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プログラム 8 と 12 は、期間中毎日開催しております。
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工場見学ガイドツアー＆板金部品を組み

段ボールケースの機械を使って

❼ 立てて作ろう！ミニチュア乗り物シリーズ

ニット糸メーカー工場見学＆紐作り体験

❽ びっくり箱を作ろう！

❾「結ぶ」をつくるワークショップ

ひがしおおさか体感まち博とは？
工場ガイドツアーではめったに入れないモノづくりの現場をスタッフの解説付きで
ご案内。金型って何？板金加工ではどんなことができるの？などの疑問にお答えし
ます。ワークショップでは、細かい板金部品をドライバーなどの工具を使って組み
立てて、カッコいい乗り物を作りましょう。大人も楽しめるワークショップです。

東大阪はラグビーのまち・モノづくりのまちとして有名ですが、魅力はそれだけではありません。
「このまちには心動かされる体験や見どころがたくさんあることを知ってほしい！」と、2018年に始まった「ひがしおお
さか体感まち博」は、言わばまちを体感する博覧会。グルメを堪能するも良し、文化に触れるも良し、スポーツで体を
めいっぱい動かすも良し。ここでしか味わうことができない体験があなたを待っています。

11月11日
（金）
・12日（土）
工場見学：10：00～11：00、
11：00～12：00、
13：00～14：00 
ワークショップ：10：00～11：00、11：00～12：00、13：00～14：00

［場所］株式会社 盛光SCM 東大阪市岸田堂西２-８-25
［お申込］予約フォーム
［お問合せ］☎06-6727-2855

今年の「まち博」は、市内のお店や会社が手を取り合って一緒に作り上げた「コラボ企画」など盛りだくさん！まちを
知り尽くしたプログラム案内人がオススメする飲食店も紹介していますので、体験もグルメもお楽しみください！！

段ボールケースの機械を使って板状の段ボールから加工し、箱が完成
するまでの一連の作業を体験していただきます。作るのは、びっくり
箱！完成したびっくり箱はお持ち帰りいただけます。

随時開催

参加費／工場見学：無料、ワークショップ：3,000円 催行人数／工場見学：２人
〜10人 ワークショップ：１人〜６人 対象／12歳以下は保護者同伴 申込受付期
限／開催日の２日前まで、当日空きがあれば可 キャンセルは開催日の２日前まで
※ワークショップは全４種類。スポーツバイク、アメリカンバイク、サイドカー、
フォークリフト。どれを作りたいか、予約時にご指定ください。

平日は15：00～、

土曜・日曜・祝日は９：00～17：00随時
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靴をキャンバスに…靴に色付け体験

3

オリジナルTシャツを作ろう！
季節を染めるタイダイ染め体験

（工場見学は開始から30分間）

参加費／5,000円 催行人数／１人～10人 対象／12歳以下は保護者同伴 申
込受付期限／開催日の２日前まで キャンセルは開催日２日前まで ※危険な
作業箇所はこちらでセッティング・サポートします

参加費／ワークショップ参加者は1,100円、工場見学のみは無料 催行人数／
１人～５人 工場見学のみは10人まで可 対象／12歳以下は保護者同伴 申
込受付期限／当日受付可、キャンセルは開催日の３日前まで ※工場内は機械
が稼働しておりますので動きやすい服装でお越しください

有限会社アラカワ紙業

おすすめの飲食店 韓国料理チング
（韓国料理）
、るーちぇ
（定食・食堂）
、アジ
ヨシ弥刀店
（焼肉・冷麺）

自分だけの宝箱を探す旅に出かけよう！
木のお弁当箱製作体験

10月28日
（金）
・29日
（土）
・11月11日
（金）
・12日
（土）
金曜開催は15：00～17：00、土曜は10：00～12：00

［場所］エップヤーン有限会社 東大阪市菱江２-３-32
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎072-968-8615

［場所］有限会社アラカワ紙業 東大阪市荒川３-14-12
［お申込・お問合せ］☎ 06-6728-1055

株式会社 盛光SCM

店舗やホテルなどに使われる照明、車やバイク、理美容製品などに使われ
る工業製品、インテリア製品など、幅広い業界でのモノづくりを約60年に
わたり手掛けています。職人の技術を一般の方々にも知っていただきたいと
いう思いから、オープンファクトリーイベントを積極的に開催しています。
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実は身近なものにも使われている「糸」を作る工場の見学とワーク
ショップ。ワークショップでは、リストバンドやストラップなどに使える
紐を作る体験をしていただきます。ご参加いただいたお客様は弊社商品
を10％オフでご購入いただけます。

エップヤーン有限会社

案内人 辻 明徳
段ボール業界歴29年。シート工場で段ボールの勉強をし、創業者でもあ
る父親のケース工場に勤める２代目社長。今では、箱の作成だけでなく、
段ボールの可能性を追求し続けるカートンオフィスプロデューサー

おすすめの飲食店 Sandwich Honnete（サンドイッチ）、蕎麦とラー油で幸なった。
（そば）、
la maison Canna（パン）

おすすめの飲食店 和創菜ダイニング深海
（居酒屋）

大きなダンボール板の自由創作で道具

水を吸う化石！？けいそう土を使って

❿ の使い方を学ぼう☆ワークショップ

エップヤーン有限会社は「モノづくりのまち」東大阪でニット用の糸を
作っています。多様化しつつある繊維素材へのニーズに対して常に真摯
な姿勢でお応えし、より大きな満足をご提供できるように努力してまい
ります。

⓫ コースターを作ってみよう！

⓬ 東大阪の土で土器や食器を作ろう！

大きなダンボールの板を道具
やネジを使って親子でモノづ
くり体験しましょう！道具の
使い方や注意点などもお教え
します。何が作りたいか考え
て参加してね☆
曲げやヤスリがけなど木のお弁当箱の製作体験と、思い思いに描いた
絵をふたにレーザープリンターで焼き付けて、世界でひとつのオリジナ
ルお弁当箱を作ります。またお弁当箱用ゴムバンドに名入れサービスい
たします。自分の大切なものを入れる宝箱としてもお使いいただけます。

10月15日
（土)・16日(日)
①午前の部10：00～12：00 ②午後の部13：30～15：30

［場所］箱屋常吉 東大阪市渋川町２-15-９
 約フォーム ［お問合せ］ info@tsunekichi.net
［お申込］予

参加費／8,800円 催行人数／２人～６人 対象／５歳以上 申込受付期限／
10月13日
（木） キャンセルは開催日前日まで ※ふたにレーザーする絵を、
A4サイズの紙に黒マジックで描いてお持ちください。鉛筆やカラーではなく
黒でハッキリと描いてください。

①靴のデザインを選んでいただきます ②ゲージの靴でサイズを選んで
いただきます ③白い革の何も着色していない靴をお渡しします ④い
ろいろな色の染料で靴をキャンバスに着色していただきます ⑤コージ
製靴新潟工場にて最終仕上げ、磨きをして完成
（約15日前後） ⑥コージ
製靴からご自宅に完成品を発送

