
※会場及び周辺に駐車場はありません。「阪急茨木市駅」発の無料直通送迎バスをご利用ください。

～みんなと一緒に創るフェスティバル～
茨木の新たな魅力に出会える場

次世代へつなぐ
出会いの場

2018年10月14日（日）10:00～15:00

AIGAWA FEST IVAL 2018

自然と話そう、人と話そう。

大阪府茨木市 桑原ふれあい運動広場 小雨実施（一部プログラム）・荒天中止
中止の場合は、www.aigawa.jpにて示します
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○会場へは、「阪急茨木市駅」発の［会場直通送
迎バス］（無料）にお乗りいただくか、路線番号８９
番発の「車作」行き定期便（片道３１０円）にお乗り
ください。◯どなた様もまずは会場インフォメー
ションにお越しください。

○お帰りの際は、会場発の［阪急茨木市駅直通
送迎バス］（無料）、または「奥垣内」「桑原」停留
所発の路線バス（有料）にお乗りください。

［会場直通送迎バスについて］
※会場への直通便です。 
※乗車人数に限りがありますので、
　乗り切れない場合があります。

［路線バス（有料）でお越しいただく場合］
※「奥垣内」停留所を降りていただき、会場まで
　は徒歩3分程度です。

会場への
直通送迎バス
のりば/おりば

主催

協力

至 阪急茨木市駅
   JR茨木駅

会場へのアクセス

お問い合わせ

［会場（桑原ふれあい運動広場）直通送迎バス（無料）］
【阪急茨木市駅 発着】

竜王山荘
〒568-0085 茨木市大字忍頂寺1049
TEL 072-649-4402

大阪府 安威川ダム建設事務所 企画グループ
TEL：072-626-6164

安威川フェスティバル 連携拠点

桑原自治会館

見山の郷
〒568-0088 茨木市大字長谷1131
TEL 072-649-3328

大岩いも掘り園
〒568-0091 茨木市大字大岩８２
TEL 072-645-2020（茨木市観光協会）

安威川ダムファンづくり会 facebookページで、
安威川フェスティバル情報をチェックしよう！

www.facebook.com/aigawadam.fanclub/

※会場及び周辺に駐車場はありません。

※会場及び周辺に駐車場はありません。

会場

         茨木市教育委員会後援

パノラマの景色を眺めながら「安威川ダ
ムカレー」を食べることができるスポー
ツ・レクリエーション施設です。

地元の農家が、毎朝持ち込む高原野菜
は、鮮度が高く、旨味があると評判。市外
からもたくさんの方が買い物に訪れます。

ホクホクした食感で甘味の強いさつまい
もを収穫。9月15日から11月３日までいも
堀り体験を楽しめます（要問合せ）。
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会場周辺の道路もすべて終日駐車禁止です。

(帰り）
会場

（桑原ふれあい運動広場）発
阪急

茨木市駅 着
10:00
10:15
10:45
11:05
11:25
11:45
12:05
12:25
12:45
13:05
13:25
13:45
14:05
14:25
14:45
15:05
15:25
15:45

10:30
10:45
11:15
11:35
11:55
12:15
12:35
12:55
13:15
13:35
13:55
14:15
14:35
14:55
15:15
15:35
15:55
16:15

(行き）

9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:15
11:35
11:55
12:15
12:35
12:55
13:15
13:35

9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:45
12:05
12:25
12:45
13:05
13:25
13:45
14:05

阪急
茨木市駅 発

会場
（桑原ふれあい運動広場）着

楽しい丸太切り体験
アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売
土嚢づくり体験
木工体験をしてみよう！
安威川フリーダムイラスト展示
安威川フリーダムイラスト表彰式
カホンワークショップ
手作り缶バッジ
安威川いきものペーパークラフト
カメの生態展示
どんぐりポットづくり
安威川のいきものをつくろう！
セルベセリア ハポロコ
アンキッキ協栄
茨木旬菓庵 蔦屋耳原本店
プレシューズアンドロワ
大阪よどがわ市民生協
踊ってつくろう！ペットボトルピザ
生保コメ米サイ菜倶楽部
車作ぜんざい
たたらば珈琲
安威川ダムカレー
雁飯店
Mariana cafe
粘土でキャンドルづくりをしよう
ストローハウスをつくろう
見山の郷
お馬と仲良し♥
いばきた食いしん坊横丁（茨木ほくちの会）
紙芝居
茨木高校ボランティアサークル「あいあいネット」
ガンバ大阪サッカー教室
cafe場&宙いもスウィーツ
茨木カクテル
重機記念撮影
ダム工事現場体験ツアー
安威川ダムケーキ
サイクリストミーティング
間伐材プロジェクト

