
※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。

～体験して、学んで、楽しむフェスティバル～
周辺地域・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

2017年11月12日（日）10:00～15:00

AIGAWA FEST IVAL 2017

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／桑原自治会館 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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　　　 安威川ダムファンづくり会（茨木市観光協会、大林組・前田建設工業・奥村組・日本国土開発特定ＪＶ、オ
プスデザイン、安威川上流漁業協同組合、茨木市環境教育ボランティア、ＮＰＯ法人nature works、midica、淀
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          安威川ダム周辺地元自治会（車作、大岩、生保、大門寺、桑原、安威）、里山サポートネット・茨木、和亀保護の
会、安威川ダムファンづくり会学生部、茨木市市民活動センター、いばらき元気隊、茨木宙いもプロジェクト、茨木プ
ライマリーFC、茨木市サッカー連盟、いばらぼ北部応援隊、cafe百花moka、馬あそびぱかぽこひろば、追手門学院
大学Candle Night 2017、大阪府立大学工業高等専門学校、家具町工房、関西大学KUMC、関西国際大学、株式
会社ガンバ大阪、西日本高速道路株式会社関西支社新名神大阪西事務所、農事組合法人見山の郷、射場石利石材
株式会社、大阪ガス株式会社北部地域共創チーム、季刊誌サイクル、KURASHI cycle、自転車活用推進研究会、
立命館大学自転車競技部、立命館大学政策科学部牧田ゼミ、ＮＰＯ法人素材探検隊、大和紙器株式会社、山とまち、
ユニクル株式会社、ＮＰＯ法人ＰＴＡサポーターズ、アンキッキ協栄株式会社、茨木旬菓庵蔦屋耳原本店、cafeらん、
セルベセリア ハポロコ、はなせ、プレシューズアンドロワ、Mariana CAFE、LAWSON下穂積二丁目店
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○メイン会場へは、「阪急茨木市駅」発の［メイン
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３１
０円）にお乗りください。 ◯どなた様もまずはメイン
会場インフォメーションにお越しください。

◯桑原自治会館へは、メイン会場からお越しく
ださい。会場までは徒歩３分程度です。

○お帰りの際は、メイン会場発の［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。

［メイン会場直通送迎バスについて］
※メイン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。

メイン会場直通
送迎バス

のりば／おりば

主催

         　竜王山荘協賛

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

［メイン会場（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。

※行き帰りともに、「安威」停留所に停車します。

※会場及び周辺に駐車場はありません。

メイン会場

         茨木市教育委員会、公益社団法人 土木学会関西支部後援

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）。

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売
昆虫標本展示
森の紙芝居
フリーダム昆虫イラスト展示
カメの生態展示
エコアイデア 「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」
手作り缶バッジ
車作ぜんざい

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00桑原ふれあい運動広場グラウンド
楽しい丸太切り体験
どんぐりポットづくり
土嚢づくり体験
木の子の山
フリーダム昆虫イラスト表彰式
親子サッカー
宙いもスイーツ
「カフェ場」で語ろう！つながろう！
踊ってつくろう！ ペットボトルピザ
見山の郷
いばきた秋の収穫祭
お馬ぱかぽこ
生保コメ米サイ菜クラブ
ダンボール椅子づくり
おえかきしてみよう！
未来につなぐ信頼の道
ガンバ大阪サッカー教室
ストローハウスをつくろう
ダムを賑やかに!
重機記念撮影
ダム工事現場体験ツアー
サイクリストミーティング（時間未定）
間伐材プロジェクト
安威川ダムケーキ
安威川ダムカレー
セルベセリア ハポロコ
茨木旬菓庵　蔦屋
アンキッキ協栄
雁飯店
LAWSON下穂積二丁目店
Mariana CAFE
プレシューズアンドロワ
茨木カクテル2017
cafeらん
はなせ

メイン会場

会場周辺の道路もすべて終日駐車禁止です。
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阪急
茨木市駅 発

メイン会場
（桑原ふれあい運動広場）着

桑原自治会館 自然と話そう、
人と話そう。



自どんぐりポットづくり

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

桑原ふれあい運動広場グラウンド 

桑原自治会館

メイン会場

自自

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

自森の紙芝居

10:00～15:00（午前・午後の２回）／無料

キノコや菌がつくる森や自然環境の不思議につい
て、専門の農学博士が紙芝居形式のスライド
ショーによって楽しく解説します。

自

自昆虫標本展示
こんちゅうひょうほんてんじ

10:00～14:00／無料

安威川流域で採取された昆虫を360度、どこか
らでも観察できるアクリル樹脂に封入した標本
の展示や解説を見に行こう。

もり かみしばい

エコアイデア 「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」

10:00～15:00／無料

募集したエコアイデアから「おもしろアイデア賞」
「なるほどアイデア賞」を選びます。みんなで投票
しよう！エコポイントももらえるよ。

自

自

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。

自カメの生態展示
せいたいてんじ

10:00～／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。 

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。

手作り缶バッジ
てづく かん

自

フリーダム昆虫イラスト展示

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昆虫イ
ラストがたくさん集まりました。みんなの作品をご
覧ください。