11月12日（土）
・13日
（日）
・19日
（土）
・20日
（日）
各日10：00～17：00（１時間休憩あり）

［場所］株式会社コージ製靴 大阪営業所
 06-6748-7161
［お申込・お問合せ］☎

参加費／15,000円 催行人数／１人～10人 対象／12歳以下は保護者同伴
申込受付期限／開催日の14日前まで ※汚れてもいい服装で来てください。今
回の体験は単色での染色になります。

箱屋常吉

案内人 箱屋常吉 五代目 笹井雅生
明治元年(1868年)江戸堀創業の箱屋常吉は、伝統の職人技と無垢・無塗
装の土に還る杉材で、料理木箱をはじめとする木製品を作り続けています。

おすすめの飲食店 大阪ふくちぁんラーメン布施渋川町店（ラーメン）
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虹紙製作所＆東大阪繊維研究所コラボワークショップ
「オリジナルエコバッグをつくろう♪♪」

東大阪繊維研究所のモンスターオンスTシャツ生地のエコバッグに、レ
ザーでアレンジ！！オリジナルのカッコいいエコバッグを作りましょう。
（エコバッグでなく、ふだん使いもOK）

10月22日
（土）・23（日）
各日９：30～19：00 のご希望の時間（製作時間約２時間）

詳しくは

東大阪市荒本北３-４-２

株式会社コージ製靴

おすすめの飲食店 中華そば九兵衛本店
（ラーメン）

参加費／8,800円 催行人数／２人～６人 対象／小学生以上 12歳以下は
保護者同伴 申込受付期限／開催日５日前まで キャンセルは開催日の３日
前まで ※動きやすい服装で来てください

太古の聖域で「笑い文字」を書こう！

おすすめの飲食店 ガンガジ（インド料理）、ミスティーク（イタリア料理）

4

株式会社福井プレス

案内人 武田梨乃
京都造形芸術大学で染織テキスタイルコースを専攻。大阪クラフトパー
ク等で染色指導の経験があります。福井プレスでは、体験会の企画を担
当しております。
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参加費／基本料800円：ダンボール板２枚、プラネジ８個セット資材代 足りな
くなった資材は追加購入して頂けます。＜ダンボール板１枚300～400円、PVC
シート１枚500円、カラフルなプラネジ
（６個セット：ネジ・ワッシャー・ナット）
300円など＞ 催行人数／１人～４人 対象／５歳～中学３年。大人の方も歓
迎。小学４年生未満は保護者同伴 申込受付期限／開催日の２日前まで ※空
席があれば当日受付可 ※カッター、ダンボールノコギリ、グルーガン
（ホット
ボンド）
を使います。 ※作業用手袋
（滑り止め付き）
を必ずご持参ください。
㈱図書館流通センター［TRC］・㈱コノエ・和気産業㈱

案内人 にじいろのネジプロジェクト (株式会社コノエ)
工業・ものづくりの町、東大阪から2016年６月１日
（ねじの日）
にスタートした
キッズ＆ファミリー向けものづくりエデュケーションプロジェクトです。ワー
クショップとコンテンツ、二つの要素を組み合わせ、ものづくりの本質「誰か
のために作る」と「自由に生み出す楽しさ」を伝える活動を行っています。
おすすめの飲食店 kissa & zakka ツナグ茶房
（カフェ）
、Lampside Roastery
（カフェ）

１日ラーメンスクール体験

10月15日
（土）・16日（日）・22日（土）・23日（日）
10：00～16：00

10月25日（火） 13：00～16：00

［場所］近大通り食のスタジアム 東大阪市小若江１-９-２
［お申込］予
 約フォーム
［お問合せ］ info@ramenschool.jp

参加費／6,000円 催行人数／６人～24人 対象／小学生以上 小学生は保
護者同伴 申込受付期限／10月22日
（土） キャンセル料は開催日３日前から
50％、当日100％
WILL

案内人 谷口佳津子
「お笑い神事」の際、笑い文字で名前を書いていただいたのがきっかけで
笑い文字を知り、東大阪を笑顔あふれる街にしたいと講師の資格をとりま
した。２年間で受講者総数300名。笑いのパワーでコロナを吹っ飛ばそう。
おすすめの飲食店 食堂喫茶PECOSLOPE
（カフェ）

参加費／12,000円 催行人数／1人～8人 対象／小学生以上 申込受付期限／
開催日の前日まで ※サイズはS、M、L、LL

［場所］
東大阪市立永和図書館 東大阪市永和２-１-１
 06-6730-6677、または永和図書館窓口にて受付
［お申込］☎
※10月７日(金) 10時～受付開始
［お問合せ］永和図書館 ☎06-6730-6677

国産のけいそう土を使って、好きな色・好きな形のコースターを作ります。
粉と水を混ぜたり、絵の具を加えたり、型に流し込んだり、クッキング
気分で作っていきます。けいそう土とは何かを楽しく学べるアニメ付き！

自分の好きな絵を描いた絵馬を

参加費／9,800円 中学生は4,900円 催行人数／２人～４人 対象／中学生
以上 申込受付期限／開催日の７日前まで キャンセル料は前日50％、当日
100％ ※汚れてもいい服装と靴でご参加ください。
宮島ラーメンスクール

案内人 宮島力彩
元祖ラーメンプロデューサー。2001年からラーメンスクールを主宰

おすすめの飲食店 てらまえ
（お好み焼き・焼きそば・鉄板焼き）
、おでん酒庵
飛鳥
（居酒屋）

11月３日
（木・祝）・12日
（土） 10：00～10：30、10：50～11：20、
13：00～13：30、13：50～14：20、14：40～15：10

※プログラム終了後、
60分乾燥後の受け取りになります

［場所］
東大阪市立永和図書館 東大阪市永和２-１-１
 06-6730-6677、または永和図書館窓口にて受付
［お申込］☎
※10月７日(金) 10時～受付開始
［お問合せ］永和図書館 ☎06-6730-6677



石切劔箭神社

案内人 宮司 木積康弘
ご自身の好きな絵を描き、日々の感謝や祈願の気持ちを込めてお納めく
ださい。絵の上手下手を問うものではありませんし、お名前は見えない
ように展示いたしますので、絵が得意でないという方も安心してご参加
ください。

対象／制限なし

申込受付期限／

案内人 木村直規
地元の土を使い40数年、野焼きで縄文・弥生土器の花器づくりをしてい
ます。現在は、近畿一円各地の土で土器、食器づくりを目指しています。
東大阪市は歴史が深く大変興味深い土地でもあります。お越しの際には
この地の文化や歴史もお伝えできればと思います。

おすすめの飲食店 ゼー六
（アイスもなか）

おひなさまに囲まれて髪飾りを

ひな人形の工房で、人形の衣裳に使う生地を使ってアクセサリーを作っ
てみませんか。日本の伝統工芸「つまみ細工」とリボンで、アレンジ自
由なアクセサリーを作ります。ヘアゴムやクリップ、指輪など選べます。

参加費／1,000円 催行人数／１人～20人 申込受付期限／当日受付可
キャンセルは受付前日まで ※公序良俗に反する絵を描くことはお控えくだ
さい。また、こちらでもサインペンは用意いたしますが、色を塗りたいとい
う場合にはクレヨンやカラーペン等をご持参ください。

10：00～11：30、13：00～14：30

同塵窯

神様に願いや感謝を届ける絵馬。自分で絵を描いて、自分だけの絵馬
を作って納めましょう。納めていただいた絵馬は特別に場所を設けて
一定期間展示させていただきます。また、絵馬の由来や拝礼の作法な
どを神職よりお話させていただきます。

