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アイセル・シュラホール
（藤井寺市立生涯学習センター）

①ハートフル 91 商店街

②藤井寺駅前北商店街

③藤井寺一番街商店街

さて、どこだと思いますか？

実はこの船、アイセル・シュラホールという歴史展示施設。
岡古墳から出土した舟形埴輪がモチーフになっているとか。
遠くから見ると、まるで船が街の上に浮かんでいるように見えます。
この施設には「屋内多目的広場」や「歴史展示ゾーン」が設けられており、
「歴史展示ゾーン」では 1 時間に 1 回、照明・音響効果抜群の映画が上映
されています。
アイセル･シュラホールの「シュラ」
は「修羅」のこと。この修羅とは、
重い荷物を乗せて運ぶための古代の
木ぞりです。
藤井寺市で、毎年 9 月に行われる
市民まつりには「しゅらまつり」
という名がつけられています。
※ アイセル：Activity、Information、Consultation、Exchange、Learning の頭文字を並べたもの

アイセル・シュラホール（藤井寺市立生涯学習センター）
場

所：大阪府藤井寺市藤井寺 3 丁目 1 番 20 号

利用時間：9：30 ～ 17：15

休館日：月曜日 ( 月曜日が祝日の場合はその翌日 )
年末年始（ 12 月 29 日～ 1 月 5 日）

古市古墳群には、羽曳野市から藤井寺市の東西 4km、南北 4km にかけ
て、かつて 130 基（前方後円墳 30、方墳 53、円墳 38、墳形不明 9）
の古墳が存在していました。その中で墳丘が現存しているのは下記の
45 基の古墳です。

場 所：大阪府藤井寺市古室 2 丁目
古墳形：前方後円墳
特 徴：出土した埴輪の特徴から 5 世紀前半の築造とされている。
墳丘の長さ約 154ｍ、後円部径約 96ｍ、高さ約 15.3ｍ、
前方部幅約 100ｍ、高さ約 9.3ｍ。
出土品：墳丘には円筒埴輪列があり、家・衣蓋（きぬがさ）
・盾・靫（ゆぎ）
・
冑形（かぶとがた）などの形象埴輪も確認されている。
びっくり情報：宮内庁の管理地でないため、
墳丘内に自由に立ち入ること
ができるだけでなく、墳丘の
一部に住宅が建っている。

場 所：大阪府藤井寺市津堂
古墳形：前方後円墳
特 徴：４世紀後半に造られた古市古墳群の中で一番古い古墳
墳丘の長さ 210ｍ、前方部幅 121ｍ、後円部直径 128ｍ
※ 後円部の北側中腹に津堂八幡神社がある。
出土品：水鳥形埴輪（国の重要文化財）は、アイセル・シュラホールに
展示されており、鰭付円筒埴輪は、大阪府立近つ飛鳥博物館に
展示されている。
びっくり情報：この古墳は中世の室町時代に
城として利用されていた。
中腹には、埴輪がゴロゴロ転
がっているところがある。

〈もずふる応援隊〉
羽曳野市、藤井寺市内で活動する団体の方々が発起人となって、
世界文化遺産登録に向けた地元の機運醸成のための応援隊が結成
されています。
「もずふる応援隊」で検索してみてください。

世界文化遺産登録に関する取り組み情報が下記ＨＰに公開されています！
藤井寺市：藤井寺市世界遺産登録推進室
http://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/sekaiisantoroku/
羽曳野市：羽曳野市世界文化遺産推進室
http://www.city.habikino.lg.jp/10kakuka/23seisakusuishin/2011-0421-1254-24.html

＜賑わいイベントのご紹介＞

開催日

3 月・5 月・9 月・12 月
日曜日・祝日 ( いずれか年４回 )

時

間

10 時～ 14 時

場

所

道明寺天満宮

現在の藤本雅一酒造醸は、大正２年（1913 年）
3 代目当主重治郎氏が創業されました。
当時、藤井寺の周辺は水田が多く、綿の栽培が特にさかん
でした。
重治郎氏は「藤源」という河内木綿の製造業を営んでおられ
ました。いにしえより、近くの山々からの水脈が良質の
地下水となって、この地を流れています。
重治郎氏はこの良質の地下水を清酒造りに利用できないか
と考え、丹精込めた自作の米と合わせて清酒造りに転向
したそうです。
うまい酒を造りたいという重治郎氏の願いは現在も
「冨士正」として引き継がれています。

