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牛乳パック回収

ダウン回収

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♪

緑の芝生に広がる400ブース以上ものマーケットへ

マイ食器持参の
方は各店舗で
特典があるかも！！

　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！

　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。

　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

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。
※10/29（土）はJリーグの試合が開催されます。

■ 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

■協　　賛　　五浦ハム／ABCコーポレーション／KASTURI restaurant／河内長
野市観光協会／環境再生保全機構地球環境基金／KiU／CAST 
JAPAN／コープこうべ／彩都(国際文化公園都市)建設推進協議会
／サラヤ／サンヨー食品／千趣会／象印マホービン／宝酒造／ダス
キンレントオール／ドクターブロナー／Totti candy factory／Natural 
Used & ANTIQUE drop／ハナマルキ／BinO ＆ FREEQ 
HOMES／BeansHome／HOPPL／らでぃっしゅぼーや／LION／リ
ネンカフェ／和歌山県（五十音順）

■企画・運営　  シティライフＮＥＷ
■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／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。

● 参加費1枚300円
回収したダウンはリサイクルし、「グリ
ーンダウン」に生まれ変わります。

使用済み天ぷら油回収

会場内で使用する電気は、回収した
廃油をBDF燃料に精製し発電してい
ます。

会場内トイレのトイレットペーパーは、
牛乳パックから生まれ変わったものを
使用。

あったかい
お茶もあるよ！

小学生まで参加
可能なこどもロハッチ
ラリーもあるよ

その他にも
色んなお店が
出店！

当日随時各ブースにて ※材料がなくなり次第終了する場合あり

ブースごとに必要（詳細は各ブースにて確認を）
※ロハスフェスタ会場内のためロハスフェスタ会費が必要（大人350円、小学生以下無料）

大 人も参 加 可 能なブースもあり！

アーティフィシャルフラワーの
あじさいの花びらとチュールを
つかって花冠を作ります

●atelierStagione
　TOCCA

お好きな鉢とお好きな多肉植
物を選んでオンリーワンな寄
植えを作りましょう

●Hearing Gardener

タッセルづくり、織物、名前プ
レート、ハンギングプランター、
砂絵、他多数

●creative OOO

Tシャツ・トートバッグのプリント
体験

●TRIMS 
　OriginalDesign

窓辺に飾って陽が当たるとお
部屋の中にプリズムが出現
するサンキャッチャー作りです

●*Fun style*

●里山倶楽部

●巣箱作り

●廃油キャンドル

●お絵かきエコバック

ビンの中やふたにいっぱい
飾りつけ、中にはアロマの
香り付けをし、ルームフレグ
ランスを作りましょう

●AZURE

段ボールで作った引出BOX
にお絵かきをして世界に一つ
のオリジナルBOX作り

●ＴＯＫＯ

色 な々模様のペーパーでオン
リーワンの作品を作って頂け
ます

●カラフル

ドリルを使って木工雑貨を作
ります

●blesshandmade

自分のおへやに、思いどおり
のインテリア雑貨を作ってい
ただきます

●キャンドルアート
　アトリエ・アダージオ

オリジナルのダンボール織り
機を使用して手織りコースタ
ーを作ります

●booworks

保冷剤が芳香剤に大変身！
好きな香り(精油)と色を使って
インテリアにもなるアロマポッ
トを作りましょう

●かおりのひろば
ダンボールの蒸気機関車とビ
ー玉転がし迷路の工作教室
を開催します

●クラフトマンエッセンス

革を使ったクラフトをします

●CRAFT  
　HOUSE 510

何度でも繰り返し貼れるシート
にキラキラストーンとラメで世
界で1つのオンリーワンシール
作り

●JAPAN SHINING 
　ART協会

あみぐるみに目・リボン、バスケ
ットに小物を貼り付け

●かずちゃんの森

メキシコ生まれの手芸でおしゃ
れなブレスレット、ワイヤーアー
トで動物モチーフの雑貨を作
ります

●どうぶつ雑貨を作ろう!
　Save The Animals!