［場所］ 石
 切劔箭神社内 崇敬会館３階大講堂 東大阪市東石切町１-１-１
［お申込・お問合せ］☎072-982-7745

期間中毎日

［場所］同塵窯 東大阪市本庄１-２-18
［お申込・お問合せ］☎072-962-2178

㈱図書館流通センター
［TRC］
・㈱コノエ・和気産業㈱

案内人 キッズDIYキャンプ
今年100周年を迎えたDIYの専門商社「和気産業株式会社」が子どもたちに
多くの経験をしてほしい！そう思ってはじめたワークショップです。他では楽
しめないメニュー続々開発中！南港ATCにて定期的に開催中。

⓮ 作りましょう！

10月15日
（土）
・16日（日）
・23日（日）
・30日（日）
11月１日（火） 13：00～14：00

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

参加費／1,000円 催行人数／１人～６人
希望日の３日前まで

参加費／800円 催行人数／各回１人～５人 対象／小学生未満は保護者同伴
申込受付期限／開催日の２日前まで ※空席があれば当日受付可

⓭ 神様に奉納しよう

ラーメン店の開業を目指
す人が通うラーメンスクー
ルで、ラーメン業界の話
に始まり、ラーメンスープ、
焼豚、味付き煮卵、自家
製麺づくりを体験していた
だきます。最後はラーメン
の仕上げと湯切りを体験！
出来上がったラーメンをご
試食いただきます。

20分間笑い続けるユニー
ク な 神 事「 お 笑 い 神 事 」
で有名な枚岡神社で太古
の神気を体感する特別参
拝ツアーと、満面の笑み
が入った笑い文字の「あ
りがとう」を筆で書きあ
げることができる「笑い」
のコラボセミナー

虹紙製作所

案内人 和田英男、和田静奈
和田英男／革製品の制作現場の要望を聞き出し、使いやすい新たな道具
を生み出す木工職人。和田静奈／夫・英男の作った道具を使って、全国
各地で「はじめてでも楽しんでもらえる♪」をコンセプトに、レザーク
ラフトのワークショップを開催しています。

10月22日
（土） ９：00～12：00

［場所］株式会社福井プレス 東大阪市西石切町６-３-42
 約フォーム、☎
［お申込・お問合せ］予
 072-986-9295

おすすめの飲食店 そば切り粋人（そば）

［場所］枚岡神社・鶏鳴殿 東大阪市出雲井町７-16
［お申込］予約フォーム
［お問合せ］☎090-9544-6416
 m31.t15.y10.katsu.ma.ma@gmail.com

［場所］虹紙製作所 東大阪市永和３-18-13
［お申込・お問合せ］☎090-2106-0420
 shizuna.w@nijigami.com

布生地を縛って染める「タイダイ染め」
。東大阪繊維研究所の高品質な
Tシャツをボディに使い、秋色の染料で染めていただきます。好きに
縛って好きな色を組み合わせて、世界で１枚しかないTシャツを作りま
しょう！

大阪営業所

案内人 房川浩統
コージ製靴の関西を担当する営業マン。新潟工場で靴の色付けの修業を
しました。
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11月３日（木・祝）・12日
（土）
10：00～11：30、13：00～14：30、15：00～16：30

⓯ 河内木綿糸紡ぎ体験

10月29日
（土） 10：00～、13：00～

［場所］

株式会社 松よし人形 東大阪市荒川１-10-４
 約フォーム、メール：info@koubou-shouju.com、
［お申込・お問合せ］予

line公式アカウント：@koubou-shouju
☎0120-411-754（おもたか）



参加費／1,200円 催行人数／１人～６人 対象／小学生以下は保護者同伴
申込受付期限／開催日の２日前まで、キャンセルは開催日の２日前まで ※工
房で使用している道具類を使用しますので、難しいところはスタッフがお手伝
いします。
株式会社 松よし人形

案内人 面高定子
節句人形アドバイザー、店長。
地域の皆様にもっと気軽に入って頂けるようなお店を目指して頑張って
います。今回の可愛らしい髪飾りも企画しました。モノづくりの楽しさ
を是非体験しに来て下さい。
おすすめの飲食店 神楽
（創作料理）
、大龍飯店
（中華料理）

種を取り除いた綿を綿打ちしたものを糸にしていく体験です。綿がスル
スルと糸になり巻かれていく様子は何度体験しても不思議！子どもから
大人まで河内木綿に触れて楽しんでください

10月16日
（日）
・23日
（日） 10：00～11：30

［場所］河内木綿はたおり工房 東大阪市東石切町３-２-13
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎072-987-0189
参加費／700円 催行人数／１人～10人 対象／７歳以上
開催日の２日前まで キャンセルは開催日の２日前まで

申込受付期限／

河内木綿はたおり工房

案内人 中井由榮
河内木綿に触れていただき河内の事を、もっと知っていただく機会にな
ればと思っています

おすすめの飲食店 串揚げ いのうえ
（串揚げ・串かつ）
、レガーロ
（イタリア料理）
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⓰ 河内木綿の体験とミニコースター作り

河内木綿を紡いで糸を作り縞文様に使います。ベースになる糸は麻糸
を使います。子どもから大人まで、河内木綿に触れて、オリジナル
コースターを作って楽しんでください。

10月30日
（日）・11月６日（日） 10：00～11：30

源義経～

武蔵坊弁慶と主従関係を結ぶ出会いを描いた「五條橋」、奥州平泉で
の非業の最期を遂げた場面「衣川」を鑑賞します。琵琶の歴史やポイ
ント解説でより身近に感じつつ、平家滅亡への最大の功労者である源
義経の波乱万丈な人生を本格的な筑前琵琶演奏で味わいます。

10月29日(土)

申込受付期限／開

13：30～14：30

参加費／1,000円 催行人数／１人～20人 対象／中学生以上 申込受付期限
／10月４日
（火）
９：30より申込受付開始
（定員になり次第受付終了）

河内木綿はたおり工房

案内人 中井由榮
河内木綿に触れていただき河内の事を、もっと知っていただく機会にな
ればと思っています

旧河澄家

宮大工に弟子入り！ユネスコ無形遺産に

普段筆を使ったことのない方でも大丈夫!!書家と相談しながらお好き
な文字を、筆ペンや様々な種類の筆を使って墨の濃淡を活かし、オリ
ジナルの和風ランプを作ります。江戸時代に文化人が集まった旧河澄
家の奥座敷『棲鶴楼』で書を楽しむ素敵な時間を過ごしませんか。

11月６日
（日）
・19日
（土） 10：00～12：00、13：00～14：00

［場所］

旧河澄家 東大阪市日下町７-６-39
 約フォーム、☎090-8821-8325
［お申込］予
［お問合せ］ skylovelyca@gmail.com

歴史体験ワークショップ

⓴ お伊勢参りへ行こう in 鴻池新田会所

めだかについての生体講座。飼育方法や日々の管理。卵の取り方。めだ
かの赤ちゃんの育て方など、めだかを見ながら学べます！すぐに始めら
れる飼育セットと、めだかすくいをしてめだかもお渡しいたします！