正直に誠実に。。。
現在、藤本酒造は少量生産の清酒蔵
であるため大手流通には出されていません。
商品はほぼ直売りで、お客様の顔を見て売られています。
それは昔からの伝えられたやり方が貫かれているからです。
住 所：大阪府藤井寺市藤井寺 2 丁目 1－10
電 話：072-955-0018
定休日：不定休

藤本雅一酒造醸ホームページもご覧ください。

http://www.fujimotosyuzou.com/

藤井寺のキャラクターとして知られるまなりくんは、遣唐留学生・井真成
（いのまなり、西暦699年～734年）がモデルです。717年に19歳で遣唐使の
一員として、阿倍仲麻呂らと共に唐（現：中国）に渡り、唐の都長安（現：
西安）で亡くなりました。このことは、2004年に西安の地中から「井真成の
墓誌」が見つかったことで明らかになったそうです。
墓誌には「優秀な人物で皇帝から高い位（尚衣奉御）が贈られ、盛大な葬儀
が行われた」と記されています。この官位は、皇帝の衣服を管理する官職の
長で、玄宗皇帝にかなり身近な立場にある高い位です。玄宗皇帝は楊貴妃を
寵愛したことでも有名です。
井真成のことを記した墓誌のレプリカがアイセル・シュラホール２階に展示
されています。

★ 辛國神社の星まつり燈火会のまなりくん
節分の日、辛國神社では夕方より小さな行灯が点灯されます。
古くから、炎は神と人が交流するために無くてはならないものの一つと
考えられてきたことから、祈りを炎に託して辛國大神さまに届くように
と献燈が用意されています。この献燈に願いを託して飾ると、きっと、
祈りが届くはず・・・。ここでも、まなりくんが活躍しています。

★ しゅらまつりのまなりくん
藤井寺一番街商店街、
ゆめぷらざ前の
まなりくんと学生

遣隋使と遣唐使
聖徳太子が 600 年に小野妹子を遣隋使として、隋（581 年 ～ 618 年）に派遣
したことはご存じのとおり。この遣隋使とは、日本が隋から、技術や制度等を
学ぶために隋に派遣した使節団のこと。600 年から 18 年の間に 5 回以上派遣
されていたとされています。
618 年に隋が滅び、唐（618 年 ～ 907 年）が建国されたため、その後、遣隋使
は遣唐使に変わり、寛平 6 年（894 年）に菅原道真公の進言により遣唐使が廃
止されるまで続いていました。
遣唐使は、日本が唐に派遣した使節であり、唐と対等に交易・外交をしていた
とされています。

藤井寺市立スポーツセンターで、毎年９月に実施され
る市民のお祭り「しゅらまつり」には、約３万人もの
参加者があります。例年、楽しいステージイベントや、
みんなで踊る「河内音頭」
、
フリーマーケット、
縁日コー
ナー、物産市、各種団体の展示・販売・バザーなどの
さまざまな催しが行われます。

★2015 年、消費者教育推進大使に任命されたまなりくん
消費者庁では、消費者教育推進などのために各地方で親
しまれている地方公共団体公認のマスコットキャラク
ターに対して、
「消費者教育推進大使」を委嘱する制度
を 2014 年度からスタートしています。
※

現在、まなリンク協議会ではまなりくん活動メンバーを募集中です。

いちじく ( 無花果 )

南河内ご当地グルメ「かすうどん」づくりに挑戦しよう！

いちじくは実の中に花をつけます。

のつくり方

そのため「無花果」という漢字がつけられました。
美容と健康に良いとされています。

＜材 料 ＞
1 人前

うどん : 1 玉
油かす : 適量
めんつゆ濃縮タイプ : 適量
水 : 約 250cc
生たまご : 1 つ
薬味（ねぎ、油揚げなど）: お好みで

＜作り方＞

１．油かすをゆでながら、だしのベースを作る。
適量（約 250cc）の水を鍋で沸騰させて、
油かすを入れ、油かすが透明になるまで煮て
だしのベースとなるスープを作る。

