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会員募集 /こんなことありました/吹田の歴史探訪

題字 : 藤本 衞

特定非営利活動法人

吹田歴史文化まちづくり協会

理事長　藤本　衞

　平素は吹田歴史文化まちづくり協会、浜屋敷の活動にご支援・ご協力を賜り、

誠にありがたく厚くお礼申し上げます。令和四年はコロナ感染の第六波から第

七波へと進行する中で、それぞれの時機に合わせて入館人数等を調節して各事

業を展開し、成果を上げることができました。また、新規事業(雅楽等)に取り

組むことにより、新しい浜屋敷ファンも増加したことを大変うれしく感じました。

　この冬から春にかけてはコロナとインフルエンザの流行が予測されています

が、浜屋敷の活動は歴史・文化・まちづくりを基本に据えて、市民の皆様に愛

される浜屋敷としてご期待に応えられるよう努力する覚悟でありますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

2023年
よろしくお願いいたします。
2023年
よろしくお願いいたします。

2022年
ありがとうございました。
2022年
ありがとうございました。



※ 新型コロナウイルス感染症の影響で

　 催しが中止・変更になる場合があります。

お申し込み・お問い合わせ

（お申し込みは午前9時から午後9時まで）

浜屋敷 06-4860-9731

117 号　12・1 月の催し

2022 年度 休館日

4/18（月）・6/20（月）・8/15（月）・10/17（月）・12/19（月）・2/20（月）
年末年始 12/29( 木 ) ～ 1/3( 火 )

 (木)

10/20
14:00 ～ 16:00

民博楽座 スペシャル (日)

12/18 14:00 ～ 15:30

先着 30 名定員 /

費用 /500 円

申込 /12/1( 木 ) から

　　　電話で浜屋敷まで

クリスマス再考

 (土)

1/7

定員 /先着 250 食

11:00 ～ 12:00【整理券配布 10:45 ～】

七草粥のふるまい

へっついさん (かまど )で炊いた浜屋敷特製の七草粥をどうぞ。

歴史歴史

文化文化

費用 /無料
絵画と朗読と音楽と

【朗読公演】

 (金)12/2

～『雨月物語』より～

両日とも現在キャンセル待ちです。

※要予約

 (土)・12/3  (日)・12/4

浜屋敷企画公募事業

【絵画展示】

「雨月物語」の中より、妖しくも悲しい情念がめくるめく物語「蛇性の婬」を、原典とされた

「白蛇伝」を交えながら、絵画と朗読と音楽でお届けします。

なかまき　ひろちか

【講師】 中牧 弘允
　　　　(国立民族学博物館 名誉教授 )

文化文化

せり なずな ごぎょうはこべら

 ほとけのざすずな すずしろ これぞ七草

せり なずな ごぎょうはこべら

ほとけのざすずな すずしろ これぞ七草

申込不要 /費用無料 マイお箸・マイお椀をご持参ください。

12

2
11/14

日

新春かるたあそび

日2/5 墨絵ワークショップ

金12/2 浜屋敷公募事業

土12/3 絵画と朗読と音楽と-雨月物語より-

12/4 【絵画展示】

日

土

12/18 民博楽座Special　クリスマス再考

1/7 七草粥のふるまい

要
予
約

イベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダー
1 月212

土

※整理券の配布はおひとり 1枚です。

10:00 ～ 17:00 ( 最終日は 16:00 まで )

申込 /不要費用 /無料

文化文化

その知られざる歴史と文化

12/2( 金 ) ・12/3( 土 )

Special

日本でも年末行事になっているクリスマスですが、悪い子に

罰を与える聖ニコラスもいれば、臣下から君主に進物を献ず

る時代もありました。

アドベントカレンダーがなぜアドベント(待降節 )初日からで

はなく12月1日に始まるかといった些細な謎にも迫ります。



117 号　1・2月の催し 吹田まち案内人と歩く

・新型コロナウイルス感染症対策として定員制としたため、電話のみの受付としています。(FAX、Eメール、はがきでの受付は行いませんのでご注意ください。)

・申込時に参加者全員のお名前、ご連絡先をお伺いします。

・当日は各自で検温の上、発熱がある方や体調のすぐれない方は参加をご遠慮ください。

・必ずマスク着用をお願いします。

吹田のええトコ案内するで～!!

 申込期間内に電話で浜屋敷まで

吹田まち案内人の情報を毎月配信しています！ご希望の方は

　　　　　　　　　　　　　  　に ①氏名 ②住所 ③電話番号 ④生年月日 を入力してお申込みください。

メールニュース会員募集中！メールニュース会員募集中！

お申込みお申込み

suita-guide@hamayashiki.com

 ☎０６-４８６０-９７３１ ☎０６-４８６０-９７３１ (9：00 ～ 21：00) キャンセルの際は必ずご連絡をお願いします。

雨天☂決行 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！

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、申し込み方法を変更しました。申込期間内に電話でお申し込みください。

