


 
 
 

5／17（土） 10:00～16:00 (雨天決行) 
 

浜屋敷 手づくり市 
 
庭や座敷に所狭しと手づくり作品のお店が約 50 店舗 

並ぶ、人気の手づくり市。他にもフードコートやワーク 

ショップなど、子どもから大人まで楽しめます。 

「着物デー」も同時開催。着物で遊びに来るといいことが

あるかも？アンティーク着物ショップもやってきます。和

装で手づくり市に遊びに来ませんか？ 
 

（手づくり市は年２回開催予定） 

4／17（木）・5／15（木） 
各回とも 14:00～16:00

4／12（土） 13:30～16:00 
 

クラシックCDコンサート 
 

『 管楽器のための協奏曲＆弦楽合奏曲 』 
 

モーツァルト：「ファゴット協奏曲」 

グリーク：組曲「ホルベアの時代より」 ほか 
 

新企画：【比較鑑賞】 

（イギリスの著名な二人の指揮者による表現の比較） 
ヴォーン・ウイリアムズ： 

 

すいた 昔 さろん 
 

～ 蔵の中で昔の話を ～ 
 

ちょっと昔の話や、すごく昔の話も 
 

地域の歴史や産業や吹田ゆかりの人物など、 

さまざまなテーマについて、参加者の皆さんも 

一緒におしゃべりしましょう。 
 

郷土史ソムリエ 

加賀 眞砂子（大阪府文化財愛護推進委員） 
 

◆定員／各回 先着 15 名 ◆費用／無料 

◆申し込み／4/17(木)は 4/1(火)から、 

5/15(木)は 5/1(木)から電話で浜屋敷へ 
 

管弦楽曲「グリーンスリーブスによる幻想曲」 
 

    

  ♪ 曲や演奏の解説付きでお楽しみ下さい。  

講師：近藤 又一（音楽鑑賞研究家） 
 

◆定員／先着 35 名 ◆費用／500 円 

◆申し込み／4/1(火)から電話で浜屋敷へ 

吹田歴史文化まちづくり協会会員さんには、催しによって参加費の割引があります。詳細は浜屋敷までお問い合わせ下さい。 

お申し込み・お問合せは  

■ 浜屋敷 ･ 06-4860-9731 ■ 

♪

～ 端午の節句 ～ 
４月中旬～５月上旬頃まで 

こいのぼりや五月人形を 

飾っています。見にきてね！ 

4／26（土） 14:00～16:00 （ 13:30～13:50 「能楽囃子塾」生徒による小鼓の連調があります ） 
 

第九回 能楽囃子の世界 ～ 能に描かれる女性達《 六条御息所
ろくじょうのみやすどころ

 編 》～ 
 

能は祈りと鎮魂の芸術と言われています 

古民家に響く楽器の音や謡いの声 

能楽囃子が生み出す静かな迫力を体感して下さい 

 
 舞囃子「野宮

ののみや

」、半能「葵上
あおいのうえ

」他演目 

 
◆費用／一般 1,500 円 賛助会員 1,200 円 正会員 1,000 円 

 

◆定員／先着 80 名  ◆申し込み／3/1(土)から好評受付中、電話で浜屋敷へ 

《シテ方》観世流シテ方 長山耕三 

観世流シテ方 山中雅志 

観世流シテ方 上野雄介 

観世流シテ方 藤井丈雄 
 

《ワキ方》高安流ワキ方 有松遼一 
 

《囃子方》森田流笛方  斉藤 敦 

大倉流小鼓方 上田敦史 

観世流大鼓方 守家由訓 

金春流太鼓方 上田慎也 

出演 

※ 六条御息所 … 源氏物語の登場人物 

SIFA 会員・浜屋敷会員 300 円 
 

◆申し込み／5/1(木)から電話で 

浜屋敷（06-4860-9731）へ 
 

このイベントは、(公財)吹田市国際交流協会(SIFA)と 

(特非)吹田歴史文化まちづくり協会の共催事業です。 

入場無料

／一般 500 円 

 

◆費用（中国茶,お菓子つき） 

◆定員／先着 30 名 (中学生以上) 