10月15日
（土）・22日（土）・29日（土） 11：00～12：00

［場所］

めだか屋Me 東大阪市足代新町17-２
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎06-4309-5219

参加費／3,500円 催行人数／２人～５人 対象／中学生以下保護者同伴 申込
受付期限／開催日の３日前まで、キャンセルは開催日の３日前まで

指定管理者 株式会社アスウェル

案内人 堀木昌彦
堀木昌彦／旧河澄家統括責任者・学芸員 年間を通じて様々なイベント
を企画しています。
門井旭蓮／筑前琵琶日本旭会教授 筑前琵琶奏者。心の琴線に響く懐か
しい音色と共に、大阪・全国各所で活動中。

おすすめの飲食店 串揚げ いのうえ
（串揚げ・串かつ）
、レガーロ
（イタリア料理）

⓳ 登録された匠の技に学ぶ木工体験

ファミリー向け「めだかの飼い方」
25 初心者講座＆飼育セット

⓲ 古民家で和風ランプをつくろう

［場所］

旧河澄家 東大阪市日下町７-６-39
 072-984-1640、旧河澄家ホームページ内申し込みフォーム
［お申込］☎
［お問合せ］☎
 072-984-1640

［場所］
河内木綿はたおり工房 東大阪市東石切町３-２-13
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎072-987-0189
参加費／700円 催行人数／１人～10人 対象／７歳以上
催日の２日前まで キャンセルは開催日の２日前まで

筑前琵琶弾き語り

⓱ ～悲劇のヒーロー

参加費／2,000円 催行人数／１日１家族 対象／高校生以下のお子さまがい
らっしゃるご家族 申込受付期限／開催日の７日前まで

秀鳳書の教室

案内人 代表 深川秀鳳
由源社最高位師範、秀鳳書の教室運営、実用書道教室だけでなく、デザ
イン書道教室を2018年より本格始動。和と洋のコラボ書が得意。イン
テリア書の受注販売、イベント出展、パフォーマンスも行う。YAHOO!
ニュース、新聞メディアにも多数取り上げられる

世界のおもちゃ博物館でハロウィンの
26 かぼちゃお面
（壁飾り）
作り

プラスチック真空成型機で本物のかぼちゃからお面
（壁飾り）
を作り、絵
付けします。制作後は博物館で1930年代からのグリコのおまけと日本・
世界の伝統おもちゃや仮面と民芸品の数々を見学します。

10月22日
（土）・29日
（土） 10：30～12：00

［場所］
宮本順三記念館・豆玩舎ZUNZO
東大阪市下小阪５丁目１-21 山三エイトビル３階
［お申込］予約フォーム、☎06-6725-2545
［お問合せ］ omake@cream.plala.or.jp、☎06-6725-2545
参加費／1,500円 ※付き添いの方は入館料500円のみ 催行人数／１人～
10人 対象／幼児から大人まで 未就学児は保護者同伴 申込受付期限／開
催日の３日前まで、空きがあれば当日受付可

めだか屋Me

案内人 桃田一成
めだかの魅力にどっぷりハマり、もっと沢山の人にめだかを見てほしい
ので日々魅力を伝えています！

27 カッターナイフで切り絵に挑戦！

©2018 Higashiosaka city

カッターナイフを使い、一枚の紙からトライくん等を切り出します。難易
度別にいくつかモチーフをご用意しておりますので、初心者から経験者の
方まで楽しめます。

10月15日
（土） 10：00～12：00

［場所］

東大阪市民美術センター
［お申込］予約フォーム
［お問合せ］☎072-964-1313

東大阪市吉田６-７-22

参加費／600円 催行人数／３人～30人 対象／小学４年生以上 12歳以下は
保護者同伴 申込受付期限／当日受付可

NPO法人おまけ文化の会

「おもちゃと絵を通じて子どもたちをゆったり育てたい」宮本順三の思いや、
創意工夫して作ることの大切さを伝える体験型博物館を支援する友の会
です。

おすすめの飲食店 マウントフジ
（インドネパール料理）

おすすめの飲食店 細見商店（ラーメン）

おすすめの飲食店 珈琲工房
（喫茶店）
、ビストロ・プルミエ
（フランス料理）
、
あるとれたんと
（イタリア料理）

21 古代衣装でタイムスリップ体験

マクラメでスマホやポーチに使える
28 ストラップを作ろう

東大阪の採れたて野菜で美食体感
29 美味しく楽しい盛り付け体験教室

東大阪市民美術センター

案内人 切り絵作家 下村優介
学生時代はラグビー選手として10年間を過ごした後ラーメン屋を経て、
2012年より完全独学で切り絵を始める。
自身の手描きの線を最大限に活かし、細密なだけではない生命感のある
作品を切り出している。
おすすめの飲食店 らーめん豚郎
（ラーメン）
、春美
（お好み焼き・たこ焼き）

30 四季の和菓子をつくろう

コットンロープを結んで作るマ
クラメ。体験メニューとしてス
マホや斜め掛けポーチに使え
るストラップ120cmを作ります。
お好きなカラー
でオリジナルの
ストラップを作
りましょう。

熟練の宮大工に教えてもらいながら、お箸やキーホルダー、カッティング
ボードをつくります。
また、重要文化財である鴻池新田会所の見どころを楽しみながら巡って
いただける企画も用意しています。

11月19日
（土） 10：00～、11：00～、13：30～、14：30～
（各回１時間程度）

［場所］

鴻池新田会所 東大阪市鴻池元町２-30
［お申込］予
 約フォーム ※10月３日(月) ９時 受付開始
（東大阪市 人権文化部 文化室 文化財課）
［お問合せ］☎
 06-4309-3283
参加費／無料 催行人数／各回１人～５人 対象／小学生
（保護者同伴） 申込
受付期限／開催日の３日前まで
（定員になり次第終了）

実は旅がとても盛んだった江戸時代のお伊勢参りを親子で疑似体験して
みませんか。
出発の準備から旅先での見物、土産物の購入など、江戸時代の風情を
色濃く残す鴻池新田会所内をスタンプラリー形式で楽しみながらお伊勢
参りの歴史について学びます。

麻でつくった衣服やよろい・かぶと、装身具を身に着け、卑弥呼や豪族に
変身。勾玉づくりを体験し、古墳を見学します。

11月20日（日） 13：00開始

11月３日
（木・祝） 10：00～12：00

［場所］
鴻池新田会所 東大阪市鴻池元町２-30
［お申込］予
 約フォーム ※10月３日(月) ９時 受付開始
（東大阪市 人権文化部 文化室 文化財課）
［お問合せ］☎
 06-4309-3283
参加費／無料 催行人数／１人～15組 対象／小学４年生～６年生
（保護者同
伴） 申込受付期限／定員になり次第終了

東大阪市・一般社団法人日本伝統建築技術保存会

一般社団法人日本伝統建築技術保存会はユネスコ無形文化遺産に登録され
た「伝統建築工匠の技：木造建造物を受け継ぐための伝統技術」の17分野
のうち、
「建造物木工」の分野で保存団体として登録されています。

