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はまやしき
アート
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植松琢麿(美術家)
林勇気 (映像作家)
小林公(兵庫県立美術館)
後藤哲也(FLAG)

４人のアーティストによる、吹田や浜屋敷の
歴史、地域の環境や地域の人々と繋がる、イ
ベントや作品展示、など吹田と浜屋敷とアー
トを再発見できる仕掛けが一杯の３日間。
アートな感覚を取り入れた茶会、へっついさ
んで古代米を炊くイベントや２６日にはあか
りイベントと合体し一層の盛り上がりを見せ
るでしょう。

10/25(土)
フェスタ
26(日)
27(月)
２０１４
『 i want you あなたがほしい』
（はまやしきアートフェスタ2014の作品観覧時間は3日とも 10:00～21:00）
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※キャンドルシェード作りは10/18(土)の
伝統工芸＆手づくり市でも行います。
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-ここ最近の残像”
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● 「あかりナイト」 17:00～20:00
(26日、駄菓子販売もあります)
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《どちらのワークショップも参加無料！》

10/26(日)

「不 思 議 な

●ワークショップ② 16:00～17:00
「不思議立体写真製作」(先着10名)

幻想の

(※ 17:00～あかりナイトで点灯します)

“Sens

●ワークショップ① 12:00～16:30
「キャンドルシェードを作ろう」
皆さんのキャンドルシェードに
あかりが点いて展示されます。

世界」

昨年までの“あかり”＋“コンサート”から一変させ、“あかり
アート”として関西大学 総合情報学部 井浦研究室ゼミ生13名が、
「3Dアニメーション」、「映像」、「写真」のカテゴリーに
分かれ、「残像現象」をコンセプトに様々なメディアを
駆使した作品を展示します。
(上記あかり作品展示 26日 11:00～20:00)

◆企画運営
吹田芸術研究所
■25日(土)オープニングイベント
◇寺子屋トーク 16:30～
◇レセプションパーティ 18:00～
(上記二つ合わせて参加費500円)
◇映像作家林勇気による野外上映
夕暮れ時～終了まで (参加無料)
■26日(日)イベント
◇お茶会 1部 13:00～
2部 14:00～
(参加無料 各部先着順 各回20名程度)
◇へっついイベント 16:00～
浜屋敷のかまどで、近江産五色古代米な
ど、ふっくら炊きあがった釜めしを提供。
(参加無料 先着順 無くなり次第終了
※50名程度)

10／23（木）・11／27（木）

10／16（木）・11／20（木）

各回とも 14:00～15:30

各回とも 14:00～16:00

2 回連続講座

すいた 昔 さろん

古 文 書 入 門

～ 蔵の中で昔の話を ～
10/16 のテーマは『 吹田の地名② 』です。
参加者の皆さんも一緒にお話ししましょう。

解説をしてもらいながら、古文書の解読を進めます。

講師：池田 直子（吹田市立博物館 学芸員）

11/20 のテーマは未定です。
テーマは予告なく変更する場合があります。

◆定員／先着 20 名
◆費用／〔2 回分〕一般 1,000 円
賛助会員 800 円 正会員 600 円
◆持ち物／筆記用具、原稿用紙
◆申し込み／10/1(水)から電話で浜屋敷へ

郷土史ソムリエ：加賀 眞砂子
（大阪府文化財愛護推進委員）
講師：桝田 健治（吹田郷土史研究家）

◆定員／各回 先着 15 名 ◆費用／無料
◆申し込み／10/16(木)は 10/1(水)から、
11/20(木)は 11/1(土)から電話で浜屋敷へ

10／18（土）・19（日）

■ 10 月・11 月の休館日はありません ■

両日とも 10:00～16:00

（食べもの市、遊び･体験ブースは雨天中止）

伝統工芸＆手づくり市
食欲の秋…
あなたのおなかを満たします！
売り切れ次第終了です。

手づくり作家の想いのこもった
魅力ある作品が並びます。

～ 和心に触れる伝統の暮らしと遊び ～

（展示・販売・体験）
大阪欄間工芸協同組合
大阪唐木指物協同組合
大阪泉州桐箪笥製造協同組合
大阪宗教用具商工協同組合

11／15（土）

東北ボランティアさん推薦 物産販売
復興支援のパネル展示

体験教室や昔ながらの遊び
を体験しにきてね！

13:00～15:00

ぽかぽかひろば
～ あきをかんじよう ～
落ち葉カードを作ったり、
おいもを食べたりして秋を楽しもう。
◆定員／当日先着 50 名 ◆費用／100 円
◆申し込み／不要 ◆持ち物／水筒
◆対象／おおむね 3 才～小学 3 年生
（小学生未満は保護者同伴）
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「吹田市観光講座」が終了しました。
5 月～8 月
（全 6 回）
第4回
7/12「吹田の戦争の記憶」
（ラコルタにて）

「まち歩き」だけでなく、多くの人びとに吹田を知って
ほしい、「我がまち吹田」を好きになってほしいとの
願いで、吹田市観光講座を毎年開催しています。
6 回の座学が基本ですが、会場を替えたり、
「まち歩き」
を加えるなど変化させています。
この講座は、受講生だけのものでなく「吹田まち案内
人」の研修の場としても活用しています。
今年の受講生は、延 265 名でした。