自
こんちゅう てんじ

にぎ

10:00～／有料／無くなり次第販売終了

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 文

10:00～15:00／有料

茨木市の北部地域や中心市街地でも
販売中の安威川ダムカレー。防災ごは
んを使って、雁飯店とMariana CAFE
からダムカレーカード付きで出店です！

安威川ダムカレー 文

10:00～15:00／有料

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 文

10:00～15:00／有料

近畿一円の中華レストランに食
材をお届けしている会社です。当
日はオリジナルメニューをご用意
しています。

アンキッキ協栄 文

10:00～15:00／有料

ここでしか味わえない安威川フェ
スティバル限定の｢雁飯店コラボか
らあげクン｣やフランクフルトなど
ご用意しています。

LAWSON下穂積二丁目店 文

10:00～15:00／有料

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 文

10:00～15:00／有料

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2017 文

10:00～15:00／有料

茨木北部で古民家カフェをオープ
ンして1年半。美味しいらんブレン
ドコーヒーとうどん焼きをご用意
しています。

cafeらん 文

10:00～15:00／有料

茨木市の和食がメインのお店。日
本酒や焼酎も多数取りそろえ、地
産地消のジビエもあります。当日
は特製コロッケをどうぞ。

はなせ 文

災害時などに役立つ！身近
にあるダンボールを利用し
ての椅子づくりが楽しく体
験できます。

ダンボール椅子づくり
いす

11:00～12:00
13:00～14:00／無料

［安威川フェス2017  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。

自土嚢づくり体験

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壌づく
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。

自

自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

文

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）

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
かんばつざい

10:00～15:00／無料

大きなシート上に、木くずや
ダンボールでダム周辺の施
設を工作。自由な発想で安威
川の未来模型をつくります。

ダムを賑やかに!

10:00～14:30／有料

マイクロバスを利用して、ダ
ム建設現場を見学しよう。

ダム工事現場体験ツアー
こうじげんばたいけん

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

ダ

踊ってつくろう！ ペットボトルピザ
おど

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！

文

お馬ぱかぽこ
うま

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

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

見山の郷
みやま さと

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。

文

10:00～15:00／有料

いばきたの農家がおすすめする「おいしいもん」
をご紹介。新米や採れたての農産物、おばちゃん
がつくる「おかき」など盛りだくさん！

文いばきた秋の収穫祭
あきどのう たいけん しゅうかくさい

あいがわ いばらき

あいがわ きょうえい しもほづみ

ば かた
文

まちづくり移動カフェ「カ
フェ場」では、おいしい「バー
ドブレンドコーヒー」と人々
が行き交う「場」を提供！

「カフェ場」で語ろう！
つながろう！

10:00～15:00／有料

10:00～15:00／有料

茨木市耳原で和菓子製造販売。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 文
いばらきしゅんかあん つたや

10:00～15:00／有料

「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
の餃子を揚げ餃子・水餃子にして
ご用意しています。

雁飯店 文
がんはんてん

10:00～15:00／有料

ライブ&カフェMariana CAFEから
「安威川ダムカレー」のほか、みん
な大好きホットドッグやノンアルコー
ル生ビールもご用意しています！

Mariana CAFE 文

ダ

つ

つ

10:00～15:00／無料

未来につなぐ信頼の道
みらい しんらい みち

文

開通目前の新名神高速道路
を知っていただくコーナー。
上空からの写真やドローン撮
影の動画などを展示します。

文

10:00～15:00／有料

そら

茨木市のサツマイモを使っ
た町おこしプロジェクト「宙
いもプロジェクト」による、お
いしい宙いもスイーツを家
族みんなで楽しもう。

宙いもスイーツ
じゅうききねんさつえい

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

ダ

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

木の子の山

10:00～15:00／無料

「木の子の山」では、自然の木に触れて遊べま
す。積み木やドミノ、ジェンガなど、みんなで工夫
して自由に楽しみましょう！

き こ やま

おおさか
文

ガンバ大阪アカデミーによ
るサッカー教室を開催しま
す。会場ではキックターゲッ
トもできます。

ガンバ大阪サッカー教室

10:15～11:15／無料

文車作ぜんざい

10:00～15:00／有料

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！

くるまづくり

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。

フリーダム昆虫イラスト表彰式
こんちゅう ひょうしょうしき

14:00～／無料

自

親子チームによる対抗戦やガ
ンバサッカー教室とのコラボな
ど、芝生の上でスポーツを満
喫してください。

親子サッカー
おやこ

13:00～15:00／無料

文 文

10:00～15:00／有料

しょうぼ こめ さい

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。

生保コメ米サイ菜クラブ

宝物の絵を描いていただき
ます。参加していただいた方
には絵と引き換えにプレゼ
ントもご用意しております。

おえかきしてみよう！

10:00～15:00／無料

文