はじめてでも楽しんでもらえる
22 レザークラフト♪

１時間半～２時間程度

［場所］東大阪市立郷土博物館 東大阪市上四条町18-12
（10月20日(木)９

：30から受付開始。
［お申込・お問合せ］☎072-984-6341
定員になり次第締め切り）
参加費／無料 催行人数／１人～５人 対象／小学生以上（小学生は保護者
同伴） 申込受付期限／定員内の場合は当日受け付け可

参加費／1,500円 催行人数／１人～６人 対象／16歳以上 申込受付期限／
開催日１日前まで ※体験時間はお一人様、約２時間掛かります

東大阪市・甲南大学

案内人

東谷 智 (甲南大学教授)
木村朱晶 (甲南大学非常勤講師 エデュケーションプランナー)
東谷教授は甲南大学で日本史を担当しています。講演会などでは、一般の
人に江戸時代を分かりやすくお話ししています。今回は、博物館などで体験
型のワークショップの経験が豊富な木村先生とともに、伊勢参りの世界へと
誘います。

23 オリジナルの苔テラリウムをつくろう

東大阪市立郷土博物館

郷土博物館は約1,500年前に築造された山畑古墳群の中にあり、５基の古
墳が保存されています。館内には東大阪で人々が暮らし始める約２万年前
からの資料を展示しており、郷土の歴史のあゆみに触れることができます。

オンリーワンのフラワーボード
24 オブジェをつくろう

写真はイメージです

お子さまから大人まで、
はじめての方でもここま
でできるんだというクオ
リティの高いものをオリ
ジナルの治具や道具を使
い製作します。

10月15日
（土）
・22日
（土）
・23
（日）
・11月５日
（土）
・
６日
（日）
・12日
（土）
・13日
（日）
・19日
（土）
各日９：30～19：00（ご希望の時間帯で約30分〜2.5時間）

詳しくは

［場所］
虹紙製作所 東大阪市永和３-18-13
［お申込・お問合せ］☎
 090-2106-0420
shizuna.w@nijigami.com

参加費／3,300円～8,800円 催行人数／２人～６人 対象／小学生以上 12
歳以下は保護者同伴 申込受付期限／当日受付可。スマホケースのみ開催の５日
前まで。スマホケースのキャンセルは開催日の３日前まで。キャンセル料7,150円
※動きやすい服装で来てください。
虹紙製作所

案内人 和田英男、和田静奈
和田英男／革製品の制作現場の要望を聞き出し、使いやすい新たな道具
を生み出す木工職人。和田静奈／夫・英男の作った道具を使って、全国
各地で「はじめてでも楽しんでもらえる♪」をコンセプトに、レザーク
ラフトのワークショップを開催しています。
おすすめの飲食店 アーユルヴェーダ食堂（ベジタリアンスパイス料理）、IRORI COFFEE ROASTER（カフェ）

6

ガラス容器の中に苔テラリウムをつくって頂きます。道や川を色のつい
た砂で表現したり、ジブリの森のように石と苔だけの世界も綺麗です。
動物等のフィギュアもお好みで入れて頂けます(別売)

10月15日
（土）
・16日
（日）
・17日
（月）
（金）
・19日
（土）
・20日
（日） 13：00～16：00
11月18日

QRでお申込み

［場所］

金木犀 東大阪市森河内西１-33-32
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎050-3718-3332
参加費／4,000円 催行人数／１人～16人 対象／小学生以上 12歳以下は保護
者同伴 申込受付期限／開催日の１日前まで キャンセルは開催日の１日前まで
金木犀

案内人 本田敦子
日本蘚苔類学会会員、岡山こけの会会員
某カルチャースクール講師
京都府立植物園、咲くやこの花館等の「こけ展」で展示・販売の他、京
都伊勢丹、梅田LOFT、阪急西宮、阪神梅田本店等でも催事出店

10月27日
（木）
・11月17日
（木） 11：00～17：00

（時間内でご都合のいい時間をお選びください。所要時間は２時間です。
最終入室15：00）
［場所］
（アトリエN） 東大阪市横沼町２-１-21

Rental Space atelier N
［お申込］予約フォーム
［お問合せ］ yinfinit0303@yahoo.co.jp

インスタのDM ＠macrame_works_yinfinit

キャンバスボードにボタニカルなお花をデザインしてオンリーワンの
オブジェをつくっていただきます。お花のお色も選べます。

10月23日
（日）
・30日
（日） 10：30～12：00

［場所］
お野菜料理ふれんちん 東大阪市花園本町１-１-38
［お申込・お問合せ］☎072-961-4910
参加費／5,000円 催行人数／４人～８人 対象／18歳以上 申込受付期限
／開催日の７日前まで キャンセルは開催日の３日前まで ※感染症対策へ
のご協力をお願いいたします。盛り付けには手袋をつけていただきます。

東大阪市花園ラグビー場前にある東大阪市民美術センターで春夏秋冬
をイメージした４種類の和菓子をつくります。講師は「なにわの名工」
に認定された東大阪市民美術センター近くの和菓子店「菓心庵 絹屋」
の西田浩明さん。本格的な練り切り菓子を学びます。

10月23日
（日） 13：00～15：00

［場所］

東大阪市民美術センター
［お申込］予
 約フォーム
［お問合せ］☎072-964-1313

東大阪市吉田６-７-22

参加費／1,200円 催行人数／１人～12人 対象／小学生以上 12歳以下は保護
者同伴 申込受付期限／開催日の７日前まで。キャンセル等で空いていれば当日受
付可。キャンセルは開催日の３日前まで ※持ち物：エプロン、三角巾、タオル

お野菜料理ふれんちん

案内人 白山登茂和
お野菜料理ふれんちんオーナーシェフ。東大阪で育ち、金沢、京都、フ
ランスで料理を学び、地元東大阪の美味しさ、自然を感じる料理店を目
指しています。

東大阪市民美術センター

案内人 菓心庵 絹屋 西田浩明
中央技能検定委員、大阪府優秀技能者表彰（なにわの名工）、大阪府技能
検定委員、和菓子１級技能士、職業訓練指導員、製菓衛生師

おすすめの飲食店 笑美食堂
（オーガニック料理）

おすすめの飲食店 カプリスカフェ
（カフェ）
、山ぶき
（割烹・小料理）
、狸庵
（うどん）

おすすめの飲食店 総本家生そば伊吹
（そば）

東大阪産の【菓匠庵白穂のもち米】
31 収穫体験

英語で楽しむ小阪のまち歩き！＆マレーシア
32 料理、民族衣装、文化を英語で紹介

33

写真はイメージです

東大阪池島町でたわわに実った【もち米】を昔ながらの方法で刈り取
りします。普段何気なく食べているお米の収穫に携わっていただくこ
とで食の大事さを再確認できるような体験を目指します。

10月23日
（日）＊雨天の場合10月29日（土）に変更
10：00～11：30（９：45集合）

ラーメン店「キラメキノトリ」と自転車屋さんの間の道を
［場所］
入った先にある田んぼ
（東大阪市池島町８丁目）
［お申込・お問合せ］ info@shiraho.biz

☎06-6723-2075（菓匠庵白穂 若江岩田本店）

参加費／2,500円 催行人数／３人～６人 対象／５歳以上 申込受付期限／
当日受付可、キャンセルは開催日の３日前まで キャンセルの場合はキットお
渡しまたは完成品お渡し ※グルーガンを使用します。ヤケドなどの責任は
負いかねます。