いちじくは５月頃から出回り始め、
10 月頃までがシーズンです。

道の駅しらとりの郷（羽曳野）等において、
羽曳野市の特産であるいちじくを使った

「ジャム」や「ジュース」
「ソース」
「ドレッ
シング」等、いろいろな商品に加工して
販売されています。

２．だしを作る。
上記１の油かすを煮込んだスープに、めんつゆを入れ、
煮立てないよう注意してだしを温める。
※ 煮立てすぎて、香りがとばないよう要注意！
３．上記２とは別の鍋でうどんをゆでて器に盛る。
４．器に盛ったうどんの上に生たまごをのせる。

デラウェアは種なしぶどうの定番として古くから一般的に親しまれている
ぶどうです。果粒は小粒でも、強い甘さと酸味をもち、ほのかな芳香があ
ります。
○大阪府はぶどう生産量、全国第9位（H25年、5,140トン）を誇るぶどうの
産地であり、特に主力品種のデラウェアは、生産量全国第３位。
○ぶどうの種なし化技術も農林技術センター（大阪府立環境農林水産総合研究
所）などが開発し、大阪発祥の技術といわれています。

イラスト入り

５．上記４のゆでたうどんに上記２のだしを、回しかける
ように入れる。
６．盛ったうどんに薬味をトッピングしてできあがり！

できあがり
「油かす」とは大阪の南河内地方で使われている
食材です。牛の腸を油でじっくりと時間をかけて
揚げ、余分な油分が抜けて肉の旨味が凝縮された、
美味でしかも栄養価も高い食材です。
株式会社グローバルキッチン
http://aburakasu.com

藤井寺駅前北商店街
② ナラキチ
婦人服 冬物 30％OFF
学生服
新入生キャンペーン
30％OFF
ハートフル 91 商店街

元日

振替休日

成人の日

⑦ きもの処あだち
6 日～ 8 日
新春初売り！福袋販売

道明寺天満宮
初天神うそかえ祭

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

建国記念の日

梅まつり（道明寺天満宮）
3 月 15 日まで開催中 !!

ひなまつり

【ハートフル 91 商店街】
⑦きもの処あだち
・8 日 - 13 日 東日本大震災 被災地支援展
・22 日 -27 日 新作振袖販売会開催
【道明寺天神通り商店街】
㉘虎屋布団店
・年齢別価格割引応援セール！

MEMO

☆お得情報☆
ハートフル 91 商店街

1

2

3 憲法記念日

4 みどりの日

5 こどもの日

6

7

8

9

10

11

12

13

14 母の日

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

⑦ きもの処あだち

3 日～ 8 日
ゴールデンウィーク祭り！
あだち『本気のバーゲン』開催

３日～29 日
呉服の日
お手入れキャンペーン
きものクリーニング
30～50％OFF

上記以外の催し

・第 26 回、花しょうぶまつり（城山古墳小山花菖蒲園）
・第 31 回、さつき展（藤井寺市役所ふれあい広場）
・朝市、トラック市（藤井寺市役所ふれあい広場）

※ 詳しい日程、その他催しは「広報ふじいでら」をご確認ください。

道明寺歴史まつり

ハートフル９１商店街
⑦ きもの処あだち
新作ゆかたフェア
33 ディ ・ アビータ

秋物先行予約会実施
（特典５％OFF）
虫歯予防デー

絵本とおはなしのへや
（藤井寺市立図書館）

絵本とおはなしのへや
（藤井寺市立図書館）

藤井寺一番街商店街
⑧ 時空
こよみ手帳ご持参の上
3000 円以上
お買い上げの方
10％OFF
（除外品目あり）
道明寺天神通り商店街
28 虎屋布団店
年齢別価格割引応援
セール

