に対する消費者意識は高まっており大阪エコ農産
物の周知度をさらに向上させるため、販売会を定期的に行ってい
ます。

枚方市エコ農産物推進協議会
(050-7102-3213/枚方市 農政課)

枚方市
（枚方市大垣内町 市役所
別館北側）

http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/nosei/

枚方まつり
2014年8月23日・24
日

枚方市駅周辺で毎年開催しており、枚方市の文化・歴史・伝統な
どの魅力を市民主体で発信していく枚方フェスティバル協議会主
催のまつりです。

枚方フェスティバル協議会
（050-7102-3203／枚方市 文化観光課）

枚方市
（京阪電車「枚方市駅」周
辺）

http://www.hirakata-festival.com/

第37回寝屋川まつり
2014年8月下旬（予
定）

市民の手作りによるイベントとして実施。
寝屋川まつり実行委員会事務局
（072-824-1181／寝屋川市 市民活動振興
室）

寝屋川市
（打上川治水緑地）

夏の星座観察 2014年8月16日頃
芝生広場において、ボランティアによる夏の夜空にかかる星座の
解説を聞きます。

寝屋川公園管理事務所
（072-824-8800）

寝屋川市
（寝屋川公園 芝生広場）

http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/neyagawa/main.html

サマーアートフェスティバ
ル2014

2014年8月30 日

大阪の若手アーティストが中心になり、夏休みに子どもたち対象
のアートワークショップを開催。２０組ほどのアーティストが、クラフ
ト制作を中心にしたブースを展開します。夏休みの終わりの一日、
子どもたちがたっぷりアートを楽しめます。パントマイムなどのパ
フォーマーやダンボール工作のコーナーも開催予定。

ルミエールホール
（06-6908-5300）

門真市
(門真市民文化会館ルミ
エールホール)

http://npotoybox.jp/lumi/ HPは、6月頃公開予定

織姫の里天の川星まつり
2014年7月26日・27
日
2014年8月2日・3日

市内の七夕まつりが連携して商業・各種イベントの実施により交
野独自の七夕を盛り上げている。

織姫の里天の川星まつり実行委員会
（072-891-9955）

交野市

河
内
地
域
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泉
州
地
域 堺国際ツーデーマーチ 2014年6月7日・8日

全国から4,000人を超すウオーカーが参加し、大仙公園催し広場
をスタート・ゴール地点として、3キロメートル～40キロメートルの2
日間10コースで行われます。
3キロメートルコースでは堺ブレイザーズの選手と一緒に歩く企画
などを催し、6キロメートルコースでは百舌鳥古墳群を観光ボラン
ティアの解説付きで巡るコースを設定いたしております。中央会場
ではバンド演奏やダンスなどで完歩者を歓迎し、堺の名産品の物
販などもあり、様々な催しとともに堺を満喫いただけるイベント。

（社）日本ウオーキング協会
堺市
（大仙公園スタート・ゴー
ル）

http://www.walking.or.jp/

堺大魚夜市 2014年7月31日

鎌倉時代から続く夏の風物詩。住吉大社の夏越えの神事に合わ
せ、各地の漁民が堺の浜に集まり、豊漁と安全を祈願したのが起
源といわれ、鎌倉時代には庶民に向けてもセリ市を行うようになり
ました。
その７００年の歴史を受けつぎ、毎年７月３１日に大浜公園で開
催。クライマックスには地元企業、団体が参加し、魚セリを行いま
す。

堺大魚夜市実行委員会
堺市
（大浜公園）

http://yoich.com/

泉大津市民納涼民踊大会 2014年7月
市指定無形文化財のあびこ踊りや大津おどり、江州音頭などが
披露されます。また、子ども会や婦人協議会等による模擬店も開
かれます。

泉大津市民納涼民踊大会実行委員会
(0725-33-1131/泉大津市 生涯学習課)

泉大津市
(東雲公園)

http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/ 

泉大津ひまわり大作戦 2014年8月10日
ひまわりをたくさん育て咲かせると同時に、いろいろなイベントを
開催し、その広場に住民の方々が集まって交流を深めることで、
地域の活性化に寄与しています。

泉大津青年会議所内 ひまわり大作戦実行
委員会
(0725-21-1090)

泉大津市
(泉大津郵便局裏ひまわり
広場)

http://himawari0725.ehoh.net/     

泉大津フェニックスコン
サート

2014年8月30日・31
日
2014年9月6日・7日

フェニックス事業の一部竣功により誕生した「夕凪町」の知名度向
上と、にぎわいづくりの契機となるよう、「泉大津フェニックスにぎ
わいづくり委員会」の誘致により、10年連続で野外コンサートが開
催されます。また、アーティストについても、有名なグループを迎え
る予定です。

◆8月30日、8月31日（予定）
 ㈱グリーンズコーポレーション
RUSH BALL（06-6882-1224）
◆9月6日、9月7日（予定）
 清水温泉

泉大津市
(夕凪町)

http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/

いずみワールド・フェスティ
バル

2014年6月8日

和泉市役所正面玄関前の特設ステージで、市内及び近隣市在住
の外国人市民等による歌や踊りなどのパフォーマンスが行われ、
また模擬店で各国の料理販売並びに物品の販売・展示が行われ
る。

いずみワールド・フェスティバル実行委員会
和泉市
(和泉市役所正面玄関前)

http://blog.goo.ne.jp/iwf

いずみの国グルメグランプ
リ in 和泉2014

2014年8月23日
和泉市の歴史と自然で育まれた産品を広くPRするとともに、全国
に向けて発信できるご当地グルメを発掘する。

いずみの国和泉グルメグランプリ実行委員
会

和泉市
（桃山学院大学）

高石シーサイドフェスティ
バル

2014年6月15日（予
定）

高石商工会議所主催の「堺・泉北港ドラゴンボート大会」と同日開
催。ドラゴンボートの観戦を楽しんで頂きながら、各種出店やス
テージイベント、ストリートパフォーマンス、夜には花火の打ち上げ
を行う。

高石シーサイドフェスティバル実行委員会
（072-265-1001／事務局：高石市 地域活力
創出課内）

高石市
（浜寺公園）

http://www.city.takaishi.lg.jp/

堺泉北港ドラゴンボート大
会

2014年6月15日（予
定）

ドラゴンボートとは、太鼓・舵取りがそれぞれ１人ずつと、20人の漕
ぎ手で1チームを構成して行うボートレース。水上で熱い戦いが繰
り広げられる。

高石商工会議所 総務課（072-264-1888）
高石市
（浜寺水路）

http://www.jdba-dragonboat.com/

羽衣七夕まつり（高石楽市
楽座）

2014年8月
羽衣駅前東側・西側道路の南北道路を歩行者天国にし、バザー
ルゾーン、フリーマーケットゾーン、イベントゾーン等を設けた市民
手作りの活性化イベントです。

羽衣七夕まつり実行委員会
（072－265-1001／高石市 都市計画課）

高石市
（羽衣駅東西周辺）

18

http://www.walking.or.jp/
http://yoich.com/
http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/
http://himawari0725.ehoh.net/
http://www.city.izumiotsu.osaka.jp/
http://blog.goo.ne.jp/iwf
http://www.city.takaishi.lg.jp/
http://www.jdba-dragonboat.com/


地域 名 称 開催予定時期 概 要 主 催(連絡先) エリア（実施場所） 関連ホームページ 備 考 ◇有料イベント

墓店 2014年8月13日

毎年8月13日に実施される規模の大きな夜店です。
真昼の厳しい日差しを避けた夕刻からのお盆の墓参りに合わせ、
墓地までの沿道に夜店が並んだことから、「墓店」と呼ばれてきま
した。忠岡小学校から忠岡墓地までの500mの沿道両側に所狭し
と店が並び、昼間とは違った風情を楽しめます。

忠岡町
（南海本線「忠岡駅」下車、
西へ300m）

伊勢太神楽 総まわし 2014年7月27日
伊勢大神楽は、江戸時代から諸国に神礼を配り、各戸のお祓いを
行いながら獅子舞と放下（曲芸）を披露。
※ 7月最終日曜日

岸城神社
（072-422-0686）

岸和田市
（岸城神社）

岸和田港まつり花火大会 2014年7月下旬頃
岸和田港振興協会事務局（072-423-9618
／岸和田市 産業政策課内）

岸和田市

土生（はぶ）の鼓踊り 2014年8月中旬頃
雨乞い踊りの形態を留めている盆踊り。民俗学的にも貴重で、市
の無形文化財に指定。

土生神社 岸和田市 http://www.habujinja.net/

葛城踊り
2014年8月中旬（予
定）

雨乞い踊りが始まりと言われる。華やかな衣装をまとった小学生
男子が、跳ねるように踊りながら太鼓を打ち鳴らす。府の無形民
俗文化財。

岸和田市
（弥勒寺境内（塔原町））

二色の浜 海水浴場
2014年7月上旬～8
月31日

白い砂と青い海、松林の緑のコントラストが美しい二色の浜公園。
大阪府下で最大の来場者数を誇る海水浴場は、多くの海水浴客
で賑わう。色鮮やかな松林を背景に、近木川河口から南へのびる
白砂のビーチが約1キロメートル続く。帆船マストのモニュメントが
公園のシンボルともなっているレストハウスにはレストランや休憩
所があるほか、児童遊戯場には大型のジャングルジムなどダイナ
ミックな遊戯施設もある。

二色の浜観光協会
（072-432-3022）
※シーズン中のみ

貝塚市
（二色の浜）

http://www.nishikinohama.osaka.jp/

貝塚宮・太鼓台祭り
2014年7月19日・20
日
（予定）

約270年の歴史を誇る感田神社の夏祭り。2人の叩き手を乗せた
壮麗な7台の太鼓台が、威勢のよい掛け声とともに町内を練り歩
く。緻密な彫り物や装飾が見事。

感田神社祭礼運営委員会
(072-433-7192/貝塚市 商工観光課内・貝
塚市観光協会)

貝塚市
（感田神社周辺）

http://www.city.kaizuka.lg.jp/kanko/matsuri/taikodai_maturi.html

貝塚市指定無形民族文化
財「貝塚三夜音頭」

2014年8月中旬
三夜音頭は、戦前までは貝塚寺内地域をはじめ、泉州地域海岸
部各地に広く分布していた盆踊り。

貝塚市
（感田神社）

大阪府指定無形民俗文化
財「貝塚の東盆踊り」

2014年8月中旬
輪踊り。テンポがゆるやかで、そのしぐさは優雅な印象を与え、手
ぶりのしぐさから「念仏おどり」の一種とも言われている。

貝塚市
（円光寺）

サマーフェスタ2014
2014年8月下旬～9
月上旬

地域資源の有効活用、活性化、観光化の一環としてイベントを開
催。

社団法人 貝塚青年会議所
（072-439-0118）

貝塚市

ゆ祭り
2014年7月19日
※雨天の場合は、7
月20日に順延

日根神社にて神事と五社音頭で樫井川の水源の安全と夏の災厄
除けを祈願する祭りです。五社音頭では和泉の国の知られた地
名が唄われています。

日根神社
（072-467-1162）

泉佐野市
（日根神社／泉佐野市日根
野631-1）

http://www.kankou-izumisano.jp/matsuri/summer/yumatsuri.html

春日神社夏祭り
2014年7月20日・21
日

漁業の安全と大漁を願って行われる太鼓台の祭りです。太鼓台
の上に大きなふとんの形態の飾りものを乗せているためふとん太
鼓とも呼ばれます。

新町・春日町・野出町
泉佐野市
春日神社周辺

http://www.kankou-izumisano.jp/nenkan_event.html

泉佐野郷土芸能の集い
2014年8月30日
※雨天等は翌日に
順延

佐野くどき、五社音頭、さんや踊り、泉州長持唄など、郷土に古く
から伝わる伝統芸能を一堂に会し、次々に披露していきます。ま
た、オープニングでは、実行委員会の各種団体による、吹奏楽の
演奏、バトン演技、よさこい演舞などがあります。

泉佐野郷土芸能の集い実行委員会
（072-469-3131）

泉佐野市
（りんくう中央公園グラウン
ド）

http://www.kankou-izumisano.jp/matsuri/summer/kyoudogeinou.html

泉
州
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りんくう南浜海水浴場
(タルイサザンビーチ）

2014年7月初旬～8
月下旬

関西国際空港が見える海水浴場として、毎年海水浴シーズンに
は大変賑わいます。椰子の木が植樹され、南国ムードに漂う海水
浴場です。

りんくう南浜水浴場管理組合
※期間外問合せ：泉南市 産業観光課
(072-483-8191）

泉南市
(りんくう南浜海水浴場)
※南海電鉄南海線樽井駅下車10
分、阪神高速湾岸線泉佐野南出
口から約7分

http://www.pitpat.com/tarui/

りんくう南浜海水浴場駐車
場(1,200台)：普通車1,200
円

箱作海水浴場
(ぴちぴちビーチ）

2014年7月1日～8月
31日

「ぴちぴちビーチ」の愛称で親しまれ、豊かな緑と白い砂浜に囲ま
れた美しい海水浴場で、７月上旬から８月下旬までの海水浴シー
ズンにはファミリーなどで賑わいます。

箱作海水浴場管理組合
(072-476-3319)
※期間外問合せ：阪南市 商工労働観光課
(072-471-5678)

阪南市
(箱作海水浴場)
※南海電鉄南海線箱作駅下車15
分、阪神高速湾岸線泉佐野南出
口   から国道26号線経由で約30
分

http://www.city.hannan.lg.jp/kankou/kankospot/asobu/1333611884210.html
◇箱作海水浴場駐車場
(1,000台)：普通車1,200円

第13回全日本ビーチバ
レージュニア男子選手権

2014年8月8日～11
日

箱作海水浴場内のビーチに設けられた特設ビーチバレーコートで
は、高校生の全国大会となる、スポーツ拠点づくり推進事業承認
大会「全日本ビーチバレージュニア男子選手権」が８月に開催さ
れ、毎年熱戦が繰り広げられます。

第12回全日本ビーチバレージュニア男子選
手権実行委員会
(072-471-5678/阪南市 商工労働観光課)

阪南市
(箱作海水浴場)
※南海電鉄南海線箱作駅下車約
15分、阪神高速湾岸線泉佐野南
出口から国道26号線経由で約30
分

http://www.city.hannan.lg.jp/

観戦無料
◇箱作海水浴場駐車場
(1,000台)：普通車1,200円

尾崎の盆踊り（おざきくど
き）

2014年8月下旬 古くから伝承された盆踊り。阪南市指定無形民俗文化財。
阪南市
（尾崎）

貝掛の盆踊り（貝掛音頭） 2014年8月中旬
貝掛音頭は、古くから伝承されてきた盆踊り。小唄形式で笛と太
鼓による長い間奏が入るところに特徴がある。阪南市指定無形民
俗文化財。

阪南市
（貝掛）

箱作の盆踊り（貝掛音頭） 2014年8月中旬
古くから伝承されてきた盆踊り。小唄形式の異なる曲を音頭取り
が適宜入れるところに特徴あり。阪南市指定無形民俗文化財。

阪南市
（箱作）

阪南ふれあい盆踊り 2014年8月下旬
将来を担う子どもたちに、日本の夏の風物詩を体験し伝えることを
目的として、新しい盆踊りを立ち上げ。

阪南市

七夕 in 煉瓦館 2014年7月5日 夏の夜空のもと、実施される恒例の七夕イベント
熊取町 にぎわい創造課
（072-452-6085）

熊取町

長池オアシス ハスまつり 2014年7月中旬
ハスの花がきれいに咲くハスまつり期間（約1週間）のうち、日曜
日にはイベントが開催され、ハスの実を使ったスイーツやぜんざ
い、お茶、お酒などがふるまわれます。

