8／9（日）10：30～12：00

8／22（土）13：00～15：00
ぽかぽかひろば

少女の見た戦争
戦争前の神戸の様子、
戦中、 空襲時、 終戦の体験を伺い、
自身の体験を絵にし、 言葉を書いた絵巻を
見せて頂きます
語り手 ： 豊田 和子

もちもの
みずぎ すいとう

1929 年神戸市湊東区生まれ
少女時代に神戸の空襲を体験
1981 年より仏画を始める

❑定員/先着50名 ❑費用/無料
❑申し込み/7/1(水)から電話で浜屋敷へ

9／4（金）18：30～20：30
民博夜話

あつ～いなつはやっぱりみずあそび
なつやすみさいごのおもいでをつくりませんか
たおる

（雨の日は部屋の中で遊びます）

❑定員/当日先着50名 ❑参加費/無料
❑対象/おおむね３歳～小学3年生 ❑申し込み/不要
(小学生未満は保護者同伴）

9／10（木）14：00～16：00

韓国のごはん

博物館出前講座

キムジャンと和食

遺跡にみる吹田砂堆

韓国人にとってご飯とは？
韓国人のご飯の食べ方は？
韓国人のご飯の出し方は？
日本人との違いや、
そこから見えてくる韓国人の
ホスピタリティについて
考えてみましょう。

JR 吹田以南にある吹田砂堆上の
遺跡について紹介します
講師 朝倉 敏夫
( 国立民族学博物館
民族社会研究部教授）

❑定員/先着25名 ❑費用/800円
❑申し込み/8/1(土)から電話で浜屋敷へ

9／12（土）9：30～14：00

講師 高橋 真希 ( 吹田市立博物館学芸員）
❑定員/先着30名
❑費用/一般500円 賛助会員400円 正会員300円
❑申し込み/8/1(土)から電話で浜屋敷へ

9／17（木）14：00～16：00

第一回 浜屋敷 写真教室

すいた昔さろん

プロ写真家講師によるこども写真講座
親子で
ご参加ください カメラは
お貸しします

テーマ
浜屋敷の
花や木

持ち物 お弁当 SD カード ( データ持ち帰り希望の方）

～蔵の中で昔の話を～
高浜神社と泉殿宮
講師

枡田 健治 ( 吹田郷土史研究家）

講師 丹羽 玲 ( 日本写真協会会員）
❑定員/先着10組(30名) ❑対象/小学生(保護者同伴)
❑費用/一般1500円 賛助会員1200円 正会員1000円
こども(小学生)300円
❑申し込み/8/1(土)から電話で浜屋敷へ
●お申込み・お問い合わせ ●

浜屋敷

☎06-4860-9731

テーマは予告なく変更する場合があります

❑定員/先着15名 ❑費用/無料
❑申し込み/9/1(火)から電話で浜屋敷へ
●8

月・9 月の休館日 ●
8 ／ 24（月） 9 月の休館日はありません。

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ください。

9／18（金）・9／19（土）
各日とも 1部 9:30～12:00

9／26（土）13：30～16：00

2部 13:00～16:00

クラシック CD コンサート

景観整備講座

風景を描いた音楽

枯山水式庭園改善

Ｍ. イッポリトフ = イワーノフ 作曲
組曲『コーカサスの風景』op.10

古来の庭園の庭師体験
浜屋敷に現存する日本庭園を使って、 本来の枯山水式庭園の
復元を専門家による講座と実践で行い、 古来の伝統美を
再認識します。

9/18 不要草、 植栽撤去

Ｃ. サン = サーンス 作曲
『序奏とロンド・カプリッチョオーソ』op.28 ほか

9/19 砂苔移植

都合により曲目を変更することがあります

（1 部 2 部とも同じ内容です）

講師 近藤 又一 ( 音楽鑑賞研究家 )

講師 山中 涼 ( ㈱ 涼樹園 代表取締役 )
❑定員/各回先着20名 ❑費用/無料
❑申し込み/9/1(火)から電話で浜屋敷へ

❑定員/先着35名 ❑費用/500円
❑申し込み/9/1(火)から電話で浜屋敷へ

浜屋敷のだんじり庫

10／11（日）・12／6（日）
各回とも14：00～17：00
第二回・第三回

Hamayashiki

ロンド形式で構成された名作

吹田に残る 7 台のだんじりの内 6 台を各自治会の方々の協力により毎年
入れ替えて展示しています。 （金田町のだんじりは高さで JR のガードを
越えられないため、 吹田まつりに参加出来ず浜屋敷でも展示できません。）

浜屋敷 写真教室

今年どのだんじりが来るのかはお楽しみ！

テーマ 10/11 「デジカメの基礎を学ぼう」
12/6

「構図を学ぼう」
神境町

講師 林 修二 ( フォトクリエイター )
持ち物
カメラ ( デジタルカメラに限る） 取扱説明書
メモリー (SD など） ※バッテリーは必ずフル充電で

西奥町
吹田まつりの日に
入れ替わります
（今年は 8/2( 日 ) です）

❑定員/先着15名 ❑対象/18歳以上
❑費用/一般1500円 賛助会員1200円 正会員1000円
❑申し込み/第二回10/11(日)は9/1(火)から、
第三回12/6(日)は11/1(日)から電話で浜屋敷へ

浜の堂

吹田まち案内人のガイドで
元気に楽しく、
まち歩きしましょう

全員参加出来ます

コース名

内

容

火伏の神様である愛宕社 3 社の祭祀を巡りま
す。地蔵盆 3 箇所にも寄ります。今回は祭祀
の時間に合わせて夜間のまち歩きとなります。
持ち物 懐中電灯

8/24 愛宕盆巡り
（月）
9/25 大学巡りシリーズ
（金） －大阪大学－

都呂須

西奥町、 神境町、 六地蔵、 浜の堂、 川面町、 都呂須、 金田町に
残されている地車は現在も曳行できます。
平成 10 年 9 月に吹田市有形民俗文化財に指定されました。

雨天決行

実施日

川面町

六地蔵

緑豊かな秋の大阪大学吹田キャンパス
内を巡ります。昼食は解散後お好きな
学食で。
( 昼食代自己負担 )

距離

約
6㎞
約
3㎞

参加費

地下鉄江坂駅北改札口
17：00 集合

300 円

8/22
（土）

300 円

9/23
（水）

阪急南千里駅 20：00 頃解散
阪急北千里駅改札前
9：30 集合
大阪大学吹田キャンパス構内
13:00 頃解散

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ください。
はがきまたは 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

申込締切

集合・解散

FAX：06-4860-9725

（必着）