お得情報

SUN

MON

TUE

藤井寺駅前北商店街
② ナラキチ

婦人服 夏物30％OFF～

⑭ 増田屋

夏物ナイトウェア・ホーム
ドレス30％OFF

ハートフル91商店街
33

ディ・アビー

30％～80％OFF

藤井寺一番街商店街

⑧ 時空

こよみ手帳持参の上

3,000円以上お買い上げの
方に10％OFF

道明寺天神通り商店街
㉘ 虎屋布団店

年齢別価格割引応援セール

天神まつり

天神まつり

WED

THU

FRI

SAT

お得情報
藤井寺駅前北商店街

⑳ 理容館 男前
３日、８日
こよみ手帳持参で
粗品プレゼント

道明寺天神通り商店街

47

御菓子司梅

13 日～ 15 日
お盆のおはぎ販売

藤井寺一番街商店街

⑯ 田中呉服店

9 日 商品 20％OFF

藤井寺駅前
北商店街夜店

⑦きもの処あだち
13 日～ 30 日
新作七五三フェア開催

ハロウィン

七五三

OFF

藤井寺駅前北商店街
⑦岡田園茶舖
こよみ手帳持参で 毎月 20 日
( 定休日の場合は翌日 )
抹茶ソフトクリーム 20 円引き
⑩よしや家具店
第 1 水曜日目玉商品あり !!!
⑪西浅果実店
毎月第 4 木曜日
ためとくくんカードポイント 2 倍
⑰ライスショップ MAX
毎週金曜日･･･MAX 会員様 5%OFF
（ハガキ他一部商品を除く）
毎月 10 日、20 日、30 日
ためとくくんカードポイント 2 倍
⑱吉岡果実店
毎週土曜日
ためとくくんカードポイント 2 倍
㉔HAIR STUDIO IWASAKI
平日（月 ~ 金）
9:00 ～ 11:00･･･
カラータイムサービス 620 円引き
11:00 ～ 13:00･･･
カットタイムサービス 290 円引き
13:00 ～ 15:00･･･
カラータイムサービス 620 円引き
㉕natural emotion wear
こよみ手帳ご持参で 500 円引き

㉙まつ川
こよみ手帳持参で
コーヒー豆ブレンド 200ｇ
850 円 → 800 円（50 円引）

ハートフル 91 商店街
①emu
オーガニック 1day
シャンプー＆リンス プレゼント
③激安ドットレンタカー
こよみ手帳ご持参の方
ナビ 1 日分サービス（但し、GW、
12 月‐1 月、7 月‐8 月除く）
④四条カメラ
毎月第 3 日曜日
お楽しみサービスデイ
⑦きもの処 あだち
こよみ手帳ご持参の方
5,000 円以上お買い上げで
500 円 OFF 毎月 1 回限り

（クレジット併用不可、バーゲン品不可）

⑮漢方百草園薬局
毎月 10 日・20 日・30 日
こよみ手帳ご持参の方、1,000 円以
上（税抜）お買い求めの方にオリ
ジナル手帳プレゼント
㉓藤井寺ケンコー薬品店
こよみ手帳ご持参の方
サンプルプレゼント

㉕河内の雑貨屋
毎月第 3 日曜日は店舗前にて
セールを開催します！
雑貨や小物、サンプル品が
50％OFF～
㉛家庭料理 節
夜の部、2 名様以上、こよみ手帳ご
持参の方、生ビール中 1 杯サービス
33 ディ・アビータ

毎月第 3 日曜日
お買い上げポイント２ 倍
（セール期間中は除く）

35 さちや

偶数月の 15 日
こよみ手帳ご持参の上、
2,000 円以上お買い上げで
タオル 1 枚プレゼント

36

ヨシヤ
毎月第 3 日曜日
3,000 円以上お買い上げで
粗品（フキン）プレゼント

藤井寺一番街商店街
③ふじ清
奇数月こよみ手帳を持参で
お寿司｢盛り合わせ｣780→650 円
⑧時空
こよみ手帳ご持参の方、
5,000 円以上お買い上げの方
8% OFF（除外品あり）

道明寺天神通り商店街
⑥ヘアーサロン F-STYLE
女性は水・木・金曜日が ALL 割 DAY
無料で車送迎・出張散髪します
⑱sai deri and eat
毎月 31 日（さいの日）
コロッケ通常 80 円→50 円
⑳レディスショップ 美福
道明寺天神通り商店街
ふれあい広場の当日 全品 10%OFF
㉔かまぼこ 味大蒲鉾
毎週水曜日 特売日
毎月第 3 日曜日 サービスデイ
毎日 17 時以降はタイムサービス
10%OFF
㉘虎屋布団店
雨の日、水曜日は全品５%OFF
53 石村薬店