約50種のステンシル型 を自
由に組合せ、世界で1枚のT
シャツを作ろう

●MUSIC ZOO Tシャツ

10/29sat・30sun 協賛：ダスキンレントオール
ロハスフェスタ会場内にて開催9：30～16：30

参加費

受　付

お楽しみ袋の販売
　ロハスフェスタのオリジナルグッズ
を集めたお楽しみ袋を10,000円に
て販売します。オリジナルダウンベス
ト・お支度セット・ロハッチ人形・コミュ
ニケーションチャーム・ロハスブックな
ど盛りだくさんな内容です。

その他企画もりだくさん！

【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

おすすめ！

ロハスフェスタマスターの
みんなは、サンシェード
テントを持参して、たっぷり
一日過ごしているよ！

DJ 
大塚由美

10月29日（土）13時～　「hug＋（はぐたす）」公開録音
毎週金曜日　8時20分～11時　好評オンエア中

公開録音開催決定！

人力脱穀体験～白米が出来るまで～

　奈良市で自給自足生活をし、ＮＨＫテレ
ビ講師でもおなじみの「はたあきひろ氏」
によるエコ体験教室（大人参加ＯＫ）
開催時間： １１時／１３時／
 １４時３０分／１６時
 各回定員10組・各回１時間
当日先着受付：各回１０組整理券をお配りします。

ＮＨＫテレビ講師
はたあきひろ

１１月５日（土）・６日（日）のみ

We are Planet Sailors!（われら地球号乗組員！）
～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！
　前回のロハスフェスタ万博2016 SPRINGに引続き、「ボルネオ保全トラストジャパ
ン」が出展します。激滅をたどるボルネオの森で、行き場を失う多くの動物たちや植物
たち。その中には絶滅危惧種に該当する生き物も沢山います。「人間の都合で取り
上げてしまったものを、人間の手で返していく」そんなボルネオ保全トラストジャパンの
保全活動の仕組みや、生物多様性の大切さ、生態系の乱れがどのようにわたしたち
の暮らしに影響するのか。生き物たちの今を知ることで、出来ることが見えてくる！命へ
の好奇心が環境保全への小さな一歩。そんな一歩をロハスフェスタは応援します。

　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/

10月29日（土）・30日（日）のみ

　ハワイ州観光局の協力のもと、メイド・イン・ハワイの上質プロダクトを生み出す
企業と、クラレンス・リー・デザインがタッグを組み、商品を統一ブランドとしてリリー
ス。旅行者は買い物をすることで、その売上の一部がハワイ環境・文化の保護団
体に還元されます。（関連記事はP.14）

ホノルルフェスティバル開催日程に合わせたJTBツアーを紹介。

青い空の下、ロハスフェスタのチームとしてホノルル・レインボー駅伝に参加してみ
ませんか？駅伝の参加はひとりでもOK。『ロハスフェスタ』で駅伝チームを募ります。

ハワイプロジェクト

●111ハワイ・プロジェクト

●ホノルル・レインボー駅伝参加者窓口

●ホノルルフェスティバル旅行ツアー窓口

11月3日（木・祝）～6日（日）のみ

　みんなでロハスフェスタ会場を飾って下さい。お家にあるハギレ
などでかわいいオーナメント（三角旗）を作ってお送りいただくか、
会場にご持参下さい。ご協力をお願い致します。詳細は下記より 
http://eventcontents.lohasfesta.jp/e116067.html 

　みんなでロハスフェスタ会場を飾って下さい。お家にあるハギレ
などでかわいいオーナメント（三角旗）を作ってお送りいただくか、
会場にご持参下さい。ご協力をお願い致します。詳細は下記より 
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パッチワークツリーを飾っちゃおう
　レースやボタン、リボンやポンポンなどお好きなパーツ
をツリーに飾りつけます。オーナメント型ですので、お好き
な場所に飾れちゃいます。リバーシブルで裏と表は違う柄
になっているので、気分によって変えるのもオススメで
す。自分好みのクリスマスツリーを飾って、ステキなクリス
マスをお過ごしください。　600円  各日 80個（予定）

（三角旗）