参加費／無料 催行人数／５人～25人 対象／カマを使用しますのでお子様と保護
者様ペアでお願いいたします。12歳以下は保護者同伴 申込受付期限／開催日の３
日前まで。キャンセルは開催日の３日前まで ※当日は汚れても良い服装でご参加
ください。お子様もご参加される場合は子ども１人に大人１人ついてください。

杏 ドライフラワーと暮らしのアトリエ

おすすめの飲食店 菓匠庵白穂
（和菓子）

11月３日
（木・祝） 11：00～15：00

Rental Space atelier N

案内人 星野由紀子
「マクラメ」とは、コットンロープを結んでインテリアや雑貨を作る手工芸。
火も水も大きな道具も使わず、大人も子どもも楽しめます。東大阪を中心に
大阪市内や松原市などでマクラメ教室やワークショップをしてマクラメの楽し
さを伝えています。

［場所］

杏 ドライフラワーと暮らしのアトリエ 東大阪市若江北町２-８-27
［お申込・お問合せ］☎080-1431-4121、


（杏 ドライフラワーと暮らしのアトリエ）
公式LINE

案内人 田中敦子
ドライフラワーをメインとした受注作成のお花屋さん。子どもから大人
まで、日々の暮らしの中でお花を身近に感じてもらえると嬉しいです。
またギフトなど、送り主様の想いをカタチにすることが得意です。小さ
なことでもご相談ください。

東大阪エコ野菜って何？など東大阪ならではの新鮮野菜を知る楽しい
時間と美味しい食べ方や調理の仕方、そして盛り付け、そんなコツを
楽しみながら体験。お料理は前菜・メイン料理・デザート付きです
（体験していただくのは前菜の盛り付けです）
。 ※お飲み物は別途料
金となります。

菓匠庵白穂

案内人 代表取締役 新澤貴之
若江岩田に本店がある和菓子専門店「菓匠庵白穂」の２代目。地域の食材
を積極的に使用した和菓子を開発し、地産地消の取り組みや、大学や高校
で和菓子の授業を担当したり、地域の小学校、子ども会で和菓子体験を
開催したりするなど和菓子の普及活動も行う。
おすすめの飲食店 さばね
（ラーメン）

小阪のまちの魅力を英語でご案内
の後、マレーシア出身の案内人に
よるマレーシア料理、民族衣装の
体 験 や 文 化 を 英 語 で 紹 介 し ま す。
新型コロナの状況により料理の紹
介はできないこともあります。

10月22日
（土）
・11月12日
（土） 14：00～16：00

［場所］
SCE英会話クラブ 東大阪市小阪本町１-３-10
［お申込］予約フォーム、☎06-6725-3434
［お問合せ］☎06-6725-3434  scelankwee@ybb.ne.jp
参加費／2,000円 催行人数／５人～15人 対象／小学生以下は保護者同伴
申込受付期限／開催日の１日前まで ※歩きやすい服装、靴でお越しください。
荒天中止の場合は当日午前中までに連絡いたします。
SCE英会話クラブ

案内人 井上雅之、Tan Lankwee
井上雅之：英会話、受験英語の指導、翻訳、通訳、日本語指導のプロ。
街づくり、歴史、地理に興味あり
Tan Lankwee：マレーシア ジョホールバル出身、英会話指導、マレー
シア料理教室
おすすめの飲食店 中国料理 龍龍
（中国料理）
、みゆき珈琲
（カフェ）

東大阪の高低差を歩こう！長瀬周辺コース
～古代から栄えた地、旧大和川と長瀬・衣摺を歩く～
きずり

コース：近鉄長瀬駅→波牟許曽神社→法明上人の墓→吉松新田会所跡→長瀬神社→
金岡公園→衣摺古戦場跡→おつる地蔵→ゆうゆうタウン→弥刀駅

1450年程前、物部守屋と蘇我馬子、厩戸皇子が大和、河内地方で戦い
最後の激戦地となったのが衣摺と言われています。1704年に堺方面に
付け替えられた旧大和川は現在の長瀬川です。付け替え後は吉松・金岡
付近では川幅が200〜300mありました。今回は旧大和川の左岸の堤
辺りを歩きます。

10月23日
（日） ９：30～12：00

［場所］
集合：近鉄大阪線 長瀬駅改札口前（大阪上本町行） 東大阪市菱屋西１-24
解散：近鉄大阪線 弥刀駅 東大阪市友井３-１
［お申込・お問合せ］予 約フォーム、 ☎ 06-4309-8083（東大阪ツーリ
ズム振興機構 ９：00～17：00）
参加費／500円 催行人数／１人～15人 対象／小学生以上 小・中学生は保護者
同伴 申込受付期限／開催日の２日前まで キャンセルは開催日の２日前まで

東大阪観光協会

案内人 まちガイドボランティア
こよなく東大阪を愛するおしゃべり好きのまちガイドボランティアが東大阪
の魅力「おもしろスポット」や「ホンマもんの地元ネタ」を交えてご案内
させていただきます。
おすすめの飲食店 串あげ菱屋
（串揚げ・串かつ）
、てらまえ
（お好み焼き・焼き
そば・鉄板焼き）

7

東大阪の高低差を歩こう！石切・日下周辺コース
34
～孔舎衙の山のねきを歩く～
くさか

く さ か

コース：近鉄石切駅→旧生駒トンネル→日下新池→大龍禅寺→池之端春日神社→善根寺春日神社
→大阪城残念石→足立氏館跡→安岡正篤氏旧宅→神武天皇顕彰碑

海岸線が大きく入り込んだ古代の大阪湾の東端、日下・石切地域には、
豊かな海の幸と山の幸と温暖な気候に恵まれ、人々が生活するのに格好
の地でした。縄文時代の日下貝塚など多くの遺跡があり、河内潟の時代
に神武天皇が大和入りをめざして上陸しようとした楯津浜、孔舎衙坂が
あり『日本書紀』
『古事記』の過去の世界や地形を体感してみませんか！

10月29日
（土） ９：00～12：30

東大阪の高低差を歩こう！花園周辺コース
35 ～松尾芭蕉最後の旅路・旧大和川自然堤防を歩く～

コース：近鉄河内花園駅→花園商店街（元祖ラグビーロード）→旧吉田川の堤防道→吉田春日神社→
芭蕉碑→暗越奈良街道・松原宿跡→花園中央公園（越流堤）→東大阪市花園ラグビー場前

昔、河内平野に大量の土砂をも運びながら流れていた旧大和川。花園周
辺を流れていた支流の吉田川も、天井川となり自然堤防を作りあげました。
自然堤防上には暗越奈良街道が通り松原宿がありました。｢河内名所図会｣
には街道沿いに宿屋・茶店が並び、当時の賑わいぶりが描かれています。
松尾芭蕉が大坂へ行く最後の旅路にも通った道を歩いてみませんか！

11月12日
（土） ９：00～12：00

コース：近鉄石切駅→辻子谷の道→辻子谷の水車→興法寺→草香山→
石切場跡→旧生駒トンネル→近鉄石切駅

生駒西麓には自然の恵みや地形を生かして繁栄してきた地場産業があります。
江戸時代より豊富な水と急流を利用した水車の力による製粉末業や旧生駒ト
ンネルの北側に点在する花崗岩から燈籠や飛石等に加工する採石業などモノ
づくりまち東大阪の原点を現場で体感してみませんか！

