
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
米や新鮮野菜を販売します。
10:00～15:00／有料

間伐材を使って、南米生まれ
の打楽器カホンを手作りし
て、みんなで演奏しよう。
10:00～15:00／有料

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。
10:00～15:00／無料

ダムの役割を知るキッカケに
なる土嚢づくり体験ができま
す。身近に川がある暮らしを
している方は参加してみよう。
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、安威
川水系に生息しているカメの
生態を見て知って覚えよう。
10:00～15:00／無料

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。

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。
10:00～15:00／無料

茨木市内で調査観察時に撮
影された野鳥たち。身近な野
鳥、めったに見る事ができない
野鳥をポスター図鑑で解説！

アクリル樹脂に封入した茨
木産の昆虫たち。標本箱で
はないので、近くで360度、
裏も表も観察できます。

10:00～15:00／無料

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。
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！
10:00～15:00／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。
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

京阪神一円のレストランに食
材をお届けしている会社で
す。自社工場で製造した大人
気のゴマ団子をご用意して
います。
10:00～15:00／有料 10:00～15:00／無料

10:00～15:00／有料

茨木ほくちの会 / BONOカフェ / cafeらん / たたらば珈琲

いばきたの地元民がおすすめするおいしもんを
ご紹介。生産者と飲食店のコラボによる、地元野
菜たっぷりのポトフ、すじこん、ザビエルすぎるサ
イダー、たたらば珈琲など、ここだけの「とってお
き」をご用意しました。オーガニック野菜や新米、
ジャム等の加工品も販売。

まちづくり移動カフェ「カフェ
場」で茨木市のサツマイモを
使った、おいしい宙いもスイー
ツとコーヒーを楽しもう。
10:00～15:00／有料

ライブ＆カフェのMariana 
CAFEでは、安威川ダムカ
レーの他、タピオカミルク
ティーとマンゴージュースを
ご用意。
10:00～14:00／有料

深夜でも家庭料理の「ひだ
まり」からは、定番の焼きそ
ば・唐揚げ・フランクフルトを
ご用意しています。
10:00～15:00／有料

綿菓子販売、竹細工を使った
工作イベント、リサイクル回
収とフードドライブを実施し
ます。

防災ごはんを使った安威
川 ダムカレー。雁飯店と
Mariana CAFEからダム
カレーカード付きで出店。
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！
10:00～15:00／有料

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。
10:00～15:00／無料

スリッパとカッパを作りましょ
う！新聞紙とビニール袋を
使って、いざという時に役立つ
防災グッズ作りを行います。
10:00～15:00／無料

Candle Night 本番で使用
するテーマの絵を描いてい
ただきます。参加していただ
いた方にはプレゼントをご
用意しています。
10:00～15:00／有料 10:00～15:00／無料

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。
時間未定／無料各回定員10名

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。
10:00～15:00／無料

10:00～12:00／無料10:00～12:00／無料

「安威川ダムカレー」のほか、
茨木市ふるさと納税お礼品
で大人気の餃子を水餃子に
してご用意しています。
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
産材料を使って作ったお餅
やご飯、米粉パン等の販売。
10:00～15:00／有料

雨蛙菜園がキッチンカーで
登場です！新鮮な卵と野菜、
オリジナルのスイーツ、紫蘇
ジュースなどを販売します。
10:00～15:00／有料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
トをお楽しみください。
10:00～15:00／無料

