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牛乳パック
回収

マイ食器
マイバック

ダウン回収使用済み
天ぷら油
回収

　回収した天ぷら油は、バイオディーゼル燃料に精
製し、ロハスフェスタ会場で使用する発電機の燃料
に。牛乳パックは再生され、トイレットペーパーなど
身近な製品の資源になります。

ロハスフェスタに持ってきてね
楽しくロハスを実践しよう♪

【ロハッチ®】
ロハスフェスタの公式キャラ
クターのみつばちの男の子。

マイ食器持参の
方は各店舗で
特典があるかも！！

地
球
の
ことを考えながら楽しく過

ごそ
う
ね
！

マイボトル・マイ水
筒をお家から持っ
てきてくれた方の
限定企画！無料で
こだわりのほうじ
茶を提供します。

ロハスフェスタ給茶スポット
supported by ZOJIRUSHI

※レンタルリユースカップや使い捨て容器（ペットボトル等）ではご
利用いただけませんのでご了承ください。

　大量生産することができない手作り雑貨や家具、
長きに渡って使われ続けるアンティーク、体にやさし
いこだわり素材を使った手作りフード＆スイーツな
ど、400以上ものブースが登場！

子ども広場も充実

● 動物広場 １人300円 
　 ※入場は3歳以上、
　　3～5歳は大人同伴
● ふわふわ
   1回300円
● ミニSL
   1回300円各ブースの情報は、公式webサイトで見れるので、事前に

お目当てのブースをチェックしておくのがオススメ！

緑の芝生に広がる

400ブース以上もの
マーケットへ

羊の毛刈りを行います。
親子で自然学習を
体験してください。

　おしゃれな古着の交換パー
ティーxChange。愛着はあるけ
れど、もう自分では使わないア
イテムや、誰かに喜んでもらえそ
うなアイテムを持ち寄り、物々交
換してみませんか？

お金ではなく想いの物々交換！

　会場内で資源を回収し、身近な必需品をエネルギー
に変えるといった、環境を考えた取組や企画を実施し
ているので、できることから参加してみてください。

● お支度しましょ♪…ロハッチラリー受付でマイ食器を見せてね。
● 牛乳パック回収…5枚以上持ってきてね。
● 使用済み天ぷら油回収…500ml以上を持ってきてね。
● クイズコーナー…会場内設置のクイズに答えてね。
● ダウン回収…1枚以上持って来てね。

　会場内に設置された環境にまつ
わるクイズに回答してスタンプを
ゲット！スタンプの個数に応じて、
オリジナルグッズをプレゼント！

※数に限りがあります。※参加するには一人につきロハスフェスタ
メール会員登録が必要です。ただしこどもロハッチラリーは会員登録
なしで参加できます。

ロハッチラリー

　自由にお絵かきして、自
分だけのオリジナルエコ
バッグを作ろう！子どもた
ちに楽しくエコへの意識
を高めてもらえます。

おえかきエコバッグ

地球のことを

みんなで考える
取組もいっぱい

　ゴミを出さないのがロハスフェス
タ。マイ食器やカトラリー、マイボト
ル、エコバッグなどの持参を呼びかけ
ています。また、資源の回収や
xChangeなど、家から準備してきて
もらう取組がいくつかあります。ぜひ
準備をしてきてください。

準備を・・・
まずは

　お家からエコバッグをはじめ、お気に入りのマイ
食器、ボトル、カトラリーの持参を。会場内には使用
後の食器を洗えるブースも設置しています。また、み
なさんのご自慢の「マイ食器」を持ったあなたの写
真を投稿してください。その写真を使用した
「1,000人モザイクアートに挑戦！」プロジェクトに
もぜひご参加ください。※詳細は会場にて

マイ食器・カトラリーを持って行こう！

オリジナル「お支度セット」も販売

※写真はイメージです

　ロハッチがプリントされたカップ、お皿、丼、バッグのセット1,000円。
10周年記念限定バージョンも登場！なくなり次第販売終了

アンティーク・コレクション

アンティーク家具、古道具、ガーデニン
グ用品

明治・大正・昭和の古道具、古家具、
古雑貨、アンティーク食器等

ヨーロッパを中心としたアンティーク・ブロカント
の雑貨、アンティークを使ったアクセサリー雑貨

ヨーロッパやアメリカで買い付けたアン
ティーク家具・雑貨

数十年から百年以上も前に作られた
古い機械式の置時計・柱時計

全国で人気のアンティーク家具・雑貨店が集まります！
ほとんどの商品が1点ものばかり。他とも被らず愛着が湧くこと必須です。
まるでヨーロッパの蚤の市やアンティークショップにいるような気分になります。プチ海外旅行へどうぞ！