おむつ・大人用 2 個お買い上げの方に、
おしりふき詰め替え 1 個差し上げます
2017 年版こよみ手帳発行後 1 年間有効

モーニング・ランチが
おいしくてオススメ。
藤井寺の物産や歴史の文化情報の発信を行い、活性

化の拠点となっています。

館内にトイレや休憩場所が整備され、買い物途中の

8 月は自家栽培のおいし
い朝採り完熟トマトを！
8 月～ 11 月の季節はどこ
よりもおいしいいちじく
をいっぱい盛ってお買得
に !!

お客さまや観光客の憩いの場となっています。

シェール ブティック

モーニング、ランチ、
定食、スイーツ、メ
ニュー豊富です。
15:00 ～ 17:00 は、
飲み物ご注文のお客さ
まにパンのサービスを
しています。

営業時間 10：30 ～ 19：00
電話番号 072-954-2730
定休日
水

営業時間 20：00 ～ 25：00
（昼の部 カラオケ）
13：00 ～ 17：00
電話番号 072-952-8855
定休日
月・第 3 日曜

香りで癒しを提供しま
す。
お線香を取り扱ってい
ます。

※店舗情報は、変更になることがあります。
詳しくは各店舗でお尋ねください。

ユリヤふとん店

美味しい旬の果物を安く、
極上大粒の商品のお店で
す。ご進物、お見舞承り
ます。もちろん配送もい
たします。

ユリヤふとん店

ひと味違ったあなたを見
つけてみませんか？シン
プル、モダン、エレガンス、
個性的にナラキチがお手
伝いします。

出張着付・振袖・留袖・
卒業式の袴・レンタル致し
ております。着物の仕立直
し・シミ抜き・クリーニン
グなど , なんなりとお申し
付けください。

昔ながらのお好み焼き、
あっさりソース、ふわりと
柔らか生地。皆様のご来店
お待ちしております。

営業時間：10:00 ～ 18:30
電話番号：072-955-0047
定休日： 火

営業時間：17:00 ～ 25:00
電話番号：072-937-9166
定休日： 日

33 ふじ清

新鮮でおいしい果物を
売りにしています。ご
進物、お見舞いも承り
ます。また、市内配送
もさせて頂きます。

営業時間
電話番号
定休日

9：00 ～ 17：30
072-954-2637
水（祝日の水曜日は
営業）

営業時間：9:30 ～ 18:00
電話番号：072-939-6341
定休日： 日・祝日

居酒屋

いずみ

電 話：072-939-0485
時 間：17：00 ～ 23：00
定休日：日曜日

器

昭和 42 年からやってます。老若
男女、カップルからご家族連れ、
お一人様まで色々な方々に来てい
ただいているフランクなお店です。

園部医院
67
68

64

電 話：072-937-2600
時 間：午前 9：00 ～ 12：00
午後 16：30 ～ 19：30
（午後は月・火・水・金のみ）
休診日：日曜日・祝日

61
東洋フィナンシャル 60
株式会社

59

中国料理

和

ヘアーサロン

F －S T Y L E

電 話：072-954-1393
時 間：9：30 ～ 19：00
定休日：木曜日・祝日
豊かな暮らしのお手伝い。

居酒屋

まる屋

中国料理

幸 来

電 話：072-953-2126
時 間：12：00 ～ 22：00
（お昼休憩あり）
定休日：火曜日
空腹から満腹に。満点ボリューム
と味を心ゆくまでお楽しみください。

末廣寿司

70

62

谷水整骨院

こだわりの煮物と季節一品・田舎
料理を是非お召し上がりください
ませ。

ライフネット道明寺

65 ハーブ薬局

63

串カツ

電 話：072-955-3226
時 間：17：00 ～ 22：00
定休日：日曜日

でんきの

69

ＮＹＤＳ

園部医院

道明寺駅前店

66

御食事処 平 六

三 国
典

電話：072-955-8427
時間：9：00 ～ 19：30
土日祝 8：30 ～ 19：00
定休日：月・火曜日

老若男女問わず幅広く対応できるユニ
セックスサロンです。女性顔そり、エ
ステ、アートメイクなどメニューも豊
富！

珈琲館チェリー

電 話：072-939-3737
時 間：11：30 ～ 14：00
17：00 ～ 23：00
定休日：水曜日

近くに来られた際はぜひお立ち寄
りください。仏のマスターと鬼（？）
のママがまっています！

谷水整骨院

電 話：072-954-9506
時 間：10：30 ～ 21：30
定休日：月曜日
（月曜休日の場合は次の火曜日）
分厚く新鮮なネタ数々をご堪能
ください。会席もございます。