長池オアシス管理会 熊取町 http://www.eonet.ne.jp/~nagaikeoasis/

熊取の盆踊り 2014年8月中旬 熊取町内各所

ときめき・地引網・体験と潮
干狩り

2014年4月19日～6
月1日

海の幸を自分の手でとってみる。とった魚介を触ってみる。新鮮な
魚をその場ですぐに食べてみる。ビーチにみんなの力をあわせて
地引網の体験をする。運がよければ大物の魚をゲットできるか
も。隣では「潮干狩り」を実施しています。

淡輪海水浴場管理組合
岬町
(淡輪ときめきビーチ)

http://www16.ocn.ne.jp/~tannowa/shiohigari_top.html

◇地引網：30名以上で8万
円
◇潮干狩り

ときめきビーチ海水浴場
2014年7月1日～8月
31日

7月から8月末まで楽しめる水のきれいな海水浴場です。「チア
リーダーショー」や「タコのつかみ取り」などのイベントも開催予定
です。

淡輪海水浴場管理組合
岬町
(淡輪ときめきビーチ)

http://www16.ocn.ne.jp/~tannowa/kaisuiyoku_top.html

全日本ビーチバレー女子
選手権大会

2014年8月21日～24
日

平成26年で第25回目を迎える「全日本ビーチバレー女子選手権
大会」は推薦チームと各都道府県代表の国内トップレベルの選手
60チームでおこなわれる国内最高峰の大会です。

大阪府ビーチバレー連盟
岬町
(淡輪せんなん里海公園・
潮騒ビバレー)

http://www.town.misaki.osaka.jp/osaka-marine/beachvalley.html
◇指定席5,000円、一般席
1,000円
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大
阪
市
内 大阪マラソン2014 2014年10月26日

＜定員＞30,000人
＜スタート＞大阪城公園前 ＜ゴール＞インテックス大阪
＜主な通過点＞ 御堂筋・道頓堀・中之島・大阪市中央公会堂、
京セラドーム大阪・なんば駅・通天閣周辺、南港周辺など
募集期間：2014年4月3日午前10時～5月8日午後5時（インターネッ
ト）
2014年4月3～18日（当日消印有効）

大阪マラソンエントリーセンター
（06-6445-3978）

大阪市内 http://www.osaka-marathon.com

◇個人：国内10,000円、国
外12,000円
◇ペア：28,000円（１ペア）
◇グループ：98,000円（1組3
～7名まで）
※いずれも、別途チャリティ
募金が必要

大阪中之島ごはん映画祭
2014年10月下旬～
11月上旬（予定）

『人』と『食』のつながりを描いた『おいしい』映画を一堂に集め、単
に映画を観るだけでなく、映画にちなんだ食を体験し、人と語らい、
五感で楽しむイベント

大阪中之島ごはん映画祭実行委員会
（06-6341-3525）

大阪市内中之島を中心に
開催

http://osaka-nakanoshimagohan.com/

四天王寺ワッソ 2014年11月初旬
古代、東アジアと大阪との国際交流の歴史を雅やかに再現し、現
在に相応しい交流の促進や青少年の育成に寄与する大阪市民の
祭り。

NPO法人大阪ワッソ文化交流協会
大阪市内
（難波宮跡）

http://wasso.net/

キャンドルナイトin城北川 2014年10月頃（未定）
城北川遊歩道沿いにキャンドルを並べ、周辺を散策していただき、
いつもの城北川と違った雰囲気を楽しんでいただく。

城東区役所
城東区
（城北川遊歩道周辺）

城北川オータムフェスタ 2014年11月頃（未定）
ドラゴンボートの漕船体験地域の団体からの模擬店などを開催
し、川への親しみ深める。

城東区役所
城東区
（城北川遊歩道周辺）

城東区SARUGAKU祭 2014年11月頃（未定）
区民文化祭として、城東区内のダンスや演奏などを行っている個
人や団体が日頃の成果を披露しする。

城東区役所
城東区
（区内グラウンドほか）

北
摂
地
域 すいたオータムフェスタ

2014年10月18日・19
日

神崎川畔を会場にクルージングを実施する「神崎川クルーズ」、各
国の舞踊や民族楽器のパフォーマンス、民族料理のブースが出
展する「すいたアジアンフェア」、ＪＲ吹田北口メロード前の屋外ス
テージをメインに開催される「吹田ジャズ・ゴスペルライブ」、勤労
者会館での「落研寄席」や浜屋敷での「伝統工芸・手づくり市」がそ
れぞれの会場で開催される予定です。
これらのイベントを「すいたオータムフェスタ」と総称しています。

各実行委員会
（06-6384-1356／吹田市 地域経済振興室
商業担当）

吹田市
（ＪＲ「吹田駅」周辺）

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/012917/_51013/_51015.html

千里ニュータウン商業祭 2014年9月下旬
吹田市の友好交流都市の物産品販売や移動動物園、フリーマー
ケット、ステージイベント等。

吹田市商業団体連合会
（06-6330-8001）

吹田市
（千里南公園円形広場 阪
急千里線「南千里駅」）

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/012917/_51013/_51014.html

ルア・フェリス2014～千里
山平和カーニバル～

2014年10月中旬
ステージパフォーマンスや飲食ブース、手づくり市、フリーマーケッ
ト等

千里山元気！プロジェクト
吹田市
（千里寺、千里山第一噴水
阪急千里線「千里山駅」）

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/012917/_51013/_51016.html

吹田の街で食べ歩き・飲み
歩き第3回吹田バル

2014年11月（予定）
吹田バル実行委員会
（06-7500-9384／NPO法人JR吹田駅周辺ま
ちづくり協議会内）

吹田市
（JR「吹田駅」周辺）

http://suitabar.com/

食の文化祭-高槻ジャズと
グルメフェア2014-

2014年10月11日・12
日

食の文化祭実行委員会
（072-671-4100）

高槻市
（高槻城跡公園及び高槻市
民グラウンド）

http://www.food-festival.jp/
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高槻市農林業祭 2014年11月9日 高槻市 農林課（072-674-7402）
高槻市
（高槻城跡公園野球場）

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi_kanko/kanko/database/bunka/1327464465666.html

第15回高槻アート博覧会
2014年11月1日～30
日

2001年にスタートし今年で１5回目を数える秋のアートイベント。期
間中にはコアイベント日を設け、著名なアーティストや若手クリエー
ターによるワークショップ、ライブペイント等の様々なアートプロジェ
クトを中心市街地で展開する。また、「街がまるごとミュージア
ム！」をテーマとして、子ども達が制作した総計約1,000点の作品
や巨大絵画をＪＲ高槻駅から阪急高槻市駅周辺の計20か所以上
（商店街、百貨店、金融機関、大学など）に展示し、まちの賑わい
づくりを目指す。

高槻アート博覧会実行委員会
(072-674-7411)

高槻市
(中心市街地：高槻センター
街商店街など約20会場）

https://ja-jp.facebook.com/takatsuki.art.exhibition

 第53回高槻市美術展覧
会

2014年9月17日～21
日

高槻市 文化スポーツ振興課
（072-674-7414）

高槻市
（高槻現代劇場）

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/bunkasp/gyomuannai/bunkagyomuannai/bijutsuetsuran/index.html

平成26年度高槻市文化祭
2014年10月11日～
11月9日

高槻市 文化スポーツ振興課
（072-674-7414）

高槻市
（高槻現代劇場・高槻市立
生涯学習センターほか）

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/bunkasp/gyomuannai/bunkagyomuannai/bunkasai/index.html

大岩いも掘り園
2014年9月13日～11
月3日(予定）

22,000株もの美味しいさつまいもを育てています。ご家族で手軽に
いも掘りをお楽しみ下さい！（手ぶらでもできます）

茨木市観光協会
（072-645-2020）

茨木市大岩82 http://www.ibaraki-kankou.or.jp/

茨木麦音フェストVol.3
2014年9月20日・21
日

全国各地のクラフトビールが集結し、プロ・ロック・アーティストによ
るライブや地元茨木自慢のグルメとともに堪能できる大人のイベン
ト。

茨木麦音フェスト実行委員会
（072-621-0872）

茨木市
（中央公園南グラウンド）

http://ibaraki-bakuon-fest.com/ 無料

見山の郷 収穫祭
2014年10月4日（予
定）

里山の朝採り野菜でお馴染みの「見山の郷」の収穫祭。ビンゴの
他いろいろな楽しみもいっぱい。午前10時～

見山の郷（072-649-3328）
茨木市
（見山の郷／茨木市大字長
谷1131番地）

http://miyamanosato.org/

「大岩祭り」大岩太鼓巡行 2014年10月12日
夕方からイルミネーションのようにきれいに飾られたトラックに太鼓
を載せて地域を廻ります。夜の灯りと太鼓の音には感動が！

大岩太鼓保存会
（072-649-2086／峯 義昭会長（自宅））

茨木市
大岩自治会館から出発

「福井秋祭り」（布団太鼓巡
行）

2014年10月12日
みこしの中で子どもがたたく布団太鼓。地域を廻る様子は迫力満
点、一見の価値あり。

福井太鼓保存会
（072-643-7323／河端 茂会長（自宅））

茨木市
（新屋坐天照御魂（にいや
にますあまてるみたま）神
社から出発／西福井3丁目
36-1）

黒井の清水大茶会
2014年10月18日・19
日

豊臣秀吉が茨木城（現在の茨木神社）内に湧く黒井の清水でたて
た茶をたいそう気に入り、大坂城まで水を運ばせたと言われてい
ることから、境内で野点をし、一番茶を本殿に奉納する「奉茶式」を
行った後、抹茶と主菓子をいただく行事。他に茨木物産振興協会
による物産展なども開催。

茨木市観光協会
（072-645-2020）

茨木市内
（茨木神社内）

http://www.ibaraki-kankou.or.jp/index.html 無料

大阪府中央卸売市場「市
場開放デー」

2014年11月9日午前
中（予定）

年に一度の感謝祭。野菜・果物・魚の販売、加工食品の試食・販
売、食育コーナー等

大阪府中央卸売市場協会
（072-636-3698）

茨木市
（大阪府中央卸売市場内／
茨木市宮島1-1-1）

http://osakafu-ichiba.jp/
入場無料
開催日は約2か月前に決定

茨木市農業祭
2014年11月16日・17
日

新鮮野菜・花などの販売、アトラクションなど
茨木市 農林課
（072-620-1622）

茨木市
（茨木市役所中央公園
南・北グラウンド）

北
摂
地
域
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阿爲神社 新嘗（にいな
め）祭（蹴鞠観賞）

2014年11月23日
午前11時～正午 奉納蹴鞠
午後1時30分～3時 一般観賞（一般参加可）

阿爲（あい）神社
（072-643-7778）

茨木市
（阿爲神社／茨木市安威3
丁目17-12）

蹴鞠（けまり）の会 2014年11月23日
藤原鎌足ゆかりの阿爲神社において時代絵巻さながらの華麗な
蹴鞠の会が行なわれます。 午前11時～奉納蹴鞠 午後1時30分
～蹴鞠の会

阿爲神社
（072-643-7778）

茨木市
（阿爲神社／茨木市安威3-
17-17)

阪急バス桑原橋行き 安威
下車歩10分
無料
無料臨時駐車場あり

生涯学習フェスティバル 2014年9月20日

ペットボトル6,000本を加工し、ろうそくを入れて、河川敷、公園、遊
歩道に並べる「ろうそくファンタジー」、河川敷で薪を燃やしながら
行う「薪コンサート」、牛乳パックを利用した灯篭400個を大正川に
流す「灯篭流し」、昔農業で利用していた井路舟で大正川をクルー
ズする「井路舟クルーズ」、河川敷にスペースを設けて光のアート
作品のコンクールを行う「ペットボトルアートコンクール」、イベントと
して定番の「屋台村」、いずれも～笑顔がいっぱい 好きやねん摂
津～をテーマに、にぎわいます。

摂津市教育委員会 生涯学習課
(06-6383-1766)

摂津市
（香露園34番地先 大正川
河川敷）

摂津市農業祭 2014年11月8日・9日

・鳥飼ナス漬物即売
・地元野菜の即売
・野菜・果物・花の即売
・京都府京丹後市、三重県志摩市、兵庫県新温泉町、鳥取県智頭
町の物産販売等
・他に模擬店多数有り

摂津市農業祭実行委員会
(06-6383-1362／摂津市 産業振興課)

摂津市
(摂津市役所庁舎前駐車
場)

http://www.city.settsu.osaka.jp/0000003635.html

島本町文化祭 2014年11月上旬
たくさんの模擬店、吹奏楽や和太鼓などの舞台、絵画や生け花の
展示、陶芸の絵付け体験など

島本町文化祭事業実行委員会
（075-962-6316/島本町教育委員会事務局
生涯学習課）

島本町
（島本町ふれあいセンター
ほか）

http://www.shimamotocho.jp/

島本町農林業祭
2014年11月中旬の
日曜日

新鮮な地場産野菜の即売。農産物品評会も併せて開催。
島本町
（島本町役場前駐車場）

http://www.shimamotocho.jp/kanko/event.html

キャンドルナイト・とよなか 2014年10月予定
幻想的なキャンドルの灯りの中で、ハンドベルなどのコンサート、
ステージイベントなど

一般社団法人 豊中青年会議所
（06-6855-5353）

豊中市
（服部緑地）

https://www.toyonakanow.com/

服部緑地10月祭
2014年10月4日～11
月3日

期間中、大小様々なイベントや講習会、展示会が園内の各所で開
催されます。

服部緑地管理事務所

豊中市
(服部緑地 都市緑化植物
園や西中央広場、日本民
家集落博物館など園内各
所）

http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/hattori/main.html

植物園、民博は入園料、入
館料が必要。また、イベント
や講習会によっては有料。

豊中市文化芸術祭 2014年11月8日・9日 豊中市文化芸術連盟による舞台上演や作品展示を行う。
豊中市 文化芸術室
（06-6858-2717）

豊中市
（アクア文化ホール）

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/bunka/

ラ ミュズィク マルシェせ
んり2014

2014年11月8日・9日
「千里を音楽があふれるまちに」
市民が主体となった音楽イベント

ラ ミュズィク マルシェ せんり実行委員会
（070-5266-3904）

豊中市
（せんちゅうパル北広場ほ
か）

http://lmm-senri.com/index.html

豊中市高校生軽音楽フェ
スティバル

2014年11月上旬
豊中市内の高校の軽音楽系クラブが一堂に会し、自慢の演奏を
披露する高校軽音楽の祭典。

豊中市 都市活力創造室
（06-6858-2876）

豊中市
（服部野外音楽堂）

とよなか産業フェア
2014年11月中旬（予
定）

豊中市の産業や事業所の魅力を、多くの市民の皆さんに知っても
らうため市内の事業所が集まり、市民との交流を通りて自社のPR
や情報発信を行なう催し。

豊中市 くらしセンター地域経済課
（06-6858-2187）

豊中市
（千里文化センター「コラ
ボ」）

豊中市農業祭 2014年11月22日 豊中産野菜の即売、もちつき大会、寄せ植え体験など
豊中市 農業委員会事務局
（06-6858-2491）

豊中市
（豊島公園多目的広場）

北
摂
地
域
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豊中まちなかクラシック
2014年11月～12月
頃