春のテーマは

てんてまり＋Ｏ茶茶 古道具ライムミックス ナチュラルアンティーク雑貨 Fulari 70B ANTIQUES れとろくろっく 時 ぃ々猫

西洋アンティーク雑貨 古道具、木製品、アンンティーク雑貨、
ジャンク、アイアン、グリーン、布製品

アメリカンアンティーク雑貨 主にフランスより直輸入した1900年～
1940年ごろのブロカント・アンティーク雑貨

ヴィンテージコスチュームジュエリーや
アンティーク・ヴィンテージの雑貨

Vintique ameri2 Ｂrocante. キープレフト La Cocotte Not Too Shabby　

公共交通機関をご利用ください

夏の花八景

開催中は駐車場が満車となり、周辺道路が大混雑すると
ともに駐車場の入出庫に数時間かかる場合があります。
※5/13はJリーグの試合が開催されます。

　私たちの住む地球には人間の他にも、命を持つ仲間たちが沢山住んでいます。言葉を持たない
仲間たちが今、私たち人間の都合で困っているとしたら…知ることで繋ぐ命の環、仲間たちの聞こ
えない言葉を探して、私たちに何が出来るかをみんなで考えてみましょう。

ボルネオ保全トラスト・ジャパンはマレーシアのボルネ
オ島で自然環境と生物多様性を守り、動物と人間が
共に生きる未来をつくるために活動しています。 
http://www.bctj.jp/

～ロハスフェスタで学ぶ、生物多様性～

ボルネオ保全トラストジャパンの活動をピックアップ！
　今、激減の一途をたどっているボルネオの森、行き場を失った多くの野生動物たちは一体どう
なってしまうのでしょうか。「人間が取り上げたものを、人間が返して行く」、この活動の仕組みと
生物多様性の大切さを学ぶことが出来るボルネオ保全トラストジャパンのブースが出展します。
　ブースでは売上の一部がボルネオ保全活動に繋がるグッズ販売やワークショップ、ステージで
の動物クイズなど楽しい企画を予定しています。

前ロハスフェスタ大使の皆さん
池内さん（左）、柳原さん（中）、奥野さん（右）

　「nuComfie（ヌーコンフィー）」は、交通タイムス社が季刊発行して
いるファッション情報誌で30代中心の大人ナチュラルスタイルが豊
富です。会場ではおしゃれスナップ撮影会を開催します。

5/14（土）までｗｅｂでの一般公開投票を行っ
ております。是非、みなさんも投票ください。

nuComfie

web投票＋審査員票を加算して、大使を
決定し任命式を行います。

http://lohasfesta.jp/ambassador/vote

10人のロハスびとに毎日実践している暮
らしを教えてもらい、その想い、アイデア、
How toを一冊にまとめました。
［発売元］
交通タイムス社 
［発行元］
シティライフNEW

特別に作られた地図を使って大自然の中を駆け巡り、
チェックポイント（コントロール）を辿りながら可能な限り短
時間で走破するスポーツです。チームや家族で参加いた
だいてもＯＫです。
● 下記WEBにて申込受付中。
http://www63.tok2.com/home2/kola/fu/
● 参加費：1組（1～4名程度）500円
協力：大阪府オリエンテーリング協会

～万博記念公園を再発見しよう！～
（5/14・15のみ）

ロハスオリエンテーリング
ドリマムは、夢をあきらめない！を追求するクリエイターユニット。
子どもたちが楽しめるワークショップがたくさんあり、手作り実
用雑貨を販売します。

ワークショップ＆ハンドメイドカーニバル
ドリマムfor MAM&KIDS

ロハスフェスタから生まれた本

会場でも販売します。

安心安全、健康な食材を使ったロハスキッチンのナンバー1を決定します。ロハスフェタで
は、美味しい、やさしいこだわりのメニューがズラリ。新メニューあり、この日だけの限定メ
ニューあり、お気に入りのロハスフードにあなたの一票を！