理容

フレンド

SPA&hair LauLau

道明寺 Cafe
喫茶

58 ラック

Saideri and eat

＋38 DOOR

電
時

お食事処居酒屋

せきちゃん 57

話：072-952-3229
間：11:00~14:00
17:00~21:00
定休日：木曜日
喫茶店を連想させる綺麗でお洒落な
お店です。家庭的で親しみやすい味
の中にはこだわりが詰まっています

道明寺整骨院

電 話：072-939-0456
時 間： 7:30~17:00
定休日：木曜日
落ち着いた雰囲気でゆったりと
くつろげます。極上のカレーを
召し上がれ。

串カツ

和
道明寺

粉もんや

29 やすだ屋

54

SPA＆Hair

LauLau

53

電 話：072-959-6100
時 間： 9:30~18:00
定休日：月曜日・第 3 日曜日
新規のお客様はこよみ手帳をご持参いた
だくと、メニューから 10％割引しま
す。2F は完全個室のレディースシェ
ービングサロン Lino です。

33
すみれ玄米食堂

パン屋

sai deri and eat

34
35

+38 DOOR

52

37

し

48

寿司居酒屋

47

ひ

46

M
A
R
K
E
T

梅屋

御菓子司

美容室

スナック

45

L
L

バー

44

洋菓子

43

みち

幸生堂薬局
藤井寺店

40 さとう

42

ル・ノール

39

お好み焼き・一品

プラム

大鳳
38

居酒屋ダイニング

道明寺Café

56

32

道明寺

落ち着いた店内でゆったりして
くつろげる、そんな理容室です。
パーマもやっています。

喫茶

31

36

カイロプラクティック 40 年併設。
ぼちぼち一人でやってます。

電 話：072-939-6312
時 間：9:00~19:00
定休日：月・火曜日（第２・第 3）

55 胡蝶蘭

30

ｃ
ｏ
ｃ
ｃ
ｏ
ｙ
ａ

典

電 話：072-959-5009
時 間：午前 8：30 ～ 12：00
午後 16：00 ～ 19：30
休診日：日・祝（木曜は午後休）

かっちゃん 51
玉寿司

50

49

e
41 あるく鍼灸治療院
i
2016 年 10 月 31 日現在
l
※ 店舗情報は変更になることがあります。詳しくは各店舗でお尋ねください。

電 話：072-955-1358
時 間：10:00~17:00
定休日：木曜日

電 話：072-955-6975
時 間：9:30~19:00
定休日：木曜日･第 3 水曜日
当店は一つ一つ手作りで、お母さ
んの味です。素材にもこだわって
います。おススメは幕の内弁当で
す。絶品！

電 話：090-8532-4201
時 間：12:00~18:00
定休日：木曜日･第 3 水曜日
女性スタイリスト一人だけの Hair room
です。七・五・三、成人式、卒業式などの
着付け＆ヘアセット相談も承ります。

電 話：080-9600-5972
時 間：8:30~18:00
定休日：水曜日･第 3 木曜日
イタリアンLAVAZZA社の豆で
本場のイタリアのエクスプレッソ・
カプチーノが楽しめます。
ソフトク
リームとオムライスがおいしい。

電
時

話：072-930-0077
間：9:00~19:00
木・土曜 9:00~12:30
定休日：日曜日・祝日

四季折々の花を取り揃えておりま
す。お祝い、お供え、お見舞いなど
のアレンジ花の配達も行っていま
す。

地域のお客様に満足していた
だけるお店を目指しています。

①綿打ち直し、布団の立て直し、寝具、
カーペット等の水洗い②羽毛、羊毛布
団、枕等はドイツ、
スウェーデン、
アメリ
カ、
日本製の商品も取り揃えておりま
す。③当店オリジナル商品も色々。