11月19日
（土） 9：00～12：30

［場所］
集合：近鉄奈良線石切駅北口改札口前／東大阪市上石切町２-１-６
解散：近鉄バス 孔舎衙小学校前／東大阪市日下町５-８
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎06-4309-8083
（東大阪ツーリ
ズム振興機構 ９：00～17：00）

［場所］
集合：近鉄奈良線河内花園駅改札口前 東大阪市吉田１-１-13
解散：東大阪市花園ラグビー場前 東大阪市松原南１-１-１
（東大阪ツーリ
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎06-4309-8083
ズム振興機構 ９：00～17：00）

［場所］
集合・解散：近鉄奈良線石切駅北口改札口前 東大阪市上石切町２-１-６
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎06-4309-8083（東大阪ツーリ
ズム振興機構 ９：00～17：00）

参加費／500円 催行人数／１人～15人 対象／小学生以上 小・中学生は保護
者同伴 申込受付期限／開催日の２日前まで キャンセルは開催日の２日前まで

参加費／500円 催行人数／１人～15人 対象／小学生以上 小・中学生は保護
者同伴 申込受付期限／開催日の２日前まで キャンセルは開催日の２日前まで

参加費／500円 催行人数／１人～15人 対象／小学生以上 小・中学生は保護
者同伴 申込受付期限／開催日の２日前まで キャンセルは開催日の２日前まで

東大阪観光協会

東大阪観光協会

東大阪観光協会

案内人 まちガイドボランティア
こよなく東大阪を愛するおしゃべり好きのまちガイドボランティアが東大阪
の魅力「おもしろスポット」や「ホンマもんの地元ネタ」を交えてご案内
させていただきます。

案内人 まちガイドボランティア
こよなく東大阪を愛するおしゃべり好きのまちガイドボランティアが東大阪
の魅力「おもしろスポット」や「ホンマもんの地元ネタ」を交えてご案内
させていただきます。

案内人 まちガイドボランティア
こよなく東大阪を愛するおしゃべり好きのまちガイドボランティアが東大阪
の魅力「おもしろスポット」や「ホンマもんの地元ネタ」を交えてご案内
させていただきます。

おすすめの飲食店 石切参道商店街、お多福堂（和菓子）、菓匠庵 白穂 石切店（和菓子）

おすすめの飲食店 菓心庵 絹屋
（和菓子）
、花園スペインバルHEIZO
（スペイン料理）

おすすめの飲食店 石切参道商店街、ホテルセイリュウ、シェ・アオタニ
（洋菓子）

大阪の地下を横断する巨大な地下河川
37 立坑の見学会！

J：COMチャンネル アナウンサー体験
38 花園近鉄ライナーズの選手にインタビューしよう！！

HANAZONO RUGBY STADIUM
39 第１グラウンド開放＆スタジアムツアー（お弁当付）

普段は立ち入ることのできない大阪の地下に潜む巨大な治水施設を見学し、
楽しみながら寝屋川流域の治水対策について学んでいただきます。一歩入
ると、タイムトンネルに入り込んだかのような体感を実感できます！

11月18日
（金）
１回目 13：30～14：30 ２回目 15：00～16：00

［場所］寝屋川南部地下河川若江立坑 東大阪市若江西新町２ QRでお申込み
［お申込］「大阪府インターネット申請・申込みサービス」に必要


事項を入力のうえお申し込みください。
（要事前申込み）
受付期間：10月３日(月)～10月31日
（月）
※１申込みあたりの申込人数の上限は４名です。
［お問合せ］大阪府都市整備部河川室河川整備課都市河川グループ
kasen-g24@gbox.pref.osaka.lg.jp、☎06-6943-9024
参加費／無料 催行人数／各回１人～20人
（応募者多数の場合は抽選） 対象／
約25ｍの階段昇降
（７～８階相当）
を自力でできる人 ※12歳以下は保護者同伴
申込受付期限／10月31日
（月） キャンセルは開催日の２日前まで
・雨水貯留施設のため、当日、東部大阪に、大雨・洪水注意報が発表された
場合等は中止いたします。また、前日までの降雨で、雨水を貯留している
場合、見学会を中止することがあります。
・施設の見学にあたり、約25ｍの階段昇降を伴います。
・公共交通機関でお越しください
・汚れてもよい服装、歩きやすい靴でお越しください。
大阪府都市整備部河川室・寝屋川水系改修工営所

私たちは、安全で快適なまちづくりのために、水害対策として主に治水施設
の整備をおこなっています。

プロラグビーチームの試合・イベント
40 運営を体験！

プロラグビーチーム「花園近鉄ライナーズ」の試合運営やイベント企
画を体験してみませんか。普段は入ることができない試合の内側から、
来場者の皆さんに思い出を持って帰ってもらいましょう。

10月15日
（土） 10：00～17：00

［場所］
花園中央公園噴水広場
（東大阪市花園ラグビー場前）

東大阪市松原南１-１-１
［お申込］ 予約フォーム
（週刊ひがしおおさか）
［お問合せ］☎06-6727-9300
参加費／無料 催行人数／１人～30人 対象／高校生以上 申込受付期限／
開催日前日まで キャンセルは開催日３日前まで ※動きやすい服装でお越
しください
週刊ひがしおおさか

案内人 前田寛文
東大阪の地域情報サイト。ライナーズの話題を日々配信するライナーズ
原理主義集団。

おすすめの飲食店 ラーメン天竜
（ラーメン）
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ず し だ に

東大阪の高低差を歩こう！石切・辻子谷山歩き健脚コース
36 ～モノづくりの先がけを訪れて～

J：COMのスタジオでアナウンサー体験。今回の体験では、花園近鉄ライ
ナーズの選手をゲストにお迎えして、実際にカメラの前で選手へのインタ
ビュー体験を行います。日頃聞けない内容を選手に質問してみませんか？

10月29日（土） 10：30～12：00、13：30～15：00

［場所］

J：COM東大阪 東大阪市長田中１-４-14
［お申込］予約フォーム
［お問合せ］ KusuharaM@jupiter.jcom.co.jp

参加費／無料 催行人数／各回３人 応募多数の場合は抽選 対象／小学生
込受付期限／開催日の10日前まで

申

スタジアムツアー前に第１グラウンドを開放いたします！
（約30分間）
。
写真撮影や、走るなど体験してみてください！
（ボールもお貸しします）
。
ツアーは花園ラグビー場のバックヤード見学です！試合で、普段選手が
使用しているロッカーやVIPルームにもご案内します！昼食はお弁当を
準備し、スタンドにてお召し上がりいただく予定です。参加者には花園
ラグビー場公式ロゴグッズもプレゼント！

10月29日
（土） 10：30～13：00

［場所］

東大阪市花園ラグビー場 南正面ゲート
東大阪市松原南１-１-１
［お申込・お問合せ］予約フォーム、☎072-961-3668
参加費／大人3,300円 中高生1,650円 小学生1,100円 幼児無料 催行人数／５人～30人
対象／小学生以下は保護者同伴 申込受付期限／開催日の７日前まで キャンセルは開催日
の７日前まで ※幼児の方の飲食物は各自ご用意ください。 ※グラウンド内は革靴、ヒール
での入場はできません。運動しやすい靴もしくはスニーカー等の着用をお願いいたします。