お申し込み・お問合せは

■ 浜屋敷

☎ 06-4860-9731 ■

今年もたくさんの方に受講いただきました。
ありがとうございました。

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。

11／16（日）

14:00～16:00

庄屋屋敷で

～ 二人の歴史はここから始まる ～

和空間で人生のパートナーに巡り会える…かも！
素敵な伴侶が
見つかるかも…

出逢い・縁・つながり ～ 今までなかなか機会のなかった人も大丈夫！
地元の芸人：ゆっき～の楽しい進行で参加者をしっかり盛り上げてくれます。

―― ここから一歩を踏み出してみませんか？ ――
◆対象／20 才以上の独身の方
◆定員／男女各 20 名（多数抽選）
◆費用／1,500 円
◆申し込み／10/1（水）から 10/20（月）までに電話で浜屋敷へ

11／28（金）10:00～12:30

特別企画

吹田うまいもんミステリーツアー
旧吹田村の新しい魅力発掘して

≪第 3 弾≫

隠れ家的なお店紹介

◆日時／11 月 28 日（金）JR 吹田駅 さんくす夢広場 10：00 集合、同駅 12：30 解散
◆定員／30 名（多数抽選）

◆費用／1,500 円

◆距離／約 3.5km ◆雨天決行

◆申し込み／ 往復ハガキ に「うまいもんミステリーツアー」、人数、代表者の住所、名前、
電話番号を書いて浜屋敷へ。11 月 17 日（月）必着。
（※当選後のキャンセルは 11 月 25 日（火）までに必ずご連絡下さい。）

※人数限定企画につき、通常のまち歩き企画（下表）とは申し込み方法が違います。ご注意下さい。

申込者全員
参加できます

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

実施日

コース名

内

容

10/25
(土)

吹田ええとこ
まわりゃんせ②

旧吹田村散策。古きを訪ね吹田市発足
約
の地を巡ります。
4km
（旧西尾家住宅・神崎川渡し場周辺）

11/29
(土)

吹田ええとこ
まわりゃんせ③

吉志部集落周辺と JR 貨物ターミナル
駅を巡ります。
（吉志部神社・旧中西家住宅・
紫金山・駅周辺）

参加費

JR 吹田駅 さんくす夢広場
9:30 集合

300 円

10/23
(木)

300 円

11/27
(木)

JR 吹田駅

12:00 解散

約

阪急正雀駅

9:30 集合

4km

JR 岸辺駅

12:10 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

申込締切

集合・解散

距離

浜屋敷

FAX：06－4860－9725

(必着)

「まちの駅」に認定されました︕
駅長からご挨拶
当協会は、まちの駅連絡協議会
から［まちの駅 浜屋敷］として
認定され、先日8月1日に旗揚げ
式を行いました。道の駅は知っ
ているが、まちの駅は知らない
という方がほとんどと思います。
まちの駅はヒューマンステーシ (まちの駅連絡協議会発行の認定証とロゴ)
ョンとして位置づけられており、言葉通り人々および、地域交流の促
進や情報発信基地として、豊かなまちづくりに貢献することを目指す
ものです。日本全国で約1600か所の加盟があり、現在、大阪府下で
加盟しているのは当協会のみとなっています。
8月から浜屋敷では土間に「まちの駅ボランティア」が常駐してお
り訪問者や施設利用者に対して、館内のガイド行う他、浜屋敷や周辺
地域のインフォメーション、井戸端会議のお相手など多種にわたった
応接をしております。また、地域情報の資料作成等も徐々に整備され
てきておりますので、皆様に何度も来ていただけるような、楽しく賑
わった施設になる様に、ボランティアさん共々がんばって参ります。

Hamayashiki

ボランティア

募集中！

あなたも駅員さんになりませんか︖
活動内容
浜屋敷館内の案内など来館者を応接するボランティアです。
古民家や歴史に興味のある方、人と接することが好きな方大歓迎︕
研修有り。交通費の支給はございません。
活動日時
10:00～16:00の間でお好きな時間(冬季は15:00まで)
応募資格
どなたでもご応募できます。
お申込み方法
ハガキに住所、名前、電話番号、年齢、性別を書いて
浜屋敷「まちの駅ボランティア募集係」まで

企画を募集いたします！

だんじりの入替がありました！
吹田まつりがあった7月27日、六地
蔵のだんじりが早朝、浜屋敷を出発
し、夕方に西奥町のだんじりがやっ
てきました。
プチ情報ですが、入庫して間もない
ころにだんじりを見に来られると提
灯などが飾っているだんじりが見ら
れるかもしれませんよ。

8月６日

浜 屋 敷

戦争体験を聴く会

あなたが輝く
あなたで輝く浜屋敷
浜屋敷では会員の皆様から事業企画を公募いたします。
イベント、催しをあなたの手で開催して見ませんか？
応募要項

昭和７年生まれの樋口良次さんに近江
八幡での学童疎開、大阪大空襲の体験
等を映像や音楽を使ってわかりやすく
語って頂きました。卒業前に多くの大
事な隣人友人を失った悲しみと、その
後の厳しい生活があったそうです。
８０歳で６７年ぶりに開平小学校(旧久
宝国民学校)から卒業証書をもらって以
来ご自身の戦争体験を語る使命をもっ
て尽力しておられます。

吹田ノ渡シ 第68号
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○代表者は吹田歴史文化まちづくり協会の会員であること。
○浜屋敷にふさわしいと思われる企画であること。
○営利目的でないもの。<特定の個人または団体の宣伝になるものも含む>

応募方法
応募用紙（浜屋敷HPよりダウンロードまたは事務所で配布）と
企画資料を浜屋敷事務所までご提出ください。(郵送可)
＊資料はお返しできません。
応募締切１０月３１日（金）消印有効
＊詳細はHPまたは浜屋敷事務所で要項をご覧ください。

