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「市指定無形民俗文化財」

西代神楽

つくるつながるコミュニティ

金

金

9

開催期間

日

10/
8

高野街道まつり同日開催
フード＆クラフト

月・祝

神功皇后御征韓祝賀のため、
裸馬の競馬を催された由来に
より、古来から伝承し現在も斎
行されている神事。

10/
28

第12回

土

高野街道まつり

雨天中止

伊勢大神楽の一行が、地方の
神社で神楽を舞い、家々を巡っ
て門付けし竃祓いと屋敷清めを
行う。神業あり、笑いあり、素晴
らしい神楽の舞をぜひ。

合計

9月末日〆賞品

日

期間に
ご注意

河内長野商工会館1Fや市内の各店舗などに9月から順次設置。

2 パンフレットを持ってお店で合言葉をいおう！

お店の人に合言葉
「トリック・オア・トリート」
といおう！ちゃんといえたら、
スタンプとお菓子がもらえるよ。

30名

3 ガラポン抽選会に参加してプレゼントをゲット

10月末日〆賞品

参加店情報は
こちら

10/8（月・祝）開催のイベント会場にてガラポン抽選会を実施。スタンプを
集めたパンフレットを持っていくと、ガラガラができるよ。

最新情報は
こちら

10/8

Facebook

「奥河内 ながのfoodo」
の
フルーツも味わえるかも?

10/
28

高野山への参詣道として栄えた
「高野街道」周辺が多彩な催し
や出展で賑わう。風情が残る町
並みをめぐりながら、
スタンプラ
リーも楽しもう!

Point

1

奥河内フルーツラリー
PRブース出展予定！

みんなで歌って踊っちゃおう
仮装！？ファミリーコンサート

恒例のコンサートで一緒にうたおう！
仮装キッズにはお菓子のプレゼントあり。

河内長野市内の若手農家が栽培した採れたての
新鮮野菜やフルーツを直接お客様に販売します。
日

ラブリーハロウィーン1dayイベント

イベントの詳細は8/1（水）以降webサイト（lovelyhall.com）をご覧ください

主催：河内長野市商工会・河内長野市商店連合会
河内長野市昭栄町7番3号
0721-53-9900

くろまろ軽トラ市

月・祝

10/8 (月・祝) 10:00〜15:00
てね！
ラブリーホール
仮 装してき
無料（一部有料）
公益財団法人 河内長野市文化振興財団
0721-56-6100

河内長野市認定ブランド

9/
23

参加店情報は
こちら▼

1 まずはイベントパンフレットをゲット

50名様にあたる

パンフレットを手に入れて、
スタンプを押してもらおう！
３個1口でどちらの賞にも応募できるよ。

＊パンフレットは河内長野市商工会
実施店・市役所にあります

〜10/8 月・祝

お店をめぐってスタンプを集めると
ガラポン抽選会に参加できるよ！

5,000円分・3,000円分
20名

土

仮装を楽しむひとたちがワイワイ集まるハロウィーンイベン
トと、
河内長野市内のお店でスタンプをゲットする
「街中でトリ
ック・オア・トリート！」
が今年も開催決定！みんなで参加してね。

ラリー参加店
全店でつかえる金券

フルーツ

＆ベジタブル

9/15

大人も子どもも楽しんじゃおう！
人気の仮装イベント

お食事券賞 ¥¥¥

奥河内

応募
条件

10/28（日） 10：00〜16：00
酒蔵どおり(天野酒付近)
主催：酒蔵どおりプロジェクト
企画運営：atelier NOAHNOOR／Handmade SunMoon
info@okukawachi-collection.com
okukawachi-collection.com

10/
13

開催期間

河内長野の農家さんが大切に育てたフルーツや野菜を使
って、市内人気店のパティシエやシェフが腕をふるうと、美味
しい逸品に！ぜひいろんなお店を回って食べてみてね。

&ベジタブル 賞

石畳の趣きがある酒蔵どおりに
５０店舗以上のフード､クラフト､
ワークショップ体験ブースが集
合｡地元シェフによる地産地消
がテーマの奥河内フードや会場
である天野酒を使用した限定
飲食企画アリ。

10/8 体育の日 (月・祝) 15時頃~
住吉神社 (小山田町453)
主催：住吉神社
0721-52-5345 (住吉神社)