昔ながらの素朴なケーキを一品
一品心を込めて手作りしています。
お菓子を通じて皆さんに美味しさ
と温かさをお届けします。

電 話：072-955-0747
時 間：9:30-19:00
定休日：日曜日

道明寺天満宮の近く、閑静な場所で
プレタポルテの販売をさせて頂いて
おります。
「美しい年代、
さらに美しく」
をテーマに頑張ります！

電 話：072-955-8316
時 間：9:00~18:00
定休日：月曜日・火曜日

開業以来口コミでお越しになる
方が増えております。
あなたも一度いかがですか。

あるく鍼灸治療院

電 話：080-1525-0179
時 間：17:00~24:00
定休日：なし
あなたの痛みや疲れ
「年齢のせい」
と
諦めてませんか？そんな時は、当院の
技術を是非、一度体験してください。

電
時

話：072-952-1655
間：13:00~20:00
（月・火・水・金・土）
定休日：日曜・祝日
はじめての方も安心。
はりとお灸とマッサージだけの
シンプルな治療院です。

時

間：8:00~17:00
8:00~16:00（水）
定休日：火曜日

梅園の拝観料【大人 300 円、中学生以下無料】
道明寺天満宮では菅原道真公をご祭神とし、ご神霊をお慰めするために、
1 万坪の境内に紅白約 80 種 800 本の梅樹が植樹されています。
梅は蕾でも綺麗だと感じる素朴な美しさが特徴なので、蕾が混在している
頃から満開まで、美しさが楽しめます。
境内では梅の即売会も行われているので、ぜひ足を運んでみて下さい♪
駅近くで便利なニューヤマザキデイ
リーストア。オリジナリティが魅力
のコンビニです。

菅原道真公が無実の罪で大宰府に左遷され、任地に到着された翌年
1 月 7 日、神事をされている際、寒中にもかかわらず無数の蜂が襲来
して参拝者を悩ませました。そこに一群のうそ鳥が飛来し、蜂を食い
尽くして人々を救ったことから、道明寺天満宮では毎年 1 月 25 日の初
天神の日に、身替災難除けとして「うそかえ祭」が行われています。
このお祭では、神職の方々が 1 年がかりで奉製され
た手彫りの「うそ鳥」を授与されます。

この期間、他にもさまざまな奉納行事や野点などが行われます。

※まつり期間中は駐車場がたいへん
込み合いますので、公共交通機関
のご利用をおすすめします。

編集後記

稲井 雄哉・岡山 潮音・川畑 里奈・行政 和馬
櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛
小寺 海友・佐々木菜緒・澤田 悠希・嶋原 美結
白戸 樹里・曽和遼大郎・巽
祐太・辰巳 綾一
丹羽 咲枝・中島
琳・中野佳奈枝・中村 柊斗
中村 奈々・中本みなみ・永井 風輝・新田 直人
西
龍哉・濱岡 栞奈・濱口真由子・藩藤 美早
東
裕之・藤田 朱里・藤田爽太郎・本多 麻鈴
南
郁衣・南
誠人・宮前 紗瑛・森口 大輝
森本 拓也・山下 龍斗・山野 鈴莉・山本 実穂
上田 恭也・上野 慧太・岡田 竣也・久場 朱夏
胡内 俊佑・曽田 真靖・松村 優希・松永
陣
中野 勇人・野坂 龍馬・普久原優希・桝矢裕一朗
安村あゆみ
地域連携研究会（Glanz）
４回生：田辺 哲也・前田
南
真帆
３回生：大當 明希・川本
１回生：千葉 恭平・辻本

菜那・松下

果樹

藍・城
リサ

貴大

四天王寺大学経営学部の有志学
生たちが、平成20年度より、藤
井寺市商店街のMAPづくりから
始めた活動が、平成26年度より
COCOROE PROJECTとなって３年
が過ぎました。本年度も昨年度
に引き続きこよみ手帳を発行す
ることができました。
今回も下記の市役所、商店街、
商工会、その他多くの方々に
ご協力いただきました。この場
を借りて、お礼申し上げます。
ありがとうございました。
制作メンバー一同