豊中市内の教会・寺院・センチュリーオーケストラハウスや歴史的
建造物などで様々な編成のアンサンブルをお届け。

豊中市 都市活力創造室
（06-6858-2863）

豊中市
（教会・寺院・歴史的建造物
など13公演を10あまりの会
場で展開）

第6回社会人落語日本一
決定戦

2014年秋 全国の社会人落語家が集まり、日本一を決定する。
社会人落語日本一決定戦実行委員会、池
田市
(072-753-4443)

池田市 www.kamigatadairakugosai.com

ラーメンフェスタ 2014年11月上旬
北摂地域のラーメン屋が池田駅前てるてる広場に出店。ラーメン
の食べ比べが出来る。

いけだ３C株式会社
(072-751-5591)

池田市
(池田市てるてる広場)

http://www.i3c.jp/ev-ramen.html

2014秋季展
新館開館5周年記念
観月 ─月愛づる日本人
の心─（仮称）

2014年10月11日～
11月24日
（45日間）

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（逸翁美術館）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：一般1,000円(小
林一三記念館・池田文庫と
の３館共通券)、シニア(65
歳以上)の方700円、大・高
生600円、中・小生以下無
料

第13回特集展示
宝塚歌劇100周年記念
旅するTAKARAZUKA ─
小林一三の海外進出計画
（仮称）

2014年10月11日～
12月7日、
2015年1月10日～3
月29日
（137日間）

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（小林一三記念館）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：300円、中学生
以下無料
※逸翁美術館・小林一三記
念館共通入館券：一般
1,000円、高・大生600円、シ
ニア700円、中学生以下無
料

第86回展示
宝塚歌劇100周年記念
旅するTAKARAZUKA （地
方公演・世界公演）（仮称）

2014年10月11日～
12月7日
（58日間）

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（池田文庫）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：200円、中学生
以下無料
※逸翁美術館・小林一三記
念館共通入館券：一般
1,000円、高・大生600円、シ
ニア700円、中学生以下無
料

2015早春展
神さま仏さま ─祈りの宗
教美術（仮称）

2014年11月7日～
2015年3月8日
（51日間）

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（逸翁美術館）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：一般1,000円(小
林一三記念館・池田文庫と
の３館共通券)、シニア(65
歳以上)の方700円、大・高
生600円、中・小生以下無
料

明治の森箕面国定公園も
みじまつり

2014年11月1日～30
日

関連イベントとして、ハイキング等の実施
箕面市観光協会
(072-723-1885／箕面 交通・観光案内所)

箕面市 http://kankou.minoh.net

聖天宮西江寺秋季大祭
「天狗まつり」

2014年10月15日・16
日

西江寺
（072-721-3190）

箕面市
（箕面山聖天西江寺）

http://www.nanokaichi.com/saikouji/tengumatsuri/tengumatsuri.html

箕面市農業祭 2014年11月29日
即売会、手作り体験クラフト教室、地産地消PRなどのイベント、ほ
か

箕面市 農業振興担当
（072-724-6728）

箕面市
（芦原公園・メイプルホール
ロビー）

http://www.city.minoh.lg.jp/nousei/nougyousai.html

箕面富 2014年10月10日
古来より、身体健勝・商売繁盛に強いご利益があると世に知られ
た「箕面富」が、古式に則り復活。
毎年10月10日行われます。

箕面FMまちそだて株式会社
（072-724-5151）

箕面市
（瀧安寺）

http://www.nanokaichi.com/ryuanji/tomikuji/tomikuji.html

北
摂
地
域

24

http://www.kamigatadairakugosai.com
http://www.i3c.jp/ev-ramen.html
http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html
http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html
http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html
http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html
http://kankou.minoh.net
http://www.nanokaichi.com/saikouji/tengumatsuri/tengumatsuri.html
http://www.city.minoh.lg.jp/nousei/nougyousai.html
http://www.nanokaichi.com/ryuanji/tomikuji/tomikuji.html


地域 名 称 開催予定時期 概 要 主 催(連絡先) エリア（実施場所） 関連ホームページ 備 考 ◇有料イベント

蟲供養 2014年10月4日・5日
毎年10月第1土・日曜日には境内の蟲塚に供物を捧げ法要する蟲
供養が行われます。

西江寺
（072-721-3190）

箕面市
（箕面山聖天西江寺）

http://www.nanokaichi.com/saikouji/mushikuyou/mushikuyou.html

とよのまつり 2014年11月（予定）
町を広くPRし、地域間、世代間、住民間の交流を目的に、フリマや
各種団体模擬店、町展のほか、農業祭も同時開催（予定）。

とよのまつり実行委員会
（072-739-3415）

豊能町
（ふれあい広場、吉川中学
校、保健センター周辺）

フリマは事前申込制

浄瑠璃の里「能勢浄瑠璃
公演」

2014年9月中旬（予
定）

地域の文化財の活性と共存の見地として浄瑠璃公演を開催。
淨るりシアター
（072-734-3241）

能勢町
（地黄城址）

http://www.ｊyoruri.jp

混雑が予想されますので、
1人でも多くの方にご覧いた
だけますようご協力くださ
い。
入場無料

おおさかのてっぺんフェス
ティバル

2013年10月5日（予
定）

大阪ミュージアム登録物である能勢栗、池田炭（能勢炭）など地域
資源を活かし能勢町の資源・魅力を発信する。
開催予定施設：淨るりシアター［大阪ミュージアムベストセレクショ
ン］

おおさかのてっぺんフェスティバル実行委員
会
(072-734-3241)

能勢町
(淨るりシアター)

http://www.town.nose.osaka.jp/ 一部アトラクション有料

河
内
地
域

寺内町四季物語「秋」後の
雛まつり

2014年10月中旬
8月の｢寺内町燈路｣、10月の｢後の雛まつり｣、1月の｢寺内町かい
わい新春初鍋めぐり｣、そして3月の｢じないまち雛めぐり｣を開催し
四季を通して富田林の寺内町をアピールしていく。

じないまち四季物語実行委員会
富田林市
(寺内町およびその周辺)

富田林市農業祭 2014年11月23日
富田林産の新鮮な採れたて野菜、果物、花き等の即売などを開
催。

JA大阪南大伴営農経済センター
（0721-25-9311）

富田林市
（石川河川敷川西グラウン
ド）

秋の収穫祭 2014年10月4日・5日
サバーファームの畑で育った野菜の収穫体験のほか、各種イベン
トを開催。

富田林市農業公園サバーファーム
（0721-35-3500）

富田林市
（農業公園サバーファーム）

http://www.savor-farm.or.jp/

秋祭り（だんじり祭り）
2014年10月11日・12
日、18日・19日

秋の収穫を祝うまつり。
(10月第2土・日曜日、第3土・日曜日)

市内各町会
富田林市
(第2土日：川西地区
第3土日：富田林地区)

ぐるっとまちじゅう博物館
2014

2014年11月(予定)

2003年から実施している「ぐるっとまちじゅう博物館」は、平成26年
度に12回目を迎えます。当該事業は、市内にある豊富な文化遺産
を活用し、これを現地で所有者や地域の人々とともに公開すること
により、地域の伝統・文化保全について啓発し、住民の郷土愛を
育みます。

河内長野市教育委員会 ふるさと文化課
(0721-53-1111)

河内長野市 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/static/kakuka/kyousha/history-hp/index.htm

参加費無料
※イベントへの参加施設に
よっては有料の場合あり
（予定）

第8回高野街道まつり 2014年10月26日
河内長野市を南北に縦断する高野街道の魅力発信を行うための
観光まちづくりイベント

高野街道まつり実行委員会
（0721-53-1111）

河内長野市
（「河内長野駅」周辺、高野
街道、三日市町駅周辺）

http://www.kankou-kawachinagano.jp/

河内長野市産業祭
ふれあい楽市きらく市

2014年11月
河内長野市の農業・林業・商工・観光の魅力を内外に伝えるため、
各種団体がそれぞれの特産品の販売やPRを行なうイベント。

河内長野市産業振興会
（0721-53-9900）

河内長野市
（大阪府立花の文化園・市
立宮ノ下駐車場）

奥河内SEA TO SUMMIT
2014年9月27日・28
日

自然環境をテーマにしたシンポジウムと、カヤック・自転車・登山の
３種のアクティビティを行う環境スポーツイベント「SEA TO
SUMMIT」を、都市部から電車で30分の距離にありながら、自然豊
かな奥河内で開催。

奥河内SEA TO SUMMIT実行委員会 河内長野市 http://www.montbell.jp/generalpage/index.php?general_id=232
アクティビティへの参加は
有料

河
内
地
域
第5回まつばらマルシェ 2014年11月8日・9日

農商工及び産学官連携のもと、「食」を基本テーマとして、市内企
業や事業者が松原の食品や農畜産物を紹介し、松原ブランドを内
外に発信する場や、異業種間のビジネスマッチングを実現する機
会として、また、市民にとっては地産地消を身近に感じ取ってもらう
場として地産地消フェア「まつばらマルシェ」を開催し、地産地消、
地域ブランドの創生等を推進するもの。

松原市 産業振興課
（072-337-3112）

松原市 http://www.matsubara-cci.or.jp/event/marche2013/

北
摂
地
域
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誉田八幡宮秋祭り「お渡
り」の儀式

未定 神輿が応神陵に渡御する「お渡り」の儀式が行われる。 誉田八幡宮
羽曳野市
（誉田八幡宮）

http://www.habikino-kk.net/contents/20090130212702c.html

白鳥神社秋まつり
2014年10月11日・12
日

古市の氏神白鳥（しらとり）神社。10月の秋祭りには、6地区の地車
が軽里の地車とともに町を練り歩く。

各町会
羽曳野市
（白鳥神社）

http://www.habikino-kk.net/contents/20090130214300c.html

竹内街道“はびきの”の夕
べ

2014年10月上旬
日本最古の官道「竹内街道」の風情あるたたずまいを灯ろうで彩る
イベント。

羽曳野市 政策推進課
（072-958-1111）

羽曳野市

新酒ワイン祭 2014年10月19日 模擬店、ワインの講習会、工場見学ツアーなど
株式会社河内ワイン
（072-956-0181）

羽曳野市
（株式会社河内ワイン）

http://www.kawachi-wine.co.jp/index.html

大阪菊花会菊花大会
2014年10月20日～
11月14日

日本を代表する花「菊」づくりの愛好家で組織する大阪菊花会と協
力し、会員が栽培した菊花の出品により府内市町村から多くの来
場者が鑑賞に来られてる。

羽曳野市・大阪菊花会
(072-958-1111/羽曳野市 みどり公園課）

羽曳野市
（羽曳野市立陵南の森、
総合センター）

しゅらまつり（藤井寺市民
まつり）

2014年9月

藤井寺市民を中心に運営されるイベント。メインステージでのイベ
ントのほか、企業や団体の各種PRコーナー、物産市・縁日・フリー
マーケットなども開催される。またサブステージにおいてもライブや
ダンスなどのパフォーマンスが行われ、毎年多くの人で賑わいま
す。

市民まつり振興会
（072-952-6320）

藤井寺市
(林1丁目18番4号)
※近鉄南大阪線「土師ノ里駅」より
徒歩約15分

よさこい イン ふじいでら 2014年11月23日
各地の個性豊かなよさこいチームが集結し、華やかなステージ演
舞を披露します。

藤井寺市観光協会
（072-939-1086）

藤井寺市
(パープルホール大ホール）

http://www.fujiidera-kanko.info/

☆デラハロ☆Happy
Halloween in 藤井寺

2014年10月
藤井寺駅周辺を１つの会場としたハロウィンイベント。仮装パレー
ドやダンス・大道芸などのパフォーマンスなどが行われます。子ど
もから大人までが一緒に楽しめるイベントです。

藤井寺駅周辺まちづくり協議会 近鉄「藤井寺駅」周辺 http://www.fujiidera-machikyo.com/

大阪狭山市産業まつり 2014年11月15日

地域内の農・商工業を紹介するとともに、農・商工業の各業種間の
交流を促進し、地産地消の推進と市域内産業の発展のために実
施されるイベントです。
内容：地元農産物の販売、植木市、地場産品・工業製品の展示・
販売、リサイクル品の販売、防犯・防火等の啓発、フリーマーケッ
ト、模擬店、舞台イベント、抽選会

大阪狭山市産業まつり実行委員会
(072-365-3194/大阪狭山市商工会内)

大阪狭山市
(市立総合体育館・野球場)

http://www.city.osakasayama.osaka.jp/

大ヶ塚八朔市 2014年9月6日・7日
「八朔」とは旧暦の8月1日のことで、現在は通年9月の第1土・日曜
日に、秋の豊作の期待を込めて執り行われる。

大ヶ塚八朔市保存会
（0721-93-3761）

河南町
(大ヶ塚)

だんじり祭り

2014年10月18日・19
日
※毎年10月の第3
土・日曜日

豊作を祝う秋の恒例行事。神輿をかつぎ、だんじりを曳きながらね
り歩く景観は町の風物詩になっている。

各地区青年団 等 河南町

26

http://www.habikino-kk.net/contents/20090130212702c.html
http://www.habikino-kk.net/contents/20090130214300c.html
http://www.kawachi-wine.co.jp/index.html
http://www.fujiidera-kanko.info/
http://www.fujiidera-machikyo.com/
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/


地域 名 称 開催予定時期 概 要 主 催(連絡先) エリア（実施場所） 関連ホームページ 備 考 ◇有料イベント

秋の文化祭典 2014年11月2日・3日
河南町文化協会に加盟しているグループが、日頃の活動内容や
成果を発表し、まちの人たちとふれあいを深めることを目的とした
イベント。

河南町文化協会
(0721-93-2500／河南町 教育課)

河南町
(ぷくぷくドーム)

建水分神社秋祭り
2014年10月18日・19
日

五穀豊穣を祝い、神輿と地車（だんじり）が村内を練り歩き、千早
赤阪村だけでなく、近隣の河南町や富田林市からも地車（だんじ
り）が御旅所に集まり、19台が宮入りする。

建水分神社
(0721-72-0534)

千早赤阪村
（建水分神社）

棚田夢灯り＆収穫祭2014 2014年11月8日
農林水産省選定の日本の棚田百選の一つである「下赤阪の棚
田」を約3,000本の灯ろうでライトアップするもので、千早赤阪村と
下赤阪の棚田への注目度を上げてきている。

下赤阪棚田の会
(0721-72-0081/千早赤阪村 地域振興課)

千早赤阪村
(大字森屋下赤阪の棚田一
帯）

http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kanko/446-kanko-04.html 未定

八尾河内音頭まつり
※再掲

2014年9月（予定）

八尾河内音頭まつりは、多くの観客や踊りを楽しむ人たちで賑わう
市内最大のイベント。今年は久宝寺緑地で行います。さらに、久宝
寺寺内町燈路まつりと同日開催。昭和53年に市制施行30周年を
記念した市民イベント「八尾まつり」として始まり、平成6年に河内
音頭一色の「八尾河内音頭まつり」と改称されました。

八尾河内音頭まつり振興会
(072-994-5741)