自

自

自

自

自

自

自

自

自

自

自

自

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

文

ダ

ダ

ダ

つ

つ

自然と話そう、
人と話そう。

安威川ダム総合情報サイト www.aigawa.jp

AIGAWA.jp 検索



桑原ふれあい運動広場グラウンド 会場

10:00～15:00／無料

里山のどんぐりの種類を学びながら、どんぐり
育苗ポットをつくりましょう。恵まれた自然環
境を未来につなげます。

自どんぐりポットづくり

［安威川フェス2018  プログラムカテゴリー］

会場各所のイベントブースに設置された６種のスタンプを集めて、景品を獲得
しよう！スタンプラリーカードは、インフォメーションブースで手に入れよう。

スタンプラリーで
安威川フェスティバル会場を巡ろう！

文自 つダ
自然に学ぶ 文化に学ぶ ダムに学ぶ つなぐプログラム

安威川周辺の自然を守り、創造的な地域づくりを目指す人
たちが出会う交流の場。いっしょに考え、参加し、楽しみながら、
みんなで未来図を描いていくためのフェスティバルです。

安威川ダム周辺を
守ること、楽しむこと

※イベント内容・時間は当日の天候や諸般の事情にて変更・中止になる場合があります。

木工体験をしてみよう！

10:00～15:00／無料

ツリーハウス作り、地域を盛り上げる活動をして
いる立命館大学の学生たちが、ものづくりの魅
力や楽しさを伝える木工体験プログラムです。

自

自

自

自

たいけんもっこう

手作り缶バッジ
てづく かん

10:00～11:30,12:30～15:00／無くなり次第終了／無料
※多数参加の場合は整理券を発行します。

10:00～11:30,12:30～15:00／無料

手作りのオリジナル缶バッジをつくろう。自分
たちで描いた生きものの絵が、オリジナル缶
バッジになってプレゼントとして持ち帰れます。

安威川いきものペーパークラフト
あいがわ

安威川のいきものシルエットをペーパークラフ
トでつくるライブパフォーマンス。野鳥や昆
虫、魚たちのシルエットがフェス終了までに
完成します。

自

自

10:00～／無くなり次第終了／有料
※多数参加の場合は、整理券を発行します。

安威川上流漁業協同組合によるアマゴのつか
み捕りと塩焼の販売です。絶妙な塩加減と
焼き加減のおいしい逸品！ 焼きたてをどうぞ！

自アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売
ど しおや はんばい

楽しい丸太切り体験

10:00～15:00／無料

丸太をノコギリで切ってみよう！間伐材を使っ
て、オリジナルのコースターなどをつくる工作
体験ができます。

自
まるたぎたの たいけん

カメの生態展示
せいたいてんじ

10:00～15:00／無料

ニホンイシガメやクサガメ、ミシシッピアカミミガ
メなどが、安威川水系に生息しているのを知って
ますか？ カメの生態を見て知って覚えましょう。

自

10:00～15:00／無料

安威川ダムの役割を知るキッカケになる土嚢
づくり体験ができる講座です。身近に川があ
る暮らしをしている方は参加してみましょう。

土嚢づくり体験
どのう たいけん 

和菓子の命である「餡・あ
ん」は、全て自家製で安心安
全なお菓子をご提供させて
頂いております。

茨木旬菓庵 蔦屋
耳原本店

10:00～15:00／有料

文

文

文

あいがわ いばらきしゅんかあん つたや

安威川にすむいきものの折
り紙や自分だけのオリジナ
ルトンボを作りましょう。エコ
ポイントももらえます。

安威川の
いきものをつくろう！

10:00～12:00／無料

間伐材を使って、南米生ま
れの打楽器カホンを手作り
して、みんなで演奏しよう。

カホンワークショップ

10:00～15:00／無料

茨木市総持寺駅前の深夜
でもラーメン&ご飯を食べら
れるBAR「プレシューズアン
ドロワ」。特製ラーメンをご
用意しています。

プレシューズアンドロワ

10:00～15:00／有料

10:00～15:00／有料

文

スペインバル「ハポロコ」の
新店舗。毎日、樽生5種類と
しっかり食事もとれるビア
ホールから特別メニューを
お届けします！

セルベセリア ハポロコ

10:00～14:00／有料

ＣＯＯＰのサンプル商品の
ジュース・お菓子小袋をプレ
ゼントして、生協の利用の案
内を行います。

大阪よどがわ市民生協

マイクロバスを利用して、
ダム建設現場を見学しよう。
10:00～15:00／無料
※ツアー受付テントにて10時と
　12時に先着順に整理券配布。
※10:10と12:30から20分毎に出発
※所要時間約５０分

文文

文

京阪神一円のレストランに
食材をお届けしている会社
です。自社工場で製造した
大人気のゴマ団子をご用意
しています。

アンキッキ協栄

10:00～15:00／有料

10:00～15:00／有料

安威川ダムのすぐ近く、茨木市生保地区自治
会から丹精こめて育てた地元産の新米のほ
か、色とりどりの新鮮野菜を販売します。

生保コメ米サイ菜倶楽部
しょうぼ こめ さいさいくらぶ

いばきた食いしん坊横丁（茨木ほくちの会）

10:00～15:00／有料

いばきたの地元民がおすすめする「おいしいもん」をご紹介。新米や
採れたての農産物、自然卵、手作りジャム、焼き菓子を販売。豚汁、
すじこん、カレー、さつまあげなど美味しいお料理が盛りだくさん。地
元の焙煎所で作った「らんブレンドコーヒー」や手作りジュースを飲
みながら、クレープや焼き菓子も楽しめます。