集合 解散

12/1（木）～

12/28（水）

申込期間

費用 500 円

約 16 ㎞
1/7

16:00 頃 山田伊射奈岐神社八社巡り 9:30 緑地公園駅西口

先着 30 名
市内の由緒ある神社八社を歩きます。（土）

定員 /先着 20 名

申込 / 12/1( 木 ) から電話で浜屋敷まで

費用 /無料

新春かるたあそび

小倉百人一首を学び

競技かるたの世界をのぞいてみよう！

13:00 ～ 15:00

 【協力】大阪大学競技かるた会

墨絵ワークショップ
墨で春を描こう

 (日)

2/5 ①10:00 ～ 11:00 

②11:00 ～ 12:00

ふくだ　しょうご

【講師】 福田 匠吾 (書家 )

定員 /各回先着 10 名

申込 / 1/5( 木 ) から電話で浜屋敷まで

対象 /5 歳～小学 6年生

 (土)

1/14 文化文化

文化文化

2022 年「光」

FAX、メール、はがきに書いてほしい文字「1文字または 2文字」を書いて

下記の宛先までお送りください。

大書大書

ＦＡＸ　06-4860-9725

メール　info@hamayashiki.com まで (件名：大書の文字係 )

はがき　〒564-0025　吹田市南高浜町 6-21　吹田歴史文化まちづくりセンター　大書係

の文字募集

書家の福田匠吾さんに書いていただく大書の文字を募集します。

2023 年に期待することを 1文字または 2文字で表してみませんか。

大書は 4月に開催する「さくら日和」で展示します。

募集期間　1/5( 木 ) ～ 2/5( 日 )

新春かるたあそび

墨絵ワークショップ

費用
無料

昼食持参



特定非営利活動法人

吹田歴史文化まちづくり協会

吹田ノ渡シ 117 号（2022 年 12 月 1 日発行）

この広報誌は4200部作成し1部あたりの単価は10.30円です。

浜屋敷 検索イベント、貸室、見学情報は…

開館時間

休 館 日 

観　覧

貸　室

最寄り駅

指定管理者

午前9：00～午後10：00
※お申込みは午後9：00まで

12月29日～1月3日
 (施設点検のための臨時休館日があります)

無 料

有 料  (要申込み)

阪急京都線　相川駅徒歩10分
ＪＲ東海道線　吹田駅徒歩15分
阪 急 バ ス 高浜神社前徒歩1分

【差出人・返還先】
特定非営利活動法人  吹田歴史文化まちづくり協会
〒564-0025　大阪府吹田市南高浜町 6-21

＠hamayashiki2 ＠hamayashiki

https://hamayashiki.com/blog/

https://hamayashiki.com/

info@hamayashiki.com

06-4860-9731/06-4860-9725
（電話） （FAX）

重陽の節句

10月7日、旧暦重陽の節句～尺八が誘

う朗読の世界～を開催。朗読は大橋文

江先生、尺八は藤田慧山先生。「おぼ

ろ月」「十三夜」の朗読と、尺八の音色

が響き、物語の世界へひきこまれまし

た。秋の曲メドレーも演奏され、郷愁

を誘う音色にうっとり…長寿を願う菊

酒が参加の方にふるまわれました。

手づくり市の舞台裏

毎月第2、4土曜日13:30～16:30に開館している文庫。

場 所：浜屋敷[多目的室] ※８月・12月第４土曜は休館します。

加賀 眞砂子

第45 回

加賀文庫開館しています

  きりえさんぽ吹田「旧街道を歩く」昭和60年

刊行に吹田市・豊中市の境界となる天井川の高

川に架かる水道橋のきり絵があります。高川は吹

田市津雲台の牛ヶ首池や春日大池を水源として

千里丘陵を流れる淀川系一級河川です。昭和 6年

まで高川の東（吹田市側）には中川・小川が並行し

て流れ三川四堤防の珍しい景観でした。ひだの多

い千里丘陵から流れる水をそのまま流し水が溢れ

る度に土を盛って土堤を高くしたためにできたも

のです。その後、中川・小川を合流し高川だけにな

りました。昔は高川を渡る土橋のそばに茶店もあ

りました。 高川の下

のトンネル化は大阪

府で初めての珍しい

工事でした。 今も高

川の堤に沿って松林

が所々に昔の面影を

残しています。

さん

こ

ど　 て　

ど　

せん よん てい ぼう

がわ

ばし　

秋の手づくり市の開催にあたり、会場

設営や、受付・直営店スタッフ・館内

案内、片付けなど、様々な場面でボラ

ンティアの皆さんに協力をいただきま

した。皆さんの力添えもあり、手づく

り店やフードコート、あそびのひろば

など、たくさんの来場者の方々が楽し

めるイベントになりました。

１月４日　 ～

会員募集始まります
2023 年 度

あなたも協会会員として、 浜屋敷を盛り上げていただけませんか？

①センターニュース 【吹田ノ渡シ】

を毎号ご自宅までお届け

②様々なイベントの参加費を割引。

(※一部対象外のイベントがあります )

お申し込み ・ お問い合わせは 浜屋敷 (☎06-4860-9731) までご連絡ください。

正会員 3,000 円　

賛助会員 1,000 円 (1 口 )　

法人賛助会員 10,000 円 (1 口 )

特　

典

年
会
費

水


