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同時開催

淡路島バーガーアイランド

リユース食器の
システムが変わりました！
ごみゼロを目指すために、
お支度セッ
ト
（マイ食器）
の持参を推奨しています。
お食事の際、
マイ食器をお持ちで無い
方は、
リユース食器
［100円
（税込）
］
を
ご購入頂く必要があります。
ごみの出
ないイベントに向け、
ご協力をお願いし
ます。
なお、
「レンタルリユース食器」
は
終了となります。

00

10/7（土）〜9（月祝）

淡路島国営明石海
峡公園にグルメ＆ご
当地バーガー約12
店舗がやってくる。

10/7（土）
・8（日）
・9（月祝）
こだわりの手作り雑貨やアンティーク家具、自然由来の素材でつくられた、健康的なフードやスイーツなど、

主催 ：
西日本ハンバーガー協会

わくわくドキドキの出展がずらり。ロハスな生活スタイルの大切さを感じにいらしてください

こだわりの雑貨や、おいしいフードなど200以上ものブースが登場

JIB ロハスフェスタ淡路島

ロハスフェスタでは突然訪れる災害を想定し、〜LAST
RESORT〜をテーマに、
まさかの事態に役立つJIBのバ
ッグをとロープを使った簡易レスキュー教室を、JIBの全
面協力のもと実施します。
ワークショップ実施日程

10/9（月）

特別な道具ではなく、いつも使っているJIBのカバンで出来るレス

キュー機能を実演とともにお伝えします。JIBファンならいつも身近に

あるハトメ付きのJIBバッグ（※ダッフルバッグ、
オープントートバッグな

子どもたちも楽しめる企画がいっぱい

ど）
とロープ
（専用のもの）
があれば、何種類かの救助道具に早変わり。

（ロハスフェスタ万博でも開催）

テンションHigh！赤ちゃんハイHighレース

ロハッチラリー

10/9（月）

資 源 回 収や会 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、素敵な
プレゼントあり！

話題の赤ちゃんハイハイレースがやってきます！！青
空の下、芝生の上、赤ちゃんとママ・パパも楽める企
画です。
ハイハイレースに参加してくれる

参加費

1枚

10/7（土）8（日）9（月祝）
9時半〜17時（入場は16時半まで）
500円（小学生以下無料）

※別途淡路島国営明石海峡公園入園料必要（ロハスフェス
タご来場の方は団体料金が適用。 大人410円→290円、
小中学生80円→50円、
シルバー210円） ※障がい者手帳
をお持ちの方ご本人と介助者１名無料