株式会社ジェイコムウエスト東大阪局

案内人 地域プロデューサー 楠原三千代
日頃見ているテレビの裏側を体験してもらい、カメラの前で話すことの楽し
さを体感してもらいたいです。

QRでお申込み

HOS株式会社

案内人 中川
当施設スタッフの中川と申します。
当日は普段なかなか入ることができないバックヤードをご案内させていただ
きます。

おすすめの飲食店 イタリア食堂 マリーケント
（イタリア料理）

おすすめの飲食店 中華料理 天宝
（中国料理）
、ふくのやま
（弁当）
、生そば伊吹
（そば）

プロ直伝ボウリング教室！
41 メカ裏も見に行こう！

ゼロロクブルズの「投げる・打つ・
42 守る」子ども野球体験教室

ボール選び、準備運動をした後はプロボウラーのレッスン付き練習投
球をしていただき、１ゲームスコアーを付けてボウリングを楽しもう！
ゲームの途中には、スタッフと一緒に見学する機械裏探検も行います。

11月３日
（木・祝） 10：30～12：00

［場所］

HOSボウリングスペースhit 東大阪市小阪２-18-17
［お申込・お問合せ］☎06-6782-8405
参加費／1,100円 催行人数／８人～32人 対象／小学１年生～小学６年生
申込受付期限／開催日の２日前まで キャンセルは開催日の１日前まで ※当
日は動きやすい服装でお越しください。

花園セントラルスタジアムを拠点に活動する独立リーグ球団「ゼロロ
クブルズ」。現役選手による「投げる・打つ・守る」をテーマにした
野球体験教室を開催します。はじめてのお子さんも、手ぶらでOK！選手
といっしょに野球を楽しもう！

10月30日
（日） 10：30～12：00

［場所］
花園中央公園防災広場（東大阪市花園ラグビー場南側）
東大阪市松原南１-１-１
［お申込］ 予約フォーム
［お問合せ］☎072-920-7701  info@06bulls.com
参加費／無料 催行人数／５人～15人 対象／小学１年生～小学６年生 申込
受付期限／当日受付可 ※動きやすい服装でお越しください。飲み物・タオルを
ご持参ください。

HOSボウリングスペースhit

案内人 竹内昭子プロ、名倉祥平
プロボウラー
（No.328）
の竹内昭子です。ボールの選び方から投球フォーム
までご指導させていただきます。めったに見ることのない機械裏も支配人
と一緒に見に行きましょう。

06BULLS

06BULLSは東大阪市花園セントラルスタジアムを拠点に活動するプロ野
球独立リーグ球団です。

おすすめの飲食店 鮨 大むら
（寿司）
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おすすめの飲食店
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A1

お多福堂（和菓子）

A2

A7

D7 菓心庵 絹屋（和菓子）

D14 狸庵（うどん）

F4

中国料理 龍龍（中国料理）

F11 ガンガジ（インド料理）

G2 てらまえ（お好み焼き・焼きそば・鉄板焼き）

F12 和創菜ダイニング深海（居酒屋） G3 おでん酒庵 飛鳥（居酒屋）

石切参道商店街

D1 Sandwich Honnete（サンドイッチ） D8 らーめん豚郎（ラーメン）

D15 花園スペインバルHEIZO（スペイン料理） F5

みゆき珈琲（カフェ）

マウントフジ（インドネパール料理） A8

シェ・アオタニ（洋菓子）

（そば） D9 ふくのやま（弁当）
D2 蕎麦とラー油で幸なった。

D16 菓匠庵 白穂（和菓子）

IRORI COFFEE ROASTER（カフェ） F13 神楽（創作料理）

G4 ミスティーク（イタリア料理）

A3

菓匠庵 白穂 石切店（和菓子）

そば切り粋人（そば）

D3 la maison Canna（パン）

G5 アーユルヴェーダ食堂（ベジタリアンスパイス料理）

A4

串揚げ いのうえ（串揚げ・串かつ） B1

A5

ホテルセイリュウ

A6

レガーロ（イタリア料理）

A9

F6

D10 総本家生そば伊吹（そば）

E1

イタリア食堂 マリーケント（イタリア料理） F7

ゼー六（アイスもなか）

食堂喫茶PECOSLOPE（カフェ） D4 鮨 大むら（寿司）

D11 山ぶき（割烹・小料理）

F1

ビストロ・プルミエ（フランス料理） F8

Lampside Roastery（カフェ） F15 韓国料理チング（韓国料理）

G6 串あげ菱屋（串揚げ・串かつ）

B2

さばね（ラーメン）

D12 ラーメン天竜（ラーメン）

F2

珈琲工房（喫茶店）

kissa &zakka ツナグ茶房（カフェ） F16 細見商店（ラーメン）

G7 大阪ふくちぁんラーメン布施渋川町店（ラーメン）

C1

中華そば九兵衛本店（ラーメン） D6 春美（お好み焼き・たこ焼き）

D13 カプリスカフェ（カフェ）

F3

あるとれたんと（イタリア料理） F10 るーちぇ（定食・食堂）

D5 中華料理 天宝（中国料理）

F9

F14 大龍飯店（中華料理）

G1 笑美食堂（オーガニック料理）

G8 アジヨシ弥刀店（焼肉・冷麺）
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ア ク セ ス M A P
出町柳

神戸

至 新神戸

JR 京都線

新大阪

東海道新幹線

至 三ノ宮

阪急神戸線
淡路

城北公園通

阪神本線 尼崎

京阪本線
野江
徳庵

至 コスモスクエア

西九条 北新地

放出

京橋

JR 学研都市線 鴻池新田
近鉄けいはんな線
高井田

荒本

長田

布施

JR 河内
永和

JR阪和線

天王寺

電車でのアクセス

ひがしおおさか
体感まち博 2022

お問合せ

至 奈良

瓢箪山

衣摺加美北

枚岡

東花園

JR 長瀬

関西空港

俊徳道

新石切
額田

河内花園

JR 俊徳道

若江岩田

鶴橋

吉田

近鉄奈良線
八戸ノ里

大阪難波

生駒

東大阪

河内小阪

Osaka Metro 御堂筋線

河内永和

JR おおさか東線

JR大阪環状線
なんば
南海本線

石切

高井田中央

森ノ宮

本町

九条

至 学研奈良登美ヶ丘
至 近鉄奈良

JR野江

Osaka Metro 中央線

至 木津

大阪
（大阪梅田）

ユニバーサル
シティ

弁天町

京都

阪急京都線

JR淡路

尼崎

JR 神戸線

京都

至 京都河原町

南吹田

奈良

長瀬
弥刀

至 近鉄八尾
※一部路線、駅は省略して掲載しています。

新大阪から「JRおおさか東線」で約15分／なんばから「近鉄線」で約10分
大阪・梅田から「Osaka Metro各線」で約25分

一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構（まち博事務局）
〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北１-１-１ 東大阪市役所別館２階
TEL：06-4309-8083 MAIL：machihaku@higashiosakatourism.com 平日 9：00-17：30
2022-09-30,000 D