くい ぼうよこちょう いばらき かい

たたらば珈琲
こーひー

10:00～15:00／有料

茨木で１番美味しい珈琲屋と呼ばれる自家焙
煎珈琲屋。茨木市忍頂寺で生まれる幸せの珈
琲をぜひお楽しみください。

文

10:00～12:00／13:00～15:00
有料（乗馬・引き馬・餌やり）／整理券有

お馬と仲良し♥
うま なかよ

茨木市上音羽「ぱかぽこ広場」からポニーが
やってきます！餌をあげたり、お散歩したり、お
馬とのふれあいを楽しんでください。

文

文

10:00～15:00／有料

自然の恵みたっぷりの加工品販売で心も体も
ほっこり。地場産材料を使い、まごころを込め
て作ったお餅やご飯、米粉パン等の販売。

見山の郷
みやま さと

踊ってつくろう！ペットボトルピザ

10:00～15:00／有料
※多数参加の場合は、整理券を発行します。

ペットボトルに生地をいれて、歌とダンスに合わ
せてフリフリするだけでピザ生地の完成！茨木産
の具材を使った美味しいピザが焼きあがります！

おど

10:00～15:00／有料

車作ぜんざい
くるまつくり

車作地区自治会による、地元で採れたもち米
を使ったぜんざいの販売。もちつき体験もで
きますよ！

文

ダム工事現場体験ツアー
ば そら こうじげんばたいけん

ねんど いばらき

文

まちづくり移動カフェ「カフェ
場」で茨木市のサツマイモ
を使った、おいしい宙いもス
イーツとコーヒーを楽しもう。

cafe場 & 宙いもスウィーツ

10:00～15:00／有料

ライブ＆カフェのMariana 
CAFEでは、安威川ダムカ
レーの他、当店人気のホット
ドッグもご用意しております！

Mariana cafe

10:00～15:00／有料

文

子供だけでなく大人も楽し
める「紙芝居」。カタヌキ・ミ
ルクせんべい・みずあめを食
べながら楽しもう。

ふじいはじめ街頭紙芝居

10:00～15:00／有料

いばらきこうこう がいとうかみしばいあいがわ
文 文

綿菓子販売、竹細工を使った
工作イベント、リサイクル回収
とフードドライブを実施します。

茨木高校ボランティア
サークル「あいあいネット」

10:00～15:00／有料

防災ごはんを使った安威川
ダムカレー。雁 飯 店と
Mariana CAFEからダムカ
レーカード付きで出店。

安威川ダムカレー

10:00～15:00／有料

文

文

茨木カクテルコンペで初代
栄冠！茨木発ご当地カクテ
ル『レッドペレーラミヤマ』
をどうぞ！『サッポロ生ビー
ル』もあります！

茨木カクテル

10:00～15:00／有料

誰でもカンタン、ステキなオ
リジナル粘土キャンドルを
作ろう！作ったキャンドルは
お持ち帰りいただけます！

粘土で
キャンドルづくりをしよう

10:00～15:00／有料

文

茨木の森林保全に向けて、
間伐材を活用した家具づくり
やプロジェクトの取り組みに
関する展示をおこないます。

間伐材プロジェクト

10:00～15:00／無料

ミシュラン★レストラン「ルポ
ンドシエル」による安威川ダ
ムオリジナルケーキ。ダム
ケーキカード付です。（イベ
ント限定販売）

安威川ダムケーキ

10:00～／有料／無くなり次第販売終了

ストローとクリップを使って
家をつくりましょう。地震や
家屋倒壊に備えて、家の構
造を学ぶことができます。

ストローハウスをつくろう

10:00～15:00／無料

文

ダ

ダ

つ

自転車に乗って安威川へ！
をテーマに、安威川地域での
自転車の楽しみ方についての
トークイベントを開催します。

サイクリストミーティング

時間未定／無料

つ

普段見ることができない大
型重機といっしょにみんなで
記念撮影をしよう。運転席
に座ることもできます。

重機記念撮影

10:00～15:00／無料

おおさか きょうしつ じゅうききねんさつえいがんはんてん
文

初心者から楽しめます。親
子で参加も大歓迎。芝生の
上でスポーツを満喫して
ください。

ガンバ大阪サッカー教室

10:00～12:00／無料

「安威川ダムカレー」のほ
か、茨木市ふるさと納税お
礼品で大人気の餃子を水餃
子にしてご用意しています。

雁飯店

10:00～15:00／有料

文 ダ

自

自

文

自

自

安威川フリーダムで募集し
た子どもたちの昆虫イラスト
がたくさん集まりました。

安威川フリーダム
イラスト展示

10:00～15:00／無料

安威川フリーダムで募集した
子どもたちのイラストの中か
ら優秀作品を選考。その入賞
作品の表彰式を行います。

安威川フリーダム　
イラスト表彰式

14:00～15:00／無料

あいがわ

あいがわ

おおさか しみんせいきょう

あいがわ

かんばつきょうえい