雨天決行 ※荒天により中止になる場合あり

［問］06-6338-0641（ロハスフェスタ事務局）
http://www.lohasfesta.jp/

淡路島会場内にて、
「こども食堂」初オープンです。
こどもたちが笑顔に

芝生広場

東浦口ゲート

夢舞台前バス停
夢舞台前バス停

28

ロハスフェスタ広島2017
グランプリ受賞

インド民謡からジャズまで幅広い
ジャンルの曲を演 奏するインド
フォーク音楽のユニット
（インド）

ロ ハ ス
フェスタ
会
場

【神戸方面より】新神戸・三ノ宮よりバスで約60分
高速舞子バス停より約15分
「淡路夢舞台前」
または「聖隷淡路病院前」下車

故郷ザンビアへの思いを表現する、
息を呑むようなアクロバット、
リズミ
カルなアフロダンス、クレイジーな
ジャグリングショー（ザンビア）

― その他、
たくさんのアーティストの出演が予定されています ―

楽しくロハスを実 践しよう♪

ロハスフェスタに持ってきてね
お金ではなく想いの物々交換！

マイ食器・カトラリーを持って行こう！

おしゃれな古着の交換パーティーxChange（エ

お家からエコバッグをはじめ、お気

クスチェンジ）。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？

回収した天ぷら油は、バイオディーゼル燃料に精製

に入りのマイ食器、ボトル、カトラリ

し、ロハスフェスタ会場で使用する発電機の燃料に。

ーの持参を。会場内には使用後の食

牛乳パックは再生され、
トイレットペーパーなど身近

器を洗えるブースも設置しています。

な製品の資源になります。

マイ食器・マイボトルを忘れた人は…？

国営明石海峡
公園

西アフリカの音楽に合わせたダン
ス、
アクロバット、皿回しのサーカス
パフォーマンス
（ガーナ）

Circus Zambia

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

□牛乳パック回収

ごみゼロを目指すために、
お支度セット
（マイ食器）
の持参を推奨
しています。
お食事の際、
マイ食器をお持ちでない方は、
リユース
食器
［100円
（税込）
］
をご購入頂く必要があります。
ごみの出ない
イベントに向け、
ご協力をお願いします。
なお、
「レンタルリユース食

淡路口 Ｐ

淡路夢舞台

ウェスティン
ホテル淡路島

10/8（日）12：00〜

Emmanuel Laryea

10/9（月祝）12：00〜

す。参加賞もあります。

ロハスフェスタ
東京2016
グランプリ受賞

聖隷淡路病院前
バス停

淡路口
ゲート

The Tapi Project

キなプレゼントをご用意していま

受付：当日10:00〜 先着：200名／日
食事代：無料
対象：小学生以下
当日のボランティアスタッフも大歓迎です

主催：ロハスフェスタ実行委員会
共催：公益財団法人兵庫県園芸・公園協会

車道
神戸淡路鳴門自動

10/7（土）12：00〜

がグランプリです。
１等賞にはステ

こども食堂 10/7（土）11：00~14：00

ワイ食べれば、いつもよりもっとたのしい！もっとおいしい！ごはんをき

ロハスフェスタ®淡路島2017

世界18か国のパフォーマーが淡路島に集結！
（ステージ協力：アートリボン）

ントリーシートをもらって、ロハス

っかけに新しいお友達も出来るかも。
たのしみに待ってるよ！

協力：
公益社団法人ゴルフ緑化促進会

ロハスフェスタ
Awaji Art Circus 2017

くさんの「いいね！」を集めた写真

なるようなメニューを、心を込めて提供します！青空の下、
みんなでワイ

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！

ロハスフェスタ。会場内ブースでエ

フォトコンテスト」ページにUP。
た

事前申し込み優先 詳細・申込は右記QRコードより

300円

ワンちゃんと一緒に遊びに行ける

フェスタ公式サイト内「ワンちゃん

赤ちゃんを大募集します。
（参加賞あり）

おえかきエコバッグ

ベストショットで

ワンちゃん
フォトコンテスト

ロハスフェスタ

□使用済み
天ぷら
油回収

器」
は終了となります。

カトラリー販売所で提供する割り箸は、国産の

□ダウン
回収

間伐材をつかった郡上割り箸さんの割り箸。お

使いの際は是非香りを確かめてください。
ずっと

ずっと続いてきた林業の、
力強くて優しい日本の
香りが楽しめますよ！

環境にやさしいカトラリーを
各10円で販売をしています！

［開催日時］ 1st：11/3（金祝）
・4（土）
・5（日）

2st：11/10（金）
・11（土）
・12（日）

［場
［会

9時半〜16時半（入場は16時まで）

所］ 万博記念公園・東の広場 ［大阪府吹田市］
費］ 350円（小学生以下無料）

※別途公園入園料（大人250円・小中学生70円）
が必要 ※障がい者手帳をお持ちの方ご本人と介助者１名無料
※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。 ※雨天決行 ※荒天により中止になる場合あり

［問］06-6338-0641（ロハスフェスタ事務局）
http://www.lohasfesta.jp/

ロハスフェスタ

主催：ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ

検 索

LOHASFESTA

LOHAS̲FESTA

□小型
家電回収