八尾市
(久宝寺緑地内)

http://www.yaokawachiondo.com/

久宝寺寺内町燈路まつり
※再掲

2013年9月（予定）

・手作りの木製燈篭と燈火用カップによる「光の燈路」の設置
・雅楽の演奏や舞楽などのイベント
・河内音頭
・若者ミュージシャンによるライブ

八尾まちなみセンター
（072-924-6371）

八尾市

ハロウィン
久宝寺緑地に魔女がやっ
てきた！Trick or Treat

2014年10月（予定） ハロウィンには久宝寺緑地に魔女や悪魔がやってきます。
久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地北地区 芝生
広場）

http://www.toshi-kouen.jp

植木市
2014年10月1日～11
月3日

花木、苗木、盆栽等を販売いたします。期間中の土日祝は専門の
先生による植木相談会を行います。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地 第2駐車場）

http://www.toshi-kouen.jp

秋郷祭
2014年10月14日・15
日

五穀豊穣を感謝して、布団太鼓台23台の宮入、地車3基の曳行が
行われる。 例年両日で約10万人の参拝者と、多くの夜店が境内を
埋め尽くす、大阪府最大級の秋祭り。

枚岡神社
(072-981-4177)

東大阪市
(枚岡神社)

http://www.hiraoka-jinja.org/

秋季太鼓台巡行
2014年10月18日・19
日

石切劔箭(つるぎや)神社
(072-982-3621)

東大阪市
(石切劔箭神社)

http://www.ishikiri.or.jp/

秋季大祭
2014年10月21日・22
日

実りの秋の五穀豊穣（ごこくほうじょう）を喜びあい、御神徳（ごしん
とく）に感謝をささげる収穫の祭です。この秋の祭は、それぞれの
氏子地域より太鼓台をかついで町内を練り歩き、石切の町は勇壮
な太鼓の響きに包まれる。

石切劔箭(つるぎや)神社
(072-982-3621)

東大阪市
(石切劔箭神社)

http://www.ishikiri.or.jp/

東大阪・鴻池ジャススト
リート

2014年9月7日、10月
5・19日（予定）

国史跡・重要文化財「鴻池新田会所」をジャズのメイン会場とし、
ジャズを通して地元自治会や商店街との協働で実施されるまちの
魅力発信事業。

鴻池ジャズストリート実行委員会
(072-961-7742）

東大阪市
(ＪＲ「鴻池新田駅」～東大
阪市中鴻池リージョンセン
ター周辺地域)

http://higashiosaka-jazz.jp/

河
内
地
域
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クリーンハイキング 2014年11月（予定）
「おおさか山の日」に合わせて、ゴミを拾いながら、ハイキングを行
う。

枚岡公園管理事務所
（072-981-2516）

東大阪市
（枚岡公園～府民の森（僕
らの広場））

http://www.osaka-park.or.jp/nanbu/hiraoka/main.htm 参加費無料

守口宿ジャズストリート
2014年9月20日・21
日

京阪電鉄守口市駅前周辺を中心に開催されるジャズ音楽のイベ
ント。駅前広場での「街かどコンサート」や周辺店舗での店内ライ
ブなどが行われる。「守口宿」とは江戸時代における京街道の宿
場町の1つであり、京阪電鉄守口市駅周辺の文禄堤には、現在も
当時の面影を残す古い町並みが残っている。

守口宿ジャズストリート実行委員会
守口市
（京阪電車「守口市駅」周辺
及び守居神社）

http://moriguchi-jazz.org/

第13回守口商業まつり 2014年10月25日
守口市商業連盟
（06-6909-3301）

守口市
（京阪電車「守口市駅」前カ
ナディアンスクエア）

第2回ダンスの力選手権 2014年10月25日
ダンスの力選手権実行委員会事務局
（072-844-2310）

守口市
（京阪電車「守口市駅」前カ
ナディアンスクエア）

第28回 守口市民まつり 2014年11月1日・2日 守口市民まつり実行委員会
守口市
（京阪「守口市駅」周辺）

コスモスの里「伝統的な農
村集落」穂谷
枚方の里山・収穫の秋 穂
谷

2014年10月第2日曜
日

毎年、地元農家がコスモスの植え付けを行い、９月下旬から１１月
上旬にかけて、約3ヘクタールの農地に約100万本のコスモスが咲
き誇ります。期間中は、圃場を一般開放しており、一昔前の農村里
山風景やコスモスの景観の鑑賞や花摘みを楽しむことができま
す。

枚方の里山･収穫の秋穂谷実行委員会
(050-7102-3211／枚方市 農政課)

枚方市
（穂谷地区）

http://comm.city.hirakata.osaka.jp/comm/pages/gp/hotaniku/

ふとん太鼓巡行 2014年10月12日

江戸時代（西暦１７００年前後の元禄時代）頃より、町民が地元の
氏神さんに「ふとん太鼓」の巡行を奉納することで宿場町の発展や
安全を祈願し、また、農作物の豊作に対し感謝を込めて宿場内を
盛大に練り歩いたことが由来のお祭りです。

枚方フェスティバル協議会
（050-7102-3203／枚方市 文化観光課）

枚方市
（京阪電車「枚方市駅」周
辺）

http://www.hirakata-festival.com/futon.html

菊花展
2014年10月中旬～
11月初旬

枚方市の花である「菊」の普及PRと緑化推進の啓発を行うイベント
です。

枚方菊づくり普及活動及び菊花展実行委員
会
（072-805-3527）

枚方市
（枚方市役所周辺及び岡東
中央公園）

http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/kouen/kikkaten-hyousyoushiki.html 無料

ひらかた菊フェスティバル
2014年10月29日～
11月19日

市の花「菊」を発信するため、「ひらかた菊花展」「市民菊人形展」
「枚方宿街道菊花祭」「観菊の調べ」を開催しています。

枚方市 文化観光課
（050-7102-3203）

枚方市
（枚方市役所周辺、枚方宿
地区、市民の森ほか）

http://www.city.hirakata.osaka.jp/site/bunkan/kiku-festival.html

枚方市農業まつり 2014年11月中旬
枚方市農業まつりは、地元の新鮮な野菜の直売や地元産のお米
のすくい取り、花の苗無料配布、模擬店などイベントが盛りだくさん
です。

枚方市農業まつり実行委員会
（072-841-6775/北河内農協 枚方中央支
店）

枚方市
(大垣内町 北河内農協枚
方中央支店)

http://www.kitakawachi.jaosk.jp/

枚方宿（歴史街道）イベント
枚方宿ジャズストリート

2014年6月上旬、11
月上旬（未定）

『枚方宿街道菊花祭』のメインイベントとして、枚方宿地区周辺の
公園、店舗内等でジャズライブを実施。（無料）
11月は2日間の開催。6月はプレイベントで1日開催。

ひらかた菊音楽祭実行委員会
（072-807-4467）

枚方市
（枚方宿地区）

http://hirakata-jazz.com/

市民たそがれコンサート 2014年9月（予定）
寝屋川市 文化スポーツ振興課
（072-824-1181）

寝屋川市内 http://www.city.neyagawa.osaka.jp/index/soshiki/bunka/shimintasoregare-concert.html

河
内
地
域
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寝屋川ほのぼのキッズ＆
グランパージャズコンベン
ション2014

2014年10月上旬（予
定）

寝屋川市 ブランド戦略室
（072-724-1181）

寝屋川市
（京阪電車「寝屋川市駅」周
辺）

http://neyagawa-honobono.com/

新天地 in NEYAGAWA 2014年10月中旬
寝屋川市 ブランド戦略室
（072-724-1181）

寝屋川市
（京阪電車「寝屋川市駅」西
側 寝屋川せせらぎ公園）

http://shintenchi.jp.tl/

寝屋川 元気 夢まつり
2014年10月19日（予
定）

寝屋川 元気 夢まつり実行委員会
（072-824-1181／寝屋川市 文化スポーツ振
興課）

寝屋川市
（打上川治水緑地）

ねや川バル
2014年10月25日（予
定）

ねや川バル実行委員会 寝屋川市内

香里園ミュージックアートピ
クニック2014

2014年11月上旬（予
定）

寝屋川市 ブランド戦略室
（072-724-1181）

寝屋川市
（京阪電車「香里園駅」周
辺）

http://kourien-map.com/

第64回寝屋川市民文化祭
2014年11月上旬（予
定）

寝屋川市民文化祭運営委員会
（072-824-1181／寝屋川市 文化スポーツ振
興課）

寝屋川市内

第33回寝屋川市農業まつ
り

2014年11月中旬（予
定）

都市農業の重要性について理解を深め、子どもからお年寄りまで
様々な方が農にふれる機会として地場産野菜の即売などを実施。

寝屋川市 産業振興室
（072-824-1181）

寝屋川市
（打上川治水緑地）

大東市民まつり 2014年9月中旬
活力にあふれたにぎわいのあるまちをめざし、郷土への愛着と相
互の交流を図ることを目的に開催。
野外ステージ、模擬店など。

市民まつり実行委員会
（072-873-7350）

大東市
（末広公園内ほか）

だんじりまつり 2014年10月中旬
毎年秋に豊年を祝いだんじりを曳行する秋まつりは、地域の伝統
行事として大切に引き継がれている。

住道だんじりまつり実行委員会、南大東連
合会、四条ふるさとまつり実行委員会、南郷
まつり実行委員会

大東市

ザ・夕涼み
～今年も野外映画やりま
す～

2014年9月 広い緑のまんなかで夏の夕ぐれに野外映画を開催します。

・NPO法人環境デザイン・エキスパーツ・ネッ
トワーク
・深北緑地パートナーズ
・ザ・夕涼み実行委員会

大東市
（深北緑地）

http://www.fukakitaryokuchi.jp/ 無料（一部有料）

 http://fukakitafes.net/menu1.html

 http://www.fukakitaryokuchi.jp/

第34回農業祭 2014年11月23日
地域農業への理解を深め、「生産者」と「消費者」を繋ぎ、相互の
交流を図ることを趣旨に、地場産野菜の即売や、市内生産農家が
出品した農産物の品評会を実施。

大阪東部農業協同組合農経済課（072-878-
6660）
四條畷市 産業観光課（072-877-2121）

四條畷市

市民の集い 2014年10月26日
市民憲章の推進を通じて市民同士の交流を深めることを目的に、
盆踊りやよさこい、市民団体による模擬店や展示啓発コーナー、
友好都市三重県紀北町の魚釣りコーナーなどを実施。

四條畷市民憲章推進協議会
（072-877-2121／四條畷市 地域協働課）

四條畷市
（市立西中学校、市民総合
体育館駐車場）

入場無料

河
内
地
域

・深北緑地パートナーズ
・ふかきた音楽祭実行委員会

大東市
（深北緑地 芝生広場）

無料（一部有料）ふかきた音楽祭2014 2014年10月

芝生の上の音楽祭。
音楽が好きな人も、アートが好きな人も、自然が好きな人も、お祭
りが好きな人も、大人も子供も、アーティストもスタッフも、みんなが
「つながる」イベントです。
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＜なわて商工フェア＞
なわてふれあい商工まつり

2014年11月9日
商工業者間及び商工業者と市民との交流を通じて市内産業を活
性化させることを目的に、市内商店による1日商店街、フリーマー
ケット、屋台コーナー、市内企業展示会などを実施。

四條畷市商工会
（072-879-1656)

四條畷市
（四條畷市市民総合セン
ター）

入場無料

ふれ愛・にぎわい ラブ
リーフェスタ’14

2014年10月13日
京阪古川橋駅地域を中心とした商店街等がそれぞれのイベントを
実施して、地域の賑わいを創出する。

古川橋南北地域活性化協議会
(06-6900-3935)

門真市
(京阪電車「古川橋駅」周
辺)

ラブリータウン古川橋 イ
ルミネーション

2014年11月下旬～
2015年1月下旬

京阪古川橋駅周辺にイルミネーションを点灯し、地域の賑わいを
創出する。

ラブリータウン古川橋会
(06-6900-3935)

門真市
(京阪電車「古川橋駅」周
辺)

泉
州
地
域

百舌鳥八幡宮月見祭
2014年9月13日・14
日予定

朱色の座布団を5段に重ねたふとん太鼓を担いで練り歩く勇壮華
麗な祭りです。秋には堺市内各地でふとん太鼓の祭りが行われま
すが、特に百舌鳥八幡宮では中秋の名月に行われるため｢月見
祭｣と呼ばれます。

百舌鳥八幡宮
（072-252-1089）

堺市
（百舌鳥八幡宮）

http://www.mozu8.com/

堺まつり
2014年10月18日・19
日

今年で41回目を迎える堺市内最大のイベント。  ふとん太鼓やな
んばん衣装行列、火縄銃隊などが、 大小路筋シンボルロードをパ
レードする「大パレード」、ザビエル公園での「なんばん市」や、大
仙公園及び南宗寺での「利休のふるさと堺大茶会」など、 歴史と
伝統に彩られた都市・堺の魅力をたっぷりと盛り込み、華やかに展
開します。

堺観光コンベンション協会
(072-233-5258)

堺市
（大小路筋、ザビエル公
園、大仙公園、南宗寺）

http://www.sakai-tcb.or.jp/sakaimatsuri/index.php

堺市農業祭 2014年11月23日

市内の農業者によって生産された地場産農畜産物（野菜、ミカンな
ど）の即売を行うとれとれ市のほか、農畜産物品評会や農産物消
費拡大コーナーなど、市内の農業を紹介する催しが行われます。
また、花市や鮮魚市、堺の特産市などの即売会、ステージでは堺
市消防音楽隊の演奏や神楽獅子や音頭・民謡踊りなどが行われ
ます。

堺市農業祭運営協議会
堺市
（大仙公園）

http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/nosui/event/nogyosai.html

第6回ナンバーワンフェスタ 2014年10月（予定）

シェアが日本一の、または発祥の地である特産品を展示・販売す
ることで、特産品の良さを再認識してもらうとともに、特産品の作製
課程等を実演して見せることで、来場に品物への興味や愛着を
持ってもらいます。
特産品のＰＲだけでなく、各自治体の名所・名物等を紹介すること
で、観光客誘致や知名度の向上につなげるとともに、自治体等の
イメージキャラクターを会場内や空港ターミナルに登場させ、行進
や写真撮影等を行うことによりイベントの雰囲気を盛り上げます。

泉大津市ほか参加自治体
(0725-51-7651/地域経済課)

関西国際空港 南広場

産業フェア
2014年11月1日（予
定）

市内業者の逸品販売を通じ、モノづくりを支援し、販路開拓を図り
ます。
将来の地球を救う、環境にやさしい商品やシステム、もったいない
発想から環境保全に繋がるアイデアや夢を募り、新たなモノづくり
のヒントを探ります。

泉大津商工会議所、泉大津商工会議所青
年部
(0725-23-1111)

泉大津市
（南海電鉄「泉大津駅」東・
テクスピア大阪）

http://www.izumiotsu-cci.or.jp/festa/list.html

商連わいわいフェスタ
2014年10月・11月
（予定）

パフォーマンス（手品ほか）、ビンゴゲーム、ブラスバンド演奏、ガ
ラス工芸体験外、商店街の賑わいを創出し、併せて活性化を図り
ます。

泉大津市商店連合会
(0725-32-6496)

泉大津市
（1）中央商店街周辺
（2）北助松商店街周辺

http://izumiotsu-cci.or.jp/vision/vision.htm

農業まつり 2014年11月中旬

地域とＪＡ、生産者と消費者がともに農業を理解し、地域農業の発
展と食の安全・安心をアピールします。
・貫頭衣デザインコンテスト表彰式
・加工品販売
・地元農産物、なにわ伝統野菜の即売 ほか

ＪＡいずみの農業協同組合
(072-439-2381)

