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河内長野がおもしろい！って、ここ
で活動する人がおもしろいからか
も。と、気づきだした奥河内.infoが、
みんなの活動を応援しよう！と立ち
上げた「つくるつながるかわちなが
の」通称「つくつな」。人と人がつな
がっていくことを目的にしているよ。

ここで生きることに前向きな人や活
動が増え、地域にむけてのイベント
もたくさん。開催する人と参加する
人がもっとつながりあえば、さらに
「たのしい！」の輪が広がるはず！開催
情報を毎号掲載するので、気になる
活動をチェックしてぜひ参加してね。

「つくつな」ってなに？「つくつな」ってなに？

人がおもしろい! 地域の魅力発信

「たのしい！」の輪を広げよう

各プロジェクトの最新情報

は インフォＷＥＢへ

高野街道まつり
第11回

10 22/ 日

10/22 (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/

雨天決行・荒天中止

雨天決行・荒天中止

雨天中止

9 10/ 日

9/10 (日) 15:15開演(14:30開場)
ラブリーホール　   前売2500円  小学生以下無料
0721-56-6100(ラブリーホール)
lovelyhall.com　 　主催：(公財) 河内長野市文化振興財団

10 22/ 日

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!

マイム俳優いいむろなおきを迎
え、あらたな奥河内の音・物語・歴
史がつむがれる3年目の「奥河内
音絵巻」。楽しさ＆美しさ倍増！奥
河内でつくる唯一無二の舞台を
体感しよう！

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。

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。

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。

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。

7 1/ 9 30/～土 土

.

体育の日

奥河内コレクション vol.6

高野街道まつり同日開催
フード＆クラフト

ママ作家からお店まで、つながりあうコミュニティ感いっぱ
いのマルシェ。8月は「浴衣できてね！夏祭り」をテーマに河
内長野ガスグループ ショールームクラッシモ、10月は「ハ
ロウィーン」をテーマに毎年人気のラブリーハロウィーンイ
ベント同日開催、ラブリーホールで開催します。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とした、お
いしいモノやかわいいモノ、ワークショップが大集合！「み
んなでつくる参加する」イベントへぜひ遊びに来てね！

キッズに大人気の縁日を今
年も開催。浴衣できてくれた
ら、縁日でのゲーム一回無
料！さらに、無料浴衣撮影
会あり。撮影写真は奥河内
.infoWEBに掲載されるよ。

みんなで歌って踊っちゃお
う。恒例の「仮装！？ファミリ
ーコンサート」や、仮装撮影
会など、ラブリーホールが
ハロウィーン一色に！仮装し
て集まろう！

「かわちいいね」とは…
豊かな風土がおりなす人の温かさで溢れ
ている河内長野。この街と人々の魅力を
インスタグラムにタグ付けして、常に発信、
発見できる場。それが「かわちいいね」。

Pick up 企画

8/26（日）河内長野ガスグループ ショールームクラッシモ ▶来場無料
10/9（月・祝）ラブリーホール ▶入場無料
10:00-15:00　  主催：atelier NOAHNOOR 　  marche@okukawachi.info 

同日開催の企画アリ◎マルシェとあわせて楽しい1日を過ごしてね

つくるつながるコミュニティボンボンマルシェ
8 26/ 10 9/・土 月・祝

浴衣de縁日！/826土 ラブリーハロウィーンinかわちながの /10 9

かわちながの世界民族音楽祭 2017
奥河内音絵巻
山を鳴らす ~木と奏でる人 の々歌

日野獅子舞

馬駈神事

「市指定無形民俗文化財」

「国指定重要無形民俗文化財」

10 6/ 金
10 7/ 土

金

春日宵宮 10/6 (金)　19時頃開演
本宮 10/7 (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

10 9/ 月・祝

10/9 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)

気遣うことなく親子で楽しめる音楽会。クラ
シックやディズニーの音楽を歌やピアノで皆様
へお届け。当日は「たいちろうのぱん」を参加者
全員へプレゼント。

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。

子育てママがお届けする
「親子のための小さな音楽会」伊勢神楽 奉納

1013/ 9 30/ 土

10/13 (金)  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 6/ 金

宵宮 10/6 (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･原口 080-5338-0755 

西代神楽
「市指定無形民俗文化財」

#お揃い帽子 #かわちいいね
#一歳6ヶ月

Step1  お使いのスマートフォンから[instagram]をダウンロード
Step2  インスタグラムアカウント「かわちいいね」で検索、（kawachiiine)をフォローする
Step3  写真に「#かわちいいね」「#河内長野」「#奥河内」（必須）をつけて投稿するだけ
　　　 25歳以下の方はプラス「#U25」のタグもつけて投稿してください
投稿いただいた方には「かわちいいね」からダイレクトメッセージを送らせていただくことがございます。
あらかじめご了承ください。

テーマ：「かわちながのに夏が来た」　期間：7/1（土）～9/30（土）
資格：河内長野で撮影した写真であること（お住まい等は問いません）
主催：かわちいいね運営チーム   協賛：奥河内.info　　
kawachiiine.click　　kawachiiine@gmail.com
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10/22（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 

9/30 (土)　14:00～15:00　 　コノミヤテラス
お一人500円（大人～乳幼児）  先着30名様
主催：南花台ピアノ教室   協賛：たいちろうのぱん
smile.pooh.risa@gmail.com（南都）

ピアノ：南都　梨紗（南花台ピアノ教室）
歌：三谷　真由（武庫川女子大学音楽学部卒）

申

月・祝
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asuka_okanami_saito  さん
#あさんぽ #かわちいいね
#好きな景色

kanakana30  さん
#夕焼け #かわちいいね
#今日ソラ

npo.orquesta  さん

奥河内.info賞...3人／LOVEかわちながの賞...3人／特別賞under25...3人
各賞のグランプリ作品は本誌に掲載させていただきます。全入賞作品は奥河内.info情報サイトに掲載させていただきます。

詳細はコチラ

フォトコンテスト開催
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▶詳細はP.05