〜10/31 水

10名様にあたる
フルーツ

奥河内コレクション vol.7

小雨決行

土

お店をめぐってスタンプを集めると
ステキなプレゼントがもらえるよ！

9/9（日）3回公演 11:00／14:00／17:00
ラブリーホール
おとな 前売2,300円 当日2,500円／こども 1,000円＊前売・当日共
演奏：奥河内音絵巻2018スペシャルバンド
芸術監督：サキタハヂメ 主催：(公財)河内長野市文化振興財団
0721-56-6100（ラブリーホール）
lovelyhall.com
体育の日

9/1

街中でトリック・オア・トリート！

限定メニューぞくぞく！
自然の甘味を食べ歩こう

奥河内の自然、風景、歴史から
影響受け、
この地で作る音と光
のタペストリー。天から降り注ぐ
LUCKY！万華鏡の中で遊び、不
思議な夢を見るような、全方向
体験型のショー。素敵な写真が
撮れるかも！

春日宵宮 10/5 (金) 19:00頃開演
本宮 10/6 (土) 11:30 宮入り
春日宵宮 みのでホール (日野980)
本宮 高向神社 (高向291)
主催：日野地区自治会
hino-shishimai.com

伊勢神楽 奉納

小雨決行

/9
奥河内音絵巻2018 vol.4
LUCKY for YOU! らっけいほうよう

土

数百年前から伝わる秋の収穫
を祝う獅子舞。
「六斎念仏獅子」
とも呼ばれ、願いを込めた6曲
の舞が奉納される。

「国指定重要無形民俗文化財」

月・祝

7/22（日）10:00-15:00 大阪府立 花の文化園 ▶入園料必要
10/8（月・祝）10:00-15:00 ラブリーホール ▶入場無料
主催：atelier NOAHNOOR
marche@okukawachi.info

10/ ・10/
5
6

馬駈神事

日

シェフによる河内長野ならでは
の地産フード企画をはじめ、お
いしい・かわ いいモノ、ワーク
ショップが大集合！7月は「浴衣
できてね！夏祭り」、10月は
「ハロ
ウィーン」
をテーマに開催。
キッズ
企画あり、
ぜひ遊びに来てね！

宵宮 10/5 (金) 19:00~21:00
西代神社 (西代町16-5)
主催：西代神楽保存会
保存会会長・坪佐 0721-52-6239

日野獅子舞

7/ ・10/
22
8

BON!BON!MARCHE

江戸時代、伊勢神戸に転封され
た西代藩主の徳をしのび宵宮
に奉納される10演目は圧巻。
宮入り時には2演目を奉納。

「市指定無形民俗文化財」

ラブリーハロウィーンin かわちながの

Point

2

9/23 (日) 9:30〜12:00
道の駅 奥河内くろまろの郷
河内長野青年農業者クラブ
080-1416-9375（中谷）

ボンマルとタイアップ！
ハロウィーンマルシェ

本誌が運営するコミュニティイベント
「ボンボンマルシェ」
（P.4）
とタイアップし、
ママと子ども向けマルシェを開催。
河内長野市商工会・河内長野市商店連合会は、
「街中でトリック・オア・トリート！」に共催しています

道の駅
ちはやあかさか

道の駅「ちはやあかさか」が
リニューアルオープン！
Oh!Musubi!や日替わりスープ、究極のソフトクリーム、
ロールケーキなどの
各種ケーキもあり。緑に囲まれた村でゆっくりしませんか。

10/13 (土) 14時頃から約1時間
住吉神社 (小山田町453)
主催：住吉神社
0721-52-5345 (住吉神社)

10/28 (日) 10:00〜16:00
主催：高野街道まつり実行委員会
河内長野駅周辺~高野街道~三日市町駅前
0721-53-1111(市役所･産業観光課)
kouyakaidou.kankou-kawachinagano.jp/kouyafes/
4

9:00〜17:00 お盆、
正月休み以外年中無休
南河内郡千早赤阪村二河原邊7 map- B
0721-21-7557
一般社団法人ちはやあかさかくらす

月曜日〜木曜日：村の野菜と米のスパイスカレーランチ
金曜日：焼きたてパン販売（10時ごろ〜）&パスタランチ
＊ランチは11:30〜なくなり次第終了
3