泉大津市
(池上曽根史跡公園)

http://www.izumino.jaosk.jp/

河
内
地
域
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泉
州
地
域 だんじり・みこし祭り

2014年10月11日～
13日

和泉市には55のだんじりやみこしがあり、地域の貴重な宝・財産と
して守られ、伝統文化として引き継がれています。10月の3連休に
は市内3駅周辺（和泉中央駅・和泉府中駅・北信太駅）にて、3つの
連合（松尾連合地車連絡協議会、和泉だんじり大連合・信太連合）
によるだんじりのパレードが行なわれます。勇壮に走るだんじりの
姿を是非一度ご覧になってください。

和泉市だんじり・みこし連絡協議会事務局
（0725-99-8103／和泉市 公民協働推進室）

和泉市

第16回和泉弥生ロマン・
ツーデーウオーク

2014年10月18日・19
日

市内の観光地・文化的施設を巡るウオーキングイベント。
小さなお子様からお年寄りまで楽しめる様々な距離のコースを設
定しており、毎年全国から約3,000人の参加者が訪れる。

和泉弥生ロマン・ツーデーウオーク実行委員
会

和泉市
（エコール・いずみアムゼ広
場）

第36回和泉市商工まつり
農林業祭&都市緑化・上下
水道フェア

2014年10月下旬

和泉市の代表的地場産業である繊維・人造真珠産業をはじめ、市
内で開発した商品や各産業並びに商店街・小売市場の振興を図
るため、近在市民にその存在を広く宣伝・紹介を行ない、産業の重
要性と愛着心を高め、もって販路の開拓に資することを目的に開
催しています。

和泉市商工まつり実行委員会、和泉市、和
泉商工会議所、和泉市農林業祭実行委員
会、和泉市都市緑化フェア実行委員会、和
泉市上下水道フェア実行委員会

和泉市
(池上曽根史跡公園)

高石だんじり祭り
2014年10月11日・12
日

各地区の歴史が木彫りされた「だんじり」15台と趣向を凝らした「花
車」約10台が市域内を駆け回り、練り歩きます。

(072-265-1001/高石市 企画課 ※主催では
ない)

高石市
(南海本線高石駅前周辺)

高石商工フェスティバル 2014年10月下旬
即売や飲食コーナー、生鮮品を市価より安く販売する消費者
デー、フリーマーケット、キャラクターショーなどを開催します。

高石商工会議所
(072‐264‐1888)

高石市
(鴨公園／高石市西取石6-
5）

http://www2.ocn.ne.jp/~tcci

忠岡秋祭り
2014年10月11日・12
日

豊作と安全を祈願し、4台の地車が町内を勇壮に曳行します。11日
はパレード、12日は忠岡神社で宮入りが行われます。

忠岡町教育委員会
(0725-22-1122)

忠岡町 http://www.town.tadaoka.osaka.jp/tadaoka/

忠岡町商工カーニバル 2014年11月9日

「生産者」から｢消費者」へ「より安く」をモットーに毎年『１１月の第２
日曜日』に開催しており、地場産品である毛布・ニット製品など各
種衣料品などが製造直売価格でお求めいただけます。
また、参加無料で豪華賞品が当たるチビッコビンゴゲーム、ふわ
ふわエアポリン、ミニＳＬなど、お子さんも楽しんでいただける企画
も満載です。

忠岡町商工会青年部
（0725-33-3208）

町民グラウンド http://www.tadaoka.or.jp/seinen-bu/carnival.htm

岸和田だんじり祭

2014年9月13日・14
日
2014年10月11日・12
日

約300年の歴史と伝統を誇る。
9月には、岸和田地区22台、春木地区12台、10月には、山手地区
47台のだんじりが、昼間はまちじゅうをかけめぐり、夜になると約
200個もの提灯をつけ、ゆっくりと練り歩く。

岸和田市観光課（072-423-9486）
岸和田市観光振興協会（072-436-0914）
岸和田駅前観光案内所（072-493-2468）

岸和田市内全域 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/danjiri/

第30回岸和田市農業まつ
り

2014年11月23日 岸和田市農業まつり実行委員会 岸和田市

魚庭（なにわ）の海づくり大
会

2014年10月下旬か
ら11月上旬頃

「美しく豊かな大阪湾をみんなの手で取り戻そう」を合言葉に若手
漁業者が中心となり開催。

魚庭の海づくり実行委員会事務局（072-
422-4763／大阪府漁連内）

岸和田市
（大阪府漁業協働組合連合
会敷地／岸和田市地蔵浜
町11-1）

産業フェア 2014年11月中旬頃

地元で培われた商工業の製品や新しいアイデアの開発商品、市
内で製造・販売されている食料品・衣料・日用雑貨品等の優れた
商品を広くPRし、新たな需要や販路を創出すること、また、市民の
方には楽しみながら、地域の商工業や製品への理解を深めてもら
うことを目的に開催している。

岸和田市、岸和田商工会議所
岸和田市
（岸和田市立浪切ホール）
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秋のみんなDay参加どん
チャカフェスタ

2014年11月中旬頃
産業フェアの同日に秋の賑わいフェスティバルとして、岸和田駅周
辺から旧港再開発地区、蛸地蔵駅周辺商店街と一体となって開催
している。

岸和田ＴＭＯ

岸和田市
(岸和田駅周辺から旧港再
開発地区、蛸地蔵駅周辺
商店街)

http://kishibura.jp/

牛滝山もみじまつり 2014年11月下旬
滝ともみじの景勝地で知られる牛滝山で岸和田の地酒､野菜の天
ぷら､だんじりグッズなどの特設の売店が出店される。また、さまざ
まなグッズが当たる抽選会も開催している。

岸和田市、岸和田市観光振興協会
岸和田市
(牛滝山)

http://kishibura.jp/

秋のローズフェア2014
2014年11月1日・2日
（予定）

水辺のステージでのコンサートやバラ園の案内ツアー、マルシェや
クラフト体験などを開催予定。

蜻蛉池公園P&Mグループ
（072-443-9672／蜻蛉池公園管理事務所）

岸和田市
（蜻蛉池公園 水と緑の音
楽広場周辺）

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/tonbo/main.html

貝塚だんじり祭り
2014年10月11日・12
日（予定）

実りの秋を祝うだんじりは、岸和田藩主岡部長泰公が五穀豊穣を
祈願した稲荷祭りがその始まり。勢いよく街角を曲がる「やりまわ
し」がみどころ。総数20台のだんじりが市内3地区に分かれて行う
迫力のパレードは見もの！！

貝塚市観光協会
（072-433-7192）

貝塚市
(市内3地区：麻生郷地区、
南近義地区、木島・西葛地
区）

http://www.city.kaizuka.lg.jp/danjiri/

ふれあい市 2014年11月下旬
貝塚市内の伝統工芸品や特産物をPRするため、物産展を開催。
市内伝統工芸品の展示・販売
・和菓子・洋菓子・特産品の販売

貝塚市観光協会
（072-433-7192）

貝塚市
（貝塚市職員会館前（貝塚
市役所山側））

http://www.city.kaizuka.lg.jp/kanko/index.html 無料駐車場有

秋まつり
（だんじり、やぐら、担いだ
んじり）

2014年10月11日・12
日

毎年10月になると、秋の祭礼が行われます。秋風の中、市内のあ
ちこちをだんじりややぐらが勇壮に走り回ります。これらは祭りの
山車として引き回されるもので、現在市内では20台のだんじり・や
ぐらが運営されています。

市内各町会 泉佐野市 http://www.kankou-izumisano.jp/matsuri/autumn/danjiriyagura.html

泉州YOSAKOIゑぇじゃな
いか祭り

2014年10月18日・19
日

音楽にご当地ソングや民謡などをアレンジした曲で自由に踊る「よ
さこい」を取り入れ、「創造・交流・感動」を演出します。

にぎわい夢創りプロジェクト実行委員会
(072-461-4351)

泉佐野市 http://www.kankou-izumisano.jp/matsuri/autumn/senshuyosakoi.html 入場無料

泉南マルシェ 2014年秋（予定）
地産知消（地域の産物を良く知って消費しよう）を標語として、毎
年、泉南市の特産品を一つ取り上げ、イベントを実施します。軽ト
ラ市やフリーマーケットも併設し、お買いものも楽しめます。

泉南市商工会
（072-483-6365）

泉南市 http://sennan-sci.or.jp/

泉南フェスタ！！
2014年10月5日（予
定）

泉南市役所前を会場に、泉南市内各地区のやぐらによるパレー
ド、各種催しが開催されます。

泉南市観光協会事務局
（072-483-8191／泉南市 産業観光課）

泉南市
（泉南市役所前）

http://welcome-sennan.com/event.php#464

秋祭り
2014年10月11日・12
日（予定）

泉南市内の各地区において、秋祭りが開催されます。各地区が所
有する巨大なやぐらが、街中をねり歩きます。

市内各区等主催 泉南市内各地

ローズフェスティバル
2014年10月（予
定）

デビッドオースチンロージズ社の本国以外では初となる公式
ガーデンにおいて、バラが咲き誇ります。

泉南市 産業観光課
（072-483-8191）

泉南市
（農業公園「花咲きファー
ム」）

http://www.davidaustinroses.com/japan/Advanced.asp?PageId=2244

 阪南市やぐらパレード 2014年10月5日

秋祭りの前週の日曜日には、阪南市内各地区全20台のやぐらが
市役所周辺に結集し、各地区が自慢のやぐらの曳行を披露する
「やぐらパレード」が実施されます。阪南市の「やぐら」は、2輪の大
きい輪と、太鼓が後ろについているのが特徴です。20台のやぐら
が一列に並ぶ姿は圧巻で、勇壮に市役所前周辺をパレードしてい
きます。

阪南市パレード評議会
[阪南市内20町]
(072-471-5678/阪南市 商工労働観光課)

阪南市
※南海電鉄南海線「尾崎駅」下車
徒歩3分

http://www.city.hannan.lg.jp/ 観覧無料

泉
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波太神社の秋祭り（やぐら
祭り）

2014年10月12日・13
日

市内各地域の18台の「やぐら」が順々に波太神社に宮入し、本殿
前の石階段を一気に駆け上がる豪快な「宮上がり」が見所です。
（箱作東は菅原神社、箱作西は賀茂神社に宮入り）

各自治会等主催
(072-471-5678/阪南市 商工労働観光課)

阪南市
※南海電鉄南海線「尾崎駅」下車
徒歩約25分、JR阪和線「和泉鳥取
駅」下車徒歩約20分

http://www.city.hannan.lg.jp/ 観覧無料

はんなん産業フェア 2014年11月2日 阪南市商工会が主催。地元特産品ブース出店など。
阪南市商工会
（072-473-2100）

阪南市

りんくうタコカーニバル
2014年10月又は11
月頃（予定）

だんじりまつり
2014年10月11日・12
日

土曜日の宵宮には、11台の地車が生い茂る木々に囲まれた大森
神社の境内を曳き回す宮入りがある。この独特な宮入りは熊取地
車祭の名物となっている。
日曜日は、熊取駅前をメインとして、だんじりが疾走し、大工方が
大屋根で踊る姿が圧巻のパレードが行われる。

熊取町教育委員会事務局 生涯学習推進課
（煉瓦館内）
（072-453-0391）

熊取町

くまとり太極拳フェスティバ
ル

2014年11月9日

町内太極拳サークルが一堂に会し日頃の成果の発表の場として
表演披露を行う。熊取町にぎわい観光大使でもある世界チャンピ
オン、渡邉俊哉氏や陳静氏の模範演武や全国大会入賞者による
エキジビションが行われることから、近畿各府県から太極拳愛好
家が集うイベントとして定着している。

熊取町教育委員会事務局 スポーツ振興課
（072-453-5428）

熊取町
(熊取町立総合体育館・ひ
まわりドーム）

参加・観覧無料

熊取ふれあい農業祭 2014年12月7日 町内産の米や野菜を使った模擬店・地元スイーツ店の出店など。
熊取町 にぎわい創造課
（072-452-6085）

熊取町
（熊取町立中央小学校）

小島秋祭り
2014年10月12日・13
日

岬町
（小島住吉大社）

淡輪秋祭り
2014年10月14日・15
日

岬町
（船守神社）

深日やぐら祭り
2014年10月12日・13
日

岬町
（国玉神社）

泉
州
地
域
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大
阪
市
内

御堂筋イルミネーション
2014

2014年12月上旬～
2015年1月中旬（予
定）

大阪のシンボルである御堂筋をイルミネーションで装飾し、世界に
類を見ない景観を創出し、美しい光のまちとして、国内外の人々を
惹きつける賑わいをつくり、大阪全体の活性化を図る。

大阪・光の饗宴実行委員会
淀屋橋交差点（土佐堀通）
から新橋交差点（長堀通）
（調整中）

http://www.hikari-kyoen.com/

OSAKA光のルネサンス
2014

2014年12月中旬～
2015年12月下旬（予
定）

暖かな光で大阪を元気づけるとともに都市魅力の向上を図り、中
之島の魅力を発信し、国内外から多くの人々を招致することを目
的とする。

大阪・光の饗宴実行委員会
大阪市役所周辺から中之
島公園剣先（調整中）

http://www.hikari-kyoen.com/

大阪ステーションシティ
イルミネーションイベント
（タイトル未定）

2014年11月上旬～
2014年1月中旬

JR大阪駅・大阪ステーショ
ンシティ／会場未定

ドイツ・クリスマスマーケット大
阪2014

2014年11月14日～
12月25日

ドイツ・クリスマスマーケット大阪は今年で13回目の開催となり、10
万個を越えるイルミネーションに彩られた27ｍ超の世界最大級の
クリスマスツリーと共に、すっかり大阪の冬の風物詩として定着し
ています。伝統的なクリスマスマーケットをドイツから丸ごとやって
きます。大阪にいながらにして本場の雰囲気を楽しんでいただけ
ます。

ドイツ・クリスマスマーケット大阪実行委員会
（06-6440-3872）

大阪市北区
（新梅田シティ・ワンダース
クエア）

http://www.skybldg.co.jp/event/ 入場無料

大阪城3Dマッピング スー
パーイルミネーション

2013年12月14日～
2014年2月16日

大阪城天守閣へ３Dプロジェクションマッピング展開、大阪城西の
丸庭園を中心にイルミネーション・イルミネーションショーの実施。

大阪観光局
（06-6282-5913）

大阪市中央区
（大阪城西の丸庭園）

http://www.tenka1hikari.jp/?pageId=003r01

第10回日本橋ストリート
フェスタ2014

2014年3月21日

大阪日本橋「でんでんタウン」を歩行者に開放して、パレードやス
テージ等の多彩なプログラムを展開。
電気・ロボットなどの「ものづくり」やアニメ・ゲーム・ホビーなどの
「ポップカルチャー」の集積地である日本橋の魅力を広く情報発信
するイベント。