ロハスこだわりグルメ・アワード

「hug+（はぐたす）」公開録音　hug+music LOHAS LIVE

FM OSAKA公開録音開催決定！
5月14日（土） 13時～

奈良で自給自足生活をし、NHKテレビ講師でおなじみの
はたあきひろ氏による体験教室

プチ自給生活体験教室！
（5/14・15のみ）

▶11：00～12：00　15：00～16：00
　お家ネギプランターづくり
　（ネギ苗プレゼント付き）

▶13：00～14：00
　ダンボール燻製（くんせい）器づくり
　（燻製チーズ試食付き）

発売中！
1,500円
（税別）

※QRコードからもアクセスできます。● 各回定員１０組 ● 参加費：１組５００円

http://dreamam.jp

■主　催　ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ

■後　　援　環境省／大阪府／吹田市／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）
／関西テレビ放送／公益社団法人ゴルフ緑化促進会／一般社団法人日本ホビー
協会（一部予定）

■協　　賛　I deal Home／アートリフォーム／ABCコーポレーション／カルピス／コープ自然派
ピュア大阪／彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会／さつまホーム／サラヤ
／漆喰うま～くヌレール／JETRO／千趣会／象印マホービン／高島産業／ダスキ
ンレントオール／Natural Used&ANTIQUE drop／ROOMBLOOM by Nippon 
Paint／阪急阪神ホールディングス／The Farm Universal／ＨＯＰＰＬ／保険見直
し本舗／ブルーダイヤモンドアーモンドグロワーズ／mumokuteki goods&wears／
LION／らでぃっしゅぼーや／リネンカフェ　（五十音順）

■企画・運営　シティライフＮＥＷ／ＣＬＩＰ
■企画・協力　エムズプランニングオフィス／クオラス／グリーンアップル
■協　　力　FM OSAKA／大阪高速鉄道／Green Down Project／GMOペパボオーシ

tetote／nuComfie

［アクセス］■阪急宝塚線・蛍池駅　■地下鉄御堂筋線・千里中央駅　■阪急千里
線・山田駅　■阪急京都線・南茨木駅　■地下鉄谷町線・大日駅　■京阪本線・門
真市駅それぞれから大阪モノレールへ乗り換え　万博記念公園駅下車
■会場で出たゴミは、各自でお持ち帰りください。　■ロハスフェスタの会場は禁煙です。
喫煙は指定の場所にてお願い致します。　■出展ブースや商品の撮影はお店の方に了
解を得た上で、お願いします。　■安全で楽しいフェスタにするため、運営スタッフの指示
にご協力ください。　■ロハスフェスタの趣旨をご理解いただき、取組みにご協力くださ
い。　■当日会場内で取材や記録用写真・動画などの撮影を行います。ロハスフェスタ
の紹介に使用される場合がありますので、ご了承ください。　■お支払いいただいた会費
の払い戻しはいたしません。■万博公園はペット同伴での入園が禁止されています。　■
イベント内容、時間などが変更になる場合があります。　■お車でご来場の方はイベント
での飲酒はご遠慮ください。

あったかい
お茶もあるよ！

● 参加費
　1枚
　300円

ロハスフェスタ大使候補者ＰＲタイム意気込
みなどをお話いただき、審査員の方 と々質疑
応答していただきます。

5/15（日）11：00～ 
ロハスステージにて

第５期
ロハスフェスタ大使
任命式

ロハスフェスタ大使決定☆任命式！

We are Planet Sailors!（われら地球号乗組員）

FM OSAKA「hug+（はぐたす）」　毎週金曜8:20～11:00好評オンエア中！

DJ
大塚由美

ロハスフェスタ の歩き方

会費100円OFF！！
ロハスフェスタ会費（大人）350円→250円に

※当日受付で画面をご提示ください。（350円→250円に）※1ダウンロードにつき1名まで

「CLポイント」で検索してアプリをダウンロード。右のQRコードからアプリを
ダウンロード！使用方法を動画で確認もできます。

CLポイントアプリダウンロードで
CLポイント
アプリは無料で
ダウンロード
していただけます。

み ん な の 小 さ な エ コ を 大 き な コ エ に 。

9：30 ―16：30（入場16：00まで）
万博記念公園・東の広場
会　費 350円（小学生以下無料）

ロハスフェスタ 検  索

雨天決行   ※荒天により中止となる場合がございます。

2 016 13 fri   14 sat   15 sun5

※障がい者手帳をお持ちの方ご本人と介助者１名無料
※別途公園入園料（大人250円・小中学生70円）が必要

※荒天により中止になる場合があります。

LOHASFESTA LOHAS_FESTA

400ブース

以上が出展
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