6／8（日） 13:30～15:00 
 

SIFA 地球村ぷらす in 浜屋敷･台湾 
 
さまざまな国出身の方をゲストに迎え、母国の暮らしや

文化の紹介、日本との違いについて紹介してもらう異文化

理解の講座“SIFA 地球村ぷらす”が浜屋敷で開かれます。

今回は、台湾から日本に留学している黄端倢さんに、 

台湾の「日常生活」について紹介してもらいます。観光地

以外にも魅力たっぷりの台湾を楽しみに来て下さい。 
 



 

実施日 コース名 内 容 距離 集合・解散 参加費
申込締切

(必着)

4/5 

(土) 
桜めぐりコース 

吹田三名水の垂水神社の境内遺跡を 

経て、千里寺・関西大学の桜めぐり。
約 5km

阪急豊津駅 改札口 

9:30 集合 
 

関大構内    12:00 解散 

300 円
4/3 

(木) 

4/19 

(土) 

駅シリーズ⑫ 

亀岡街道を歩く 

吹田の渡し跡を出発して、茨木の宇野

辺まで、江戸時代に賑わった街道を、

旅人気分で歩いてみませんか。 

約 

8.5km

阪急相川駅 西改札口 

9:00 集合 
 

大阪ﾓﾉﾚｰﾙ 宇野辺駅  

        12:30 解散 

300 円
4/17 

(木) 

5/10 

(土) 
吹田街道を行く 

南町道標から能勢街道へ至る服部天神

宮まで歩きます。 
約 6km

JR 吹田駅 中央口 

9:30 集合 
 

阪急服部天神駅 12:00 解散 

300 円
5/8 

(木) 

5/24 

(土) 

亀岡街道の 

起点まで歩く 
高浜橋から天神橋まで歩きます。 約 10km

JR 吹田駅 中央口 

9:00 集合 
 

大阪市天神橋  13:00 解散 

300 円
5/22 

(木) 

 

いずれのコースも申込者全員参加できます。雨天決行。水筒持参。 

参加費は当日集合時にお支払い下さい。 
 

ハガキまたは FAX に「コース名」、人数、代表者の住所、名前、電話番号を書いて浜屋敷へ。 

申込者に対して浜屋敷からの返信はありません。申し込んだらあとは当日集合場所へ。 
 

〒564-0025 大阪府吹田市南高浜町 6－21 浜屋敷  FAX：06－4860－9725 

5月 ～ 8 月（6回連続講座）               特別企画
 

吹田市観光講座 ≪ 受講生募集 ≫ 

平成26年 4／21（月） 6／23（月） 8／25（月） 9／29（月） 12／15（月） 
 

【 年末年始 】平成26年 12／29（月）～ 平成27年 1／3（土） 平成27年 2／23（月）

平成 26年度 
（2014年度） 

 

休 館 日 

① 5/31(土) 10:00～12:00「観光とは」行俊良雄（大阪府立大学 大阪検定客員研究員） 
 

② 6/14(土) 10:00～12:00「吹田の古道」加賀眞砂子（大阪府文化財愛護推進委員） 
 

③ 6/28(土) 午後「吹田における地産地消」平野紘一（吹田市農業振興研究協議会 会長） 
※この回のみ、時間・会場が違います。集合時間・集合場所は後日お知らせします。 

 

④ 7/12(土) 10:00～12:00「吹田の戦争の記憶」坂本衛（戦争の語り部） 
 

⑤ 7/26(土) 10:00～12:00「吹田の鉄道貨物」中俣秀康（吹田貨物ターミナル駅 駅長） 
 

⑥ 8/9(土) 10:00～12:00「吹田の緑道」平軍二（日本野鳥の会 大阪支部 前代表） 
 

（講座のタイトル・内容は変更する場合があります。） 

 

◆会場／ラコルタ（吹田市立市民公益活動センター）（吹田市津雲台 1-2-1 千里ニュータウンプラザ 6階） 
 

◆定員／40 名（多数抽選） ◆費用／無料  ◆対象／4回以上出席出来る方。まち歩き出来る方。 
 

◆申し込み／往復ハガキ に「観光講座申し込み」、住所、名前、電話番号を書いて 

浜屋敷（〒564-0025 吹田市南高浜町 6-21）へ。受付期間 5/1～5/20(必着) 

主催／吹田市・特定非営利活動法人 吹田歴史文化まちづくり協会  協賛／吹田にぎわい観光協会 

吹田まち案内人の 

ガイドで、元気に楽しく 
まち歩きしよう 
 

雨天決行 
申込者全員 
 

参加できます 
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