日本橋ストリートフェスタ実行委員会
大阪市内
（日本橋でんでんタウン一
帯）

http://nippombashi.jp/festa/2014/

城東区第九演奏会 2015年2月頃（未定） ベートーベン交響曲第9番を合唱団と参加者が一緒に合唱する。 城東区役所
大阪市城東区
（大阪信愛女学院（予定））

夜間イルミネーション
2014年12月15日
～2015年1月12日

住之江公園の花と緑のスクエアが夜間、イルミネーションで彩られ
ます。又、期間中にイルミネーションをバックにしたコンサートも行
われます。（コンサート日は未定）

住之江公園管理事務所
大阪市住之江区
（住之江公園 花と緑のス
クエア）

http://toshi-kouen.jp/ 無料

サンタウィーク
2014年12月15日～
25日

公園スタッフ、職員がサンタクロースの衣装を着て、業務を行って
います。

住之江公園管理事務所
大阪市住之江区
（住之江公園 全域）

http://toshi-kouen.jp/

住之江区防災フェア×イ
ザ！カエルキャラバン×ぼ
うさいカフェ

2015年3月7日(予定)
ともすれば忘れがちとなる防災意識の喚起と子供達にも楽しく防
災について学べるイベントです

住之江公園・住吉公園 管理事務所
大阪市住之江区
（住之江公園 児童広場）

http://toshi-kouen.jp/ 無料
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北
摂
地
域

光の街 北千里
2014年11月～2015
年1月（予定）

駅前ロータリー内等をＬＥＤラインのイルミネーションで彩る
光の街北千里実行委員会
（06-6872-0554）

吹田市
（駅前ロータリー内 他 阪
急千里線「北千里駅」）

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/_51036/_51023/_57167.html

アステラス江坂ウィンターイ
ルミネーション

2014年12月～2015
年1月（予定）

詳細は計画中
吹田市 地域経済振興室 観光担当
（06-6384-2145）

吹田市
（江坂公園ほか）

千里山イルミネーション＆灯
火

2014年11月～12月
（予定）

千里山第一噴水をＬＥＤラインのイルミネーションとキャンドルで彩
る

千里山元気！プロジェクト
吹田市
（千里山第一噴水 阪急千
里線「千里山駅」）

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/012917/_51013/_51016.html

桃山台駅前 MOMO
CANDLE NIGHT

2014年12月下旬 桃山台駅前から桃山台駅前の公園までのキャンドルイベント
ＭＯＭＯプロジェクト実行委員会
（06-6385-9596）

吹田市
（千里第八緑地（桃山台駅
前） 北大阪急行「桃山台
駅」）

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/_51036/_51023/_57240.html  

高槻シティハーフマラソン 2015年1月
全国の市民ランナーに愛されている大会で、種目もハーフ、10、
5、3kmとあり小学生から参加できます。

高槻シティハーフマラソン 実行委員会事務
局
(072-673-0159)

高槻市 http://t-marathon.org/

◇ハーフ3,500円、10ｋｍ
3,500円、5ｋｍ1,500円、3ｋ
ｍ小中学生1,000円

鵜殿のヨシ原焼き 2015年2月

淀川の河川敷に広がるヨシ原。その面積は約75ヘクタールにおよ
び、初春にはヨシ原の保全と害草・害虫の駆除、不慮の火災防止
などを目的に、野焼き「ヨシ原焼き」が行なわれ、毎年多くの観光
客が訪れます。

鵜殿ヨシ原研究所（072-660-6011）
鵜殿のヨシ原保存会（072-669-4646）

高槻市
（高槻市鵜殿・上牧町の淀
川河川敷）

高槻クロスカントリー大会 2015年3月

摂津峡近くにある萩谷総合公園とその周辺をコースに、自然を満
喫できる大変環境の良い場所で開催されます。
 コースは、1km、3km、5km、8kmと長くはありませんが、高低差が
60mもあり、この想像以上に大変なコースを目指して、北海道から
九州まで、ほぼ全国からランナーが集まります。緑に恵まれた爽
やかなところで、誰もが自由に参加できる大会です。

高槻クロスカントリー大会事務局
（072-673-7140／高槻スポーツ団体協議会
内）

高槻市
（高槻市立萩谷総合公園
内及び周辺一帯）

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/bunkasp/oshirase/1354243396592.html

8km:2,500円
5km:2,000円
3km:1,500円（小中学生は
1,000円）
1km:小学1～3年生1,000
円

いばらき光の回廊
2014年11月下旬～
12月下旬（予定）

2000年から始まったイルミネーションいばらきは今や市民にとって
冬の風物詩となっており、期間中はおよそ28万球の光が冬の街を
優しく包む。光の露店やライブイベントなど魅力的なイベントも目
白押し。また、使用するイルミネーションラインはすべてLEDライン
を使用するなど、環境にも配慮している。

元茨木川緑地（メイン会場）

茨木市
（JR茨木・阪急茨木市・阪
急南茨木駅 各駅前広場
元茨木川緑地等 予定）

http://www.hikarinokairou.com/ 無料

茨木神社十日戎 2015年1月初・中旬
「商売繁盛で笹もってこい」の掛け声の中、福笹吉兆を求める大
勢の人で賑わう。十日には、福娘が乗った宝恵籠が市内各所を
巡行。

茨木神社社務所
（072-622-2346）

茨木市
（茨木神社内）

http://www.ibarakijinja.or.jp/gyoji.html 無料

鼓動初め2015
TATAKIZOME

2015年2月1日（予
定）

2011年に生まれた「鼓動初め（たたきぞめ）」は、和太鼓を中心に
した真冬の野外コンサート。
逆境に苦しむ人々から孤独や不安な気持ちをたたき出し、生きる
希望を見出していけるよう願って行われます。
また、市内協力店による「にぎわい屋台村」も出店し心と体を満た
します。

鼓動初めプロジェクト
（072-621-5268）

茨木市
（市民会館前大階段特設
舞台、人工台地）

http://www.tatakizome.com/ 無料

摂津ルミナリエ
2014年12月中旬～
2015年1月中旬

夢をひらくせっつ市民の会
摂津市
（摂津市香露園34周辺）
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島本町イルミネーション
2014年12月～2015
年1月中旬（予定）

12月から、阪急「水無瀬駅」前や楠公道路周辺ではイルミネーショ
ンが点灯し、夜の街並みをやさしく照らします。

島本町商工会
（075-962-5112）

島本町
（島本町道高浜桜井幹線
（JR「島本駅」－阪急水無
瀬駅））

http://www.shimamotocho.jp/kanko/event.html

細河植木見本園イルミ
ネーション

2014年12月から
2015年1月中旬（予
定）

池田市 地域活性課
（072-754-6152）

池田市
（池田市東山町）

第13回特集展示
宝塚歌劇100周年記念
旅するTAKARAZUKA ─
小林一三の海外進出計画
（仮称）
※再掲

2014年10月11日～
12月7日、
2015年1月10日～3
月29日
（137日間）

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（小林一三記念館）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：300円、中学生
以下無料
※逸翁美術館・小林一三
記念館共通入館券：一般
1,000円、高・大生600円、
シニア700円、中学生以下
無料

2015早春展
神さま仏さま ─祈りの宗
教美術（仮称）
※再掲

2014年11月7日～
2015年3月8日
（51日間）

公益財団法人 阪急文化財団（逸翁美術館）
（072-751-3865）

池田市
（逸翁美術館）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：一般1,000円(小
林一三記念館・池田文庫
との３館共通券)、シニア
(65歳以上)の方700円、
大・高生600円、中・小生
以下無料

花折街道2015 雛のつど
い

2015年3月（予定）
妙見山への参詣道であった花折街道を竹雛や雛暖簾で飾り付け
る。

吉川自治会
（072-738-1360）

豊能町吉川
（妙見口駅周辺）

民芸品等販売あり

節分会厄除け祈願大祭 2015年2月3日
厄年の方々の厄除けを祈る。この日だけの行事として如意宝珠の
お授けと開運福豆撒きが行われる。

瀧谷不動明王寺
（0721-34-0028）

富田林市
（彼方）

http://www.takidanifudouson.or.jp/index.html

本町公園イルミネーション
「冬の華」

2014年12月上旬～
2015年1月中旬

本町公園あやめ会
（0721-23-2955）

富田林市
（本町公園）

寺内町｢四季物語｣
※再掲

2014年8月・10月、
2015年1月・3月

8月の｢寺内町燈路｣、10月の｢後の雛まつり｣、1月の｢寺内町かい
わい新春初鍋めぐり｣、そして3月の｢じないまち雛めぐり｣を開催し
四季を通して富田林の寺内町をアピールしていく。

じないまち四季物語実行委員会
富田林市
(寺内町およびその周辺)

文化財ライトアップ「観心
寺 奥河内の灯里（あか
り）」

2014年11月22日～
24日

観心寺
河内長野市
（観心寺境内）

http://www.kankou-kawachinagano.jp/event/detail.cgi?id=65
観心寺は入山料が必要で
す。

河内長野シティマラソン大
会

2014年2月16日 大自然いっぱいの美しいコース。
河内長野シティマラソン大会実行委員会
(0721-53-6591)

河内長野市 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/index.html

◇ハーフ3,500円、
10km3,500円、5km3,500円
(中学生500円)、ジョギン
グ 500円

寺ヶ池公園イルミネーショ
ン

2014年12月1日～25
日（予定）

河内長野市公園緑化協会
（0721-56-1155）

河内長野市
（寺ヶ池公園メインエリア）

http://kawachinagano-park.or.jp/

ラブリーホール ウィンター
イルミネーション

2014年11月30日(予
定)～2015年1月中
旬

市民とホールスタッフの協働により活動している。寄附金を募って
おり、地域ぐるみの取り組みとなっている。ラブリーホール前の歩
道と通りの街路樹約200メートルの高さ最大10mのツリーをはじめ
計6基のツリーと、ホール前の全長約170ｍの範囲にある街路樹
20本に装飾しています。

河内長野市
（河内長野市立文化会館
（ラブリーホール））

http://www.lovelyhall.com/index.cgi

河
内
地
域

北
摂
地
域
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白鳥商店街イルミネーショ
ン

2014年12月上旬か
ら下旬

白鳥商店会
羽曳野市
（白鳥通り）

http://www.hakuchoshotenkai.jp/index.html

LICはびきのウィンターイル
ミネーション

2014年11月15日～
12月25日(最終日は
変更の可能性有)

LICはびきの1階アクリウム（屋内）及び外壁の点灯。
羽曳野市 政策推進課
（072-958-1111）

羽曳野市
（羽曳野市立生活文化情
報センター（LICはびき
の））

https://www.lic-habikino.jp/

うそかえまつり
2014年1月25日
2015年1月25日

毎年1月25日に行われる身替災難除けの神事です。毎年多くの参
拝者が集まり、授与された袋入りの木彫りのうそ鳥を「かえましょ
う、かえましょう」と言いながら周囲の人と交換し合います。太鼓の
合図で袋を開け、木彫りの底に「金」「銀」などと書かれていれば、
純金製や純銀製のお守りなどと交換します。この神事は、蜂に襲
われた参拝者らをうそ鳥の大群が救ったという故事に由来し、近
年では、「一年の凶事をうそに替える」、「『うそ』を誠に替える」とい
う願いも込められています。

道明寺天満宮
（072-953-2526）

藤井寺市
（道明寺天満宮）

http://www.domyojitenmangu.com/usokae.shtml

桜まつり～冬～イルミネー
ション

2014年12月1日～25
日

日本最古のダム形式のため池である「狭山池」の桜を約50,000灯
のイルミネーションで装飾し、光の華を咲かせます。

桜まつり実行委員会
(072-365-3194/大阪狭山市商工会内)

大阪狭山市
(狭山池北堤)

http://www.city.osakasayama.osaka.jp/   

高安駅前、防犯防災キャン
ペーンとクリスマスイルミ
ネーション

2014年12月1日～25
日（予定）

高安駅西整備振興会
近鉄大阪線「高安駅」西口
を出てすぐ（交番横）

http://takayasu-ekinisi.com/index.html

北本町中央通商店会
Xmasフォトグランプリとイ
ルミネーション

2014年12月3日～25
日（予定）

北本町二丁目公園及び各参加店
近鉄大阪線「近鉄八尾駅」
西口から北に徒歩5分

http://kitahonmati-chuuou.jimdo.com/

きらきらナイト（クリスマス） 2014年12月（予定）
街がクリスマス色に染まる12月、久宝寺緑地でクリスマスの雰囲
気一杯の夜を過ごしてみませんか。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地中地区 花の
道）

http://www.toshi-kouen.jp

節分祭り 2015年2月3日
ふるまいぜんざいや春駒さんの福を呼ぶ踊りなど盛りだくさんで
す （ぜんざいが無くなり次第終了です）

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地中地区 花の
道）

http://www.toshi-kouen.jp

クリスマスイベント 2014年12月下旬
岩田北本通り商店街
（072-963-3111）

東大阪市
（岩田本通り商店街）

岩田本通り商店街イルミ
ネーション

2014年12月下旬
岩田本通り商店街
（072-964-0388）

東大阪市
（岩田本通り商店街）

パザパはなぞのイルミネー
ション

年間を通じて開催
東大阪市
（近鉄奈良線「花園駅」前
／東大阪市吉田1-1-32）

サンロード小阪ウィンター
イルミネーション

2014年11月下旬
サンロード小阪商店街
（06-6721-1455）

東大阪市
（サンロード小阪商店街）

注連縄掛神事（しめかけし
んじ）

2014年12月25日
天の岩戸開きの故事に因んだ神事で、神官や氏子たちが新しく掛
けた注連縄の前でワッハッハと高笑いして春を迎える笑いの行
事。

枚岡神社
(072-981-4177)

東大阪市
(枚岡神社)

http://www.hiraoka-jinja.org/

全国高校ラグビー大会歓
迎イルミネーション

2014年12月上旬～
2015年1月上旬

全国高等学校ラグビーフットボール大会の開催を歓迎するため、
本庁舎周辺をイルミネーションで装飾。

東大阪市 ラグビーワールドカップ誘致室
（06-3409-3020）

東大阪市 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/33-3-0-0-0_15.html

河
内
地
域
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全国高等学校ラグビーフッ
トボール大会

2014年12月下旬～
2015年1月上旬

高校生のラグビー日本一を決める全国大会。

(公財)全国高等学校体育連盟、(公財)日本
ラグビーフットボール協会、大阪府・大阪府
教育委員会、毎日新聞社
（後援：東大阪市）

東大阪市
(近鉄花園ラグビー場、花
園中央公園多目的球技広
場)

http://www.highschool-rugby.com/
◇一般1,000円、高校生
300円、中学生以下無料

東大阪市中学生ラグビー
フットボール大会

2015年1月中旬～2
月中旬

市内の中学生で構成されたチームが、5週間にわたり熱戦を繰り
広げまる大会。

東大阪市、東大阪市ラグビーフットボール協
会

東大阪市
(花園中央公園多目的球
技広場）

http://sports.geocities.jp/ho_rfa/

十日戎
2015年1月初旬～中
旬

毎年1月9日～11日の十日戎には商売繁盛を願う大勢の人で賑わ
う。

布施戎神社
(06-6728-8234)

東大阪市
(布施戎神社)

粥占神事 2015年1月中旬
あずきかゆを竹の管に入れ、その多少で豊作を、かしの木を焼い
てその焦げ具合で晴雨を占う神事。一部公開。

枚岡神社
(072-981-4177)

東大阪市
(枚岡神社)

http://www.hiraoka-jinja.org/

節分祭
2015年2月
2月の初午の日

甘酒がふるまわれ、餅をまいて豊穣を祈る
瓢箪山稲荷神社
(072-981-2153)

東大阪市
(瓢箪山稲荷神社)

節分祭 2015年2月3日
絵馬殿（楼門）二階より、その年の年男年女によって福豆とお餅が
盛大に撒かれ、境内は福をもとめる参拝の人々で大変な賑わい
を見せる。

石切劔箭(つるぎや)神社
(072-982-3621)