安威川にすむいきものの折
り紙や自分だけのオリジナル
トンボを作りましょう。エコポ
イントももらえます。

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。焼きたてをどうぞ。

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）
10:00～／有料／無くなり次第販売終了

令和4年に完成する安威川
ダムで使用する材料で出来
た大迫力の模型やパンフレッ
トで、造り方や役割などを詳
しく説明。

間伐材でキーホルダーを作ろ
う！好きな形の木を選んで、
やすりがけをして、絵を描い
て、ひもを通したら完成です。
10:00～15:00／無料

コラッジョ川西サイクリング
チームの指導のもと、楽しく
安全に自転車に乗る方法を
学びます。

防災に役立つ知識や、昨年
度に北摂地域で発生した災
害に関する情報を提供しま
す。皆様のお越しをお待ちし
ています。

10:00～15:00／有料

地元安威地区の自治会が安
威川フェスティバルにブース
出店。「楽しくておいしい食
べもの」をご用意しています！

10:00～15:00／有料10:00～15:00／有料

茨木高校の生徒たちが伝え
てきた茨高カステラをお手本
に、茨木産の玉子と蜂蜜で作っ
た「山のカステラ」を販売。

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！茨木産の具材を入れて美
味しいピザを焼きあげます。

10:00～11:30 12:30～15:00／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。

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。

12：30～13：00 13：30～14：00 14：30～15：00／無料 
自転車ライディングスクール受付にて、各回30分前から予約制

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

10:00～15:00／有料
※多数参加の場合は、整理券を発行します。

10:00～11:30 12:30～15:00／無料

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。
10:00～15:00／有料

安威川フェスティバルにヴィン
テージカーがやって来ます。
古き良き時代の車を身近に
感じて、お楽しみください。

４歳から小学４年生を対象に
サッカー未経験者でも楽しめ
るサッカー教室。芝生の上で
サッカーを満喫してください。

お子さんから高齢者まで誰
でも楽しめる！これまでのス
ポーツをアレンジしたニュー
スポーツを体験してください。

10:00～15:00／無料

10:00～15:00／有料

茨木市上音羽「ぱかぽこひろ
ば」からポニーがやってきま
す！餌をあげたり、お散歩した
り、お馬とふれあってください。

安威川フリーダムで募集した
子どもたちのイラストから優秀
作品を選考して表彰します。
14:00～15:00／無料

社会福祉法人せせらぎ舎&
せんたく屋ドラゴンによる、
せんたくのりを使ったスラ
イム作り体験。茨木市政70
周年ハンドタオルも販売。

身近にあるダンボールを使っ
て、災害時などに役立つ椅子を
つくってみよう！親子が一緒に
なって楽しめるプログラムです。
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手作り缶バッジ
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さいこめ

カホンワークショップどんぐりポットづくり

安威川フリーダム
イラスト展示

あいがわ

てんじ
安威川の
いきものをつくろう！

どたの まるたぎ てづく かんたいけん

しおや はんばい

安威地区ブース
あいがわちく

おえかきしてみよう！防災グッズを作ろう
じてんしゃ

たいけん

ニュースポーツ体験
きょうしつ

サッカー教室　

防災を学ぼう
ぼうさい まなぼうさい つく

ば そら

cafe場 & 宙いもスウィーツ
いばらきこうこう

あいがわ

茨木高校ボランティア
サークル「あいあいネット」

安威川ダムカレー
みやま さと

山のカステラ
やま

踊ってつくろう！
ペットボトルピザ

おど

茨木旬菓庵 蔦屋
耳原本店

いばらきしゅんかあん  つたや

Kitchen bar 
ひだまり

がんはんてん

雁飯店

あまがえるさいえん

雨蛙菜園

見山の郷

いばきた食いしん坊横丁（茨木ほくちの会）
くい ぼうよこちょう いばらき かい

プレシューズアンドロワ

セルベセリア ハポロコ アンキッキ協栄

ダム工事現場体験ツアー
こうじげんばたいけん

いばらき

茨木カクテル

間伐材プロジェクト

重機記念撮影
じゅうききねんさつえい

安威川ダムケーキ
あいがわ

安威川ダム
あいがわ

かんばつざい

間伐材ワークショップ
かんばつざい

きょうえい

サイクリストミーティング自転車
ライディングスクール 

あいがわ

こんちゅうひょうほんてんじ いばらき やちょうかいせつせいたいてんじ

てんじ

どのう たいけん

Mariana CAFE

ぱかぽこひろば

安威川フリーダム　
イラスト表彰式

あいがわ

ひょうしょうしき

ヴィンテージカー展示

せせらぎ&ドラゴン

ダンボール椅子づくり
いす

［安威川フェス2019  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。

桑原ふれあい運動広場会場