東大阪市
(石切劔箭神社)

http://www.ishikiri.or.jp/

「新春走ろうかい」-ひらか
たハーフマラソン-

2015年1月初旬

一般男女ハーフマラソンからジョギングの部まで22種目あり誰で
もが気軽に参加できる大会。特に二十歳の部は新成人をお祝い
する目的で思い出に残る成人式をプロデュース。成人式に参加す
るふりそでやスーツで参加してもらい、入賞者には生まれ年のワ
インの贈呈など行っている。また、視覚障害者の部も実施。

公益財団法人 枚方体育協会、北河内生涯
スポーツ推進協議会
（072-898-8181／枚方体育協会）

枚方市
（淀川左岸緊急用河川敷
道路）

http://hirakata-taikyo.org/

【2014年の参加費】
◇一般：3,500円
高校生：1,000円
小中学生：800円
ジョギングの部：500円
二十歳の部：無料

平和の燈火（あかり） 2015年3月
枚方市平和の日記念事業のひとつ。実行委員会が中心となり、平
和へのメッセージをキャンドルに託し、参加者と一体となって市内
外へ発信するイベント。

枚方市平和の燈火（あかり）実行委員会・枚
方市・枚方市教育委員会
（072-841-1221／枚方市 人権政策室）

枚方市
（岡東中央公園及び市役
所前線歩道等）

ひらかた人形劇フェスティ
バル

2015年3月下旬
市内のアマチュア劇団を中心に、プロ・アマ合わせて50劇団以上
が参加し、人形劇を上演。人形操作や制作の体験コーナーも含
め、広く市民に人形劇に親しむ機会を提供する。

ひらかた人形劇フェスティバル実行委員会
（枚方人形劇連絡会・枚方市・（公財）枚方市
文化国際財団）
（050-7102-3137／牧野生涯学習市民セン
ター）

枚方市
（市立牧野生涯学習市民
センターほか）

http://hirakatafes22.blog135.fc2.com/

マルシェ・ひらかた 2014年12月6日

市内産業の魅力を発信するイベントとして、枚方市駅周辺で開
催。
飲食や物販などの商業をはじめ、高い技術を誇る工業、新鮮な農
産物を販売する農業など、幅広い産業分野のブースが集結しま
す。

マルシェ・ひらかた実行委員会
（050-7102-3223／枚方市 地域振興総務課)

枚方市
（京阪電車「枚方市駅」周
辺）

http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/chiikisoumu/marushe.html

寝屋川市駅前空間・イルミ
ネーション

2014年12月（予定）
寝屋川市 産業振興室
（072-828-0751）

寝屋川市
（京阪電車「寝屋川市駅」
西側）

香里園駅西側イルミネー
ション

2014年12月（予定）
寝屋川市 産業振興室
（072-828-0751）

寝屋川市
（京阪電車「香里園駅」西
側）

寝屋川ハーフマラソン 2015年3月（予定）
寝屋川ハーフマラソン実行委員会
（072-824-1181／寝屋川市 文化スポーツ振
興課）

寝屋川市内

河
内
地
域
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冬の野鳥観察会 2014年1月24日頃 ボランティア「自然の会」による園内にいる野鳥の観測をする。
寝屋川公園管理事務所
（072-824-8800）

寝屋川市
（寝屋川公園内）

http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/neyagawa/main.html

イルミネーション 2014年12月（予定） 市内会場にてイルミネーションイベントを開催する。
大東市（予定）
（072-870-0404）

大東市
（JR「住道駅」周辺）

ラブリータウン古川橋 イ
ルミネーション
※再掲

2014年11月下旬～
2015年1月下旬

京阪古川橋駅周辺にイルミネーションを点灯し、地域の賑わいを
創出する。

ラブリータウン古川橋会
(06-6900-3935)

門真市
(京阪電車「古川橋駅」周
辺)

四條畷楠公まつり

2014年3月29日・30
日
2015年3月28日・29
日

ふるさとの活性化と新たな文化の創造を目指して、毎年3月最終
の土日に開催しています。
楠正行に代表される四條畷の歴史を次世代を担う子どもたちに継
承し、郷土愛を醸成することにより「ふるさと四條畷」を感じてもらう
ことを目的に、当時の南北朝時代の装束を身にまとった約300人
の武者・稚児行列が小楠公墓所から四條畷神社までの約１㎞の
道のりを練り歩く時代行列が最大の見どころとなっています。
また、前夜祭でのライトアップイベント（四條畷万灯篭）や、本祭で
の高校生による巨大絵馬制作などが祭りに賑わいを与えていま
す。

四條畷楠公まつり実行委員会
(072-877-2121)

四條畷市
(小楠公墓所から四條畷
神社までの約1㎞、四條畷
神社境内)

http://nankou.jp/

第17回星田山手イルミ
ネーション「山ナリエ」

2014年12月1日～31
日

交野市
（交野市星田山手2丁目～
5丁目）

イルミネーションナイト
2014年8月・12月の
数日間

ハーベストの丘がイルミネーションで彩られ、昼間とは違った雰囲
気が楽しめます。

ハーベストの丘（072-296-9911）
堺市
（ハーベストの丘）

http://www.farm.or.jp/index.html

堺東イルミネーション2013
2014年12月～2015
年1月中旬予定

2000年から始まり、いまでは恒例となった堺東の冬を彩るイルミ
ネーション。人とひととの温かい結びつきを願ったリボンの飾りつ
けがシンボルです。

堺市すまいまちづくり公社
堺市中心市街地活性化協議会（072-222-
4050）

堺市
（南海高野線「堺東駅」周
辺 大小路歩道等）

堺刃物まつり 2015年2月8日・9日

堺刃物の展示・即売をはじめ、古式鍛錬や刃物製造工程の実演、
刃物のクリニック（包丁やハサミの研ぎ直しなど）のほか、マグロ
の解体・即売、中華料理研究家・トークショー、愛好家に人気の
「オールニッポンナイフショー」など、刃物に関する楽しいイベント
が盛りだくさん。

堺市産業振興センター、堺刃物商工業協同
組合連合会

堺市
（堺市産業振興センター）

http://www.sakaihamono.or.jp/oshirase.html

浜寺公園ハートインクリス
マス

2014年11月22日～
2015年1月１2日

交通遊園前を彩るイルミネーション点灯、子ども汽車の飾り付け
など、約１月前から一足お先のクリスマスムードを演出します。

浜寺公園交通遊園
（072-261-8696）

堺市
（浜寺公園 交通遊園入
口）

http://www.osaka-park.or.jp

織編エッセイ賞表彰式及
び文学フォーラム

2015年3月（予定）
繊維製品との関わりや思い出などを織り込んだエッセイを募集し、
優秀な作品を表彰します。また、審査員参加によるフォーラムを開
催します。

泉大津市 地域経済課
(0725-51-7651)

泉大津市
（テクスピア大阪）

「光りによる魅力づくりプロ
ジェクト」イルミネーション

未定
和泉市 商工労働室 商工観光担当
（0725-99-8123）

和泉市
泉北高速鉄道「和泉中央
駅」から商業施設に繋が
る歩行者デッキ通路一帯）

泉
州
地
域

河
内
地
域
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信太山クロスカントリー大
会in大阪和泉

2015年1月11日

信太山丘陵の自然の地形を利用したオフロードコース。ウルトラク
ロスカントリー（20km）からファミリーの部（3km）と初心者から上級
者まで幅広い世代のランナーに満足していただけるクロスカント
リーです。

信太山クロスカントリー大会委員会
(0725-99-8162)

和泉市
（陸上自衛隊信太山演習
場）

http://www.city.izumi.osaka.jp/entry.aspx?id=224

高石楽市楽座高石駅前イ
ルミネーション

2014年12月（予定）
高石市 企画課
（072-265-1001）

高石市
（南海本線「高石駅」前）

ただおか『夢成絵（ユメナリ
エ）』

2014年12月中旬～
25日

忠岡町
（忠岡町役場庁舎南館（児
童館・スポーツセンター））

忠岡町マラソン大会 2015年3月8日
住民スポーツの振興と普及を目的とした地域マラソン。泉北各地
域からの参加者も多く、広くコミュニティの場となっている。小学生
低学年から参加可能。

忠岡町教育委員会 生涯学習課
忠岡町
（大津川河川公園）

浪切ホールウィンターイル
ミネーション

2014年11月～2015
年1月頃（予定）

浪切ホール
（072-439-4173）

岸和田市
（浪切ホール）

http://www.namikiri.jp/

泉佐野駅前イルミネーショ
ン

2014年12月1日～12
月下旬

泉佐野駅前ロータリーのモニュメントをイルミネーションで装飾。ま
た、佐野工科高校とタイアップし、廃油で稼働する発電機を設置し
ている。

泉佐野市観光協会
(072-469-3131)

泉佐野市
（南海泉佐野駅前）

http://www.kankou-izumisano.jp/matsuri/winter/illumination.html 入場無料

金熊寺梅林
2015年2月中旬～3
月中旬

泉南市の山間部にある金熊寺は、梅の名所として知られていま
す。約2,000本の梅が春の訪れとともにみごとな花を咲かせます。

泉南市 産業観光課
（072-483-8191）

泉南市
（金熊寺）

http://www.city.sennan.osaka.jp/syoukou/ume/index.htm
優良駐車場有
 500円

くまとりイルミネーションナ
イト

2014年12月1日～25
日

煉瓦館の壁面や中庭等をイルミネーション（LED）で飾るコンテスト
を実施するほか、12月20日（予定）にはフローティングキャンドル
を使用した「光の回廊」や、中家住宅において型紙の行灯アート
展を開催し、まちの賑わいを創出します。

熊取町教育委員会事務局 生涯学習推進課
(072-453-0391)

熊取町
（熊取交流センター
煉瓦館
重要文化財中家住宅）

2015 新春里海まつり
寒稽古フェスタ ”海に吼え
る！”

2015年１月（予定）
気合の入った剣道や太極拳などの演舞や宝さがしやビンゴゲー
ム、とんど焼きなど楽しさいっぱいの心も体も温まる冬のイベント
です。

せんなん里海公園管理事務所
（072-494-2626）

岬町
（せんなん里海公園 潮騒
ビバレー・ときめきビーチ）

http://www.osaka-park.or.jp/rinkai/sennan/main.html

泉
州
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府
内
広
域

おおさかカンヴァス推進事
業

2014年4月～2015年
3月
（作品展示期間は調
整中）

大阪のまちをアーティストの発表の場として活用し、新たな都市
魅力を創造するとともに、アートと公共空間のコラボレーションを
通じて府内の地域資源に磨きをかけて発信することを目的に実
施。
応募対象分野は、平面・立体・映像・パフォーマンス・イベント・プ
ロジェクトワークショップ等、作品ジャンルを問わない。

大阪府 府内 http://www.osaka-canvas.jp/

水都大阪
2014年4月～2015年
3月

都心部を川が囲む世界でも稀な地形を「水の回廊」と位置づけ、
そのエリアを中心に、行政、民間、NPOなど様々な主体が、オー
ル大阪で水都大阪の魅力を創出・発信し、水都大阪のブランド確
立を推進している。
近年、水辺の再整備やライトアップ、船着場整備などが進み、多
彩なクルーズや舟運を活かしたバルなどのまちづくりイベントが
行われている。

主催者はイベントにより異なる
※イベント情報とりまとめは水都大阪パート
ナーズ
(06-6444-3110）

大阪市内 http://www.osaka-info.jp/suito/jp/ イベントにより異なる

初心者のための上方伝統
芸能ナイト

毎月第1・3土曜日

4種類の上方伝統芸能のハイライトを15分ずつダイジェストで上
演。落語家の司会と出演者による解説があり、初心者でも気軽
に楽しめる。参加者（3名）が舞台で伝統芸能の手ほどきをうける
体験コーナーも人気。外国人来場者も増えており、英語、韓国
語、中国語の資料・解説字幕も用意している。

(公財)山本能楽会
(06-6943-9454)

大阪市内
（中央区：山本能楽堂）

http://www.kamigata-night.com/

◇3,500円～4,500円、1公
演1組限定10,000円のロイ
ヤルボックス席あり。

芦原橋アップマーケット
毎月第3日曜日
午前10時30分～
午後4時

レザークラフトを中心にオーガニックやこだわり食材、手しごとが
集まったおしゃれなマーケット。迫力満点の和太鼓演奏などもあ
り、親子で楽しめます。

芦原橋地域再生推進協議会
大阪市浪速区
JR環状線｢芦原橋駅｣
南西(駅から徒歩約2分

http://reedjp.org/

入場無料
（浪速区まちづくり活性
化「イベント得区」事業）

山の手・海の手 レトロ＆
モダン 阪急・阪神沿線
観光あるき 2014

2014年10月1日～
2015年5月31日

阪急神戸線・阪神本線沿線を中心に、地域の魅力を発信
する散策イベント。
沿線にある美しい風景や、歴史をしのばせるスポットなど
沿線の見どころを「観光あるき」でお楽しみいただきます。
大阪府・兵庫県にまたがる沿線７自治体と地元ボランティ
アガイド、鉄道事業者が連携して実施。
参加方法は以下の２種類。
（1） 自由参加型：イベントパンフレットを持参しご自由に散
策
（2） ツアー参加型：ガイドツアーに参加［事前申込制・一部
有料］

阪急・阪神沿線観光あるき実行委員会
（伊丹市・西宮観光協会・神戸市灘区・
神戸市中央区・神戸市兵庫区・大阪市
此花区・東灘観光おもてなし協会・阪神
電気鉄道㈱・阪急電鉄㈱）
【協力】西宮市、神戸市東灘区、ひょうご
観光ボランティア、メトロこうべ（新開地タ
ウン）、灘百選の会、岡本商店街振興組
合、灘五郷酒造組合、甲東文化財保存
会、ツーリズム西宮楽らく探見隊、西宮
歴史調査団、西宮市立郷土資料館、伊
丹市観光物産協会、伊丹市文化財ボラ
ンティアの会、伊丹商店連合会、タウン
ガイドＫＯＢE２４、ＮＰＯ法人ＫＯＢE観光
ボランティア、南京町商店街振興組合、
このはな区民学芸員まち案内の会

阪急神戸線・阪神本線
を中心としたエリア（行
政区域としては、伊丹
市・西宮市・神戸市東
灘区・神戸市灘区・神
戸市中央区・神戸市兵
庫区・大阪市此花区）

http://www.hankyu.co.jp/area_info/kankouaruki/hankyu-hanshin/

 ツアー参加型のガイド
ツアーは一部有料。
1,000円～2,000円

大
阪
市
内
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すいた朝市 不定期
吹田で生産されたものを吹田で消費する“地産地消”の取り組み
を推進するため、「すいた朝市」を開催しています。

吹田市 地域経済振興室 農業担当
（06-6384-1373）

吹田市役所 正面玄関前 http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/_50967/_57463.html

高槻ええとこクイズラリー
未定(2ヵ月もしくは
3ヵ月間)

高槻市は、平成20年度に「景観基本計画」と「景観計画」を策定
しました。良い景観づくりの第一歩は市民の皆さんが高槻に愛着
をもってもらうことであり、「高槻ええとこクイズラリー」を通して多
くの方に高槻のええとこを再発見し、高槻を大好きになっていた
だこうと考えています。
ルールとしては、地図を手に神社仏閣や史跡などクイズが掲示
してある10箇所を自由にめぐり、問題に挑戦していただき、１0問
中7問以上正解の方の中から抽選で安満宮山古墳出土銅鏡レプ
リカなどの景品も用意しています。
これまで、古曽部町周辺、高槻城跡周辺、富田寺内町、西国街
道の芥川宿地区を舞台に開催しました。
今年度も第６弾として、アンケートで希望の多かった場所などを
対象に開催予定です。

高槻市、高槻市教育委員会
(072-674-7552)

高槻市 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/toshiduk/gyomuannai/keikankeikakutou/keikanevent/index.html

いばらき観光ウォーク

年10回程度実施
（2014年4月18日、5
月17日、6月14日、9
月22日、10月26日、
11月23日、12月14
日、2015年1月22
日、2月12日、3月16
日）

市内の歴史や文化、特産品をめぐって、毎回異なるテーマに沿っ
たコースで名所をめぐる観光ウォーク。ガイドの分かりやすい説
明もあり、茨木市がますます好きになると好評のイベント。

茨木市観光協会
（072-645-2020）

茨木市内各所 http://www.ibaraki-kankou.or.jp/event/walk.html
料金：一般300円、観光協
会会員200円

自然と歴史ロマンでココロ
を満たす旅 阪急京都線
沿線 観光あるき 2014

2014年10月～2015
年6月（予定）

阪急京都線・千里線沿線を中心に、地域の魅力を発信する散策
イベント。
沿線にある美しい風景や、歴史をしのばせるスポットなど沿線の
見どころを、四季折々の花や自然とともに「観光あるき」をお楽し
みいただきます。
大阪府・京都府にまたがる沿線9自治体と地元ボランティアガイ
ド、鉄道事業者が連携して実施。
参加方法は以下の3種類。
（1） 自由参加型：イベントパンフレットを持参しご自由に散策
（2） ツアー参加型：無料ガイドツアーに参加［事前申込制］
（3）体験参加型：体験型ガイドツアーに参加［事前申込制・有料］

阪急京都線沿線観光あるき実行委員会
（吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、島本
町、大山崎町、長岡京市、向日市、京都市、
阪急電鉄㈱）

[協力]
吹田にぎわい観光協会、吹田まち案内人、摂津
市郷土史研究家、茨木市観光協会、NPO法人高
槻市文化財スタッフの会、社団法人高槻市観光
協会、ふるさと島本案内ボランティアの会、大山
崎ふるさとガイドの会、長岡京市ふるさとガイドの
会、長岡京市観光協会、向日市文化資料館ボラ
ンティアの会、向日市観光協会、京都一周トレイ
ル会

阪急京都線・千里線沿線
を中心としたエリア（行政
区域としては、吹田市、摂
津市、茨木市、高槻市、島
本町、大山崎町、長岡京
市、向日市、京都市）

http://www.hankyu.co.jp/area_info/kankouaruki/kyoto/

イベントにより異なる。
（体験参加型のみ有料。
1000円～1500円）

逸翁コンサート
～帰ってきたタカラジェンヌ
～

第24回：2014年4月
19･20日
第25回：2014年6月
14･15日
第26回：2014年7月6
日

宝塚歌劇を卒業し、今も各方面で活躍中の元タカラジェンヌが、
宝塚歌劇の生みの親、小林一三のもとに里帰り。現役のころの
懐かしい曲から新しくチャレンジする曲等を惜しみなく披露しま
す。

阪急文化財団(逸翁美術館）
072-751-3865

池田市
逸翁美術館
(マグノリアホール）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇コンサート入場料：3,000
円(全席指定）
◇コンサート入場料：未定
(全席指定）

北
摂
地
域
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マグノリア・セレクション

2014年6月1日
2014年12月6日
2015年1月18日
2015年3月14日

マグノリアホールに備えつけの105年前に誕生した世界の名器
「スタインウェイグランドピアノ」、そのピアノを自由自在に弾きこ
なす一流ピアニストと、毎回、第１線で活躍中の演奏家をゲスト
に迎えてのデュオコンサート。この空間でしか味わえない贅沢な
ひとときを…

阪急文化財団(逸翁美術館）
072-751-3865

池田市
逸翁美術館
(マグノリアホール）

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇コンサート入場料：一般
2,500円、学生1,500円(全
席自由）
◇コンサート入場料：一般
5,000円(全席自由）
◇コンサート入場料：一般
2,500円、学生1,500円(全
席自由）

小林一三記念館
通年
（年2回特別展）

阪急・東宝の創業者 小林一三の旧邸「雅俗山荘（がぞくさんそ
う）」を「小林一三記念館」として、2010年4月オープン。一三の生
涯を紹介。また、同敷地内の別館「白梅館」展示館では、一三が
起こした、もしくは関わった事業をパネル、映像、ジオラマ、等に
より紹介。シアタールームでは、畢生の起業家『小林一三の歩ん
だ道』を上映している。

逸翁美術館
072-751-3865

池田市
小林一三記念館

http://www.hankyu-bunka.or.jp/index.html

◇入館料：300円、中学生
以下無料
※逸翁美術館・小林一三
記念館共通入館券：一般
1,000円、高・大生600円、
シニア700円、中学生以下
無料

箕面山七日市
2014年7月7日
（毎月7日）

箕面駅前や瀧道の商店街、瀧安寺、西江寺、箕面商工会議所、
箕面FMまちそだて株式会社が連携して立ち上げた門前市。瀧安
寺の護摩供に合わせ毎月7日に開催。参加店は130店舗を越
え、7日限定のお得な特典や商店街企画の振る舞いが人気を呼
んでいる。

箕面FMまちそだて株式会社
（072-724-5151）

箕面市 http://www.nanokaichi.com/index.html

箕面駅「もみじの足湯」 通年

箕面駅構内に交通・観光案内所を併設した足湯を設置。入湯料
金150円（オリジナルタオル付き）の一部および阪急阪神未来の
ゆめ・まちプロジェクトから同額を上乗せした額を、箕面の紅葉保
全のため寄付し、観光・地域振興および社会貢献にも取り組む。
また、九州旅客鉄道・由布院駅、京福電気鉄道・嵐山駅との間で
足湯三姉妹提携を結び、共同でＰＲを行っている。
なお、同施設ではオリジナルグッズとして、「もみじの足湯」と同じ
成分の「温泉の素」なども販売している。

箕面市観光協会
（072-723-1885／箕面 交通・観光案内所）

箕面市
(阪急電鉄・箕面駅)

http://www.hankyu.co.jp/area_info/ashiyu/

・営業時間：10時～16時
（土日祝日と11月は9時～
17時）
・休業日：11月を除く木
曜、年末年始（12月28日
～1月4日）
◇入湯料金：150円（オリ
ジナルタオル付き）

箕面川床
2014年4月26日～10
月27日

府営箕面公園内の箕面川のほとりで、「箕面川床」が平成24年4
月から本格オープン。四季折々の美しい自然を背景に、川のせ
せらぎを聴きながら、旬の食材や止々呂美地区で採れる希少な
実生ゆずを使った自慢の料理を楽しむことができる。
4月26日箕面川床オープニングイベント開催予定。

箕面川床協議会・箕面市観光協会
（072-723-1885／箕面 交通・観光案内所）

府営箕面公園内 http://www.city.minoh.lg.jp/syoukou/kawayuka/h25kawayuka.html
店舗により営業日・時間が
異なる。

四季折々の花や自然とめ
ぐる！阪急宝塚線沿線
観光あるき 2014

2014年4月～11月

阪急宝塚線・箕面線沿線、能勢電鉄沿線を中心に、地域の魅力
を発信する散策イベント。
沿線にある里山・棚田・大滝などの美しい風景や、歴史をしのば
せる銀銅山・城跡・古墳・石仏・社寺など沿線の見どころを、サク
ラ・バラ・アジサイ・コスモス・紅葉といった四季折々の花や自然
とともに「観光あるき」をお楽しみいただく。
大阪府・兵庫県にまたがる沿線8自治体と地元ボランティアガイ
ド、鉄道事業者が連携して実施。
参加方法は以下の3種類。
① 自由参加型：イベントパンフレットを持参しご自由に散策
② ツアー参加型：無料ガイドツアーに参加［事前申込制］
③ 体験参加型：体験型ガイドツアーに参加［事前申込制・有料］

いいな里山ねっと、豊能地区広域観光推進
協議会、宝塚市国際観光協会、阪急電鉄、
能勢電鉄

[協力]宝塚市、川西市、池田市、箕面市、豊中
市、猪名川町、能勢町、豊能町、宝塚文化財ガイ
ドソサエティ、川西市文化財ボランティアガイドの
会、いけだ観光ボランティアガイド、箕面観光ボラ
ンティアガイド「ＭＶクラブ」、とよなか・歴史と文化
の会、猪名川町観光ボランティアガイド、能勢町
観光ガイドの会、豊能町観光ボランティアガイドの
会

阪急宝塚線・箕面線沿
線、能勢電鉄沿線を中心
としたエリア（行政区域とし
ては、宝塚市、川西市、池
田市、箕面市、豊中市、猪
名川町、能勢町、豊能町）

http://www.hankyu.co.jp/area_info/kankouaruki/takarazuka/

イベントにより異なる。
（体験参加型のみ有料。
800円～1500円）

北
摂
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域
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河
内
地
域

はびきの軽トラ市
毎月第4日曜日
（5月～10月）
※臨時開催あり

新鮮な野菜や果物、自慢の一品を軽トラックの荷台などで、生産
者と消費者が交流しながら商品を購入する。毎月約30台が揃
い、ステージイベントも開催、軽トラ市ならではのお買い得商品を
多数そろえて出店しています。

羽曳野市 産業振興課
（072-958-1111）

羽曳野市
（駒ヶ谷駅西側公園 他）

http://www.city.habikino.lg.jp/10kakuka/11sangyoshinkou/keitoraichi.html

不動尊御縁日 毎月28日
日本三大不動の一つである瀧谷不動明王寺の月縁日である毎
月28日は、多数の参拝者で賑わい、近鉄滝谷不動駅から約1km
の参道には、約200軒もの露店が軒を並べる。

瀧谷不動明王寺
（0721-34-0028）

富田林市
（彼方)

http://www.takidanifudouson.or.jp/index.html

じないまち散歩 毎月第2土曜日

江戸時代から現代にいたるまでの様々な建造物が立ち並ぶ府
内唯一の重要伝統的建造物群保存地区である富田林寺内町
で、季節の風物をテーマに寺内町を彩り、寺内町のまち歩きを楽
しんでいただくイベントを開催。

（一社）富田林じないまち文化トラスト
富田林市
（富田林寺内町）

http://jinaimachi-sanpo.seesaa.net/

 万葉朝がゆ会
毎月第1日曜日と23
日（日曜日か祝日に
あたる月のみ）

河内では、「かゆ」といえば「茶がゆ」。茶の葉をたっぷり入れて
炊くので、ほんのりとしたお茶の色と、湯気といっしょに漂う香り、
それにサラッとした舌触りは、これを食べる人の身も心も、芯から
温めてくれる。
万葉の森、古代池の広場で午前8時頃から開催される。

万葉の森案内所
(0721-98-1558)

太子町
(二上山万葉の森)

◇年会費：1,000円

たいし聖徳市
毎月第3日曜日
(11月は除く)

聖徳太子ゆかりの地で、ふれあいとまちおこしを目的に地域住
民が集まり青空市を毎月第3日曜日に開催される。
午前9時～午後1時

太子町観光・まちづくり協会事務局
（0721-21-5798）

太子町
(太子・和みの広場)

http://www.town.taishi.osaka.jp/business_kanko/kanko/1373250735824.html
◇出店料：１ブース2,000
円

ノルディック・ウォーク 毎月第2・4木曜日
全日本ノルディック・ウォーク連盟のインストラクターの指導のも
と、ノルディック・ウォークで園内を歩きます。

久宝寺緑地管理事務所
（072-992-2489）

八尾市
（久宝寺緑地園内）

http://www.toshi-kouen.jp
500円
（ポールレンタル料込）

枚方宿（歴史街道）イベント
枚方宿くらわんか五六市

毎月第2日曜日
枚方宿地区内の旧街道沿いで手作り作品やこだわり品が集まる
青空市を定期的に開催しています。

枚方宿地区まちづくり協議会 枚方宿くらわ
んか五六市実行委員会（080-1440-5611）
（072-841-1221／枚方市都市整備推進室）

枚方市（枚方宿地区） http://www.gorokuichi.net/index.html
◇出店参加費：1ブース
3,000円
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泉
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堺旧港観光市場 毎月第2日曜日

｢堺は海からアジアから｣をテーマに、毎月第2日曜日に開催され
ます。
"堺旧港ワイワイ海鮮焼き"、"堺魚市場特製グルメ"、国際色豊
かな"アジアンブース"、全国の名産品が味わえる"ふるさと観光
物産展ブース"など。

堺旧港観光市場実行委員会
堺市
(堺魚市場）

http://sakai-kanko-ichiba.com/index.html

カルチャースコール
（泉大津市文化フォーラ
ム）

2014年4月～2015年
3月

スコール（突然の強い雨）のようにカルチャー(文化）の雨が降る
という名のもと、各界の著名人を招き、質の高い講演会やシンポ
ジウムを年間約6回開催する連続文化講演会です。（2013年度6
回）

泉大津市 秘書広報課
泉大津市
(泉大津市民会館、テクス
ピア大阪)

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/hishokoho/ibento/1302172407994.html 未定

岡田浦漁港日曜青空朝市 毎週日曜日
大阪湾でとれた新鮮な魚介類はもちろん、野菜、花、総菜等が販
売されています。

泉南市岡田浦漁業協同組合
（072-484-2121）

泉南市岡田浦漁港 http://www.okadaura.org/index.html

田尻漁港日曜朝市
毎週日曜日
(お盆、正月休み有)

毎週日曜日（午前７時～12時まで）、田尻漁港で新鮮な魚や野菜
などを直接漁業者や農家などが販売する朝市を開催していま
す。魚介類以外にも、てんぷらや日用品なども販売しており、新
鮮な海の幸などを求めて朝早くから大勢の人で賑わっています。

田尻漁業協同組合
(072-465-0099)

田尻町
(田尻漁港)

http://www.tajiriport.com/

田尻漁業体験 2014年4月～11月
田尻漁業協同組合が漁船を出して、漁業体験・関空クルージン
グ・とれとれ海鮮バーベキューを行っています。

田尻漁業協同組合
(072-465-0099)

田尻町
(田尻漁港)

http://www.tajiriport.com/

◇漁業体験フルコース（＋
バーベキュー）：平日／大
人6,300円、小学生3,675
円、休日／大人7,350円、
小学生4,200円
◇漁業体験セミコース：平
日／大人3,675円、小学生
2,100円、休日／大人
4,725円、小学生2,625円

関西ビーチサッカーリーグ
2014年4月～11月
（日程未定）

関西に拠点を置くビーチサッカーチームが４月～１１月までトーナ
メント試合をおこないます。

関西ビーチサッカーリーグ実行委員会
岬町
(淡輪せんなん里海公園・
潮騒ビバレー)

http://sports.geocities.jp/kansaibsleague/

大阪ビーチサッカーフェス
ティバル

未定
他地域リーグ等で活躍している全国のビーチサッカー大会出場
経験のある強豪チームを潮騒ビバレーに招待して大会をおこな
います。

大阪ビーチサッカーフェスティバル実行委員
会

岬町
(淡輪せんなん里海公園・
潮騒ビバレー)

http://sports.geocities.jp/kansaibsleague/

※ 掲載しているイベント内容・開催時期等については、やむを得ず変更する場合がありますので、予めご了承ください。
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