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10/7（土）～9（月祝）

主催 ： 
西日本ハンバーガー協会

淡路島国営明石海峡公園にグルメ＆ご当地バーガー
13店舗がやってくる。※下記バーガーは一部の店舗です。
※詳細は西日本ハンバーガー協会のホームページでご確認ください

子どもたちもロハスを学びながら楽しめる！

ロハスフェスタならではの企画がいっぱい！

淡路市ブース

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。

JIB×ロハスフェスタ淡路島

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。

ワークショップ実施日程
10/9（月祝）12：30～13：00
ステージにて（無料）

ワンちゃんと一緒に遊びに行ける
「ロハスフェスタ淡路島」。会場内
ブースでエントリーシートをもらっ
て、ロハスフェスタ公式サイト内
「ワンちゃんフォトコンテスト」ペー
ジにUP。たくさんの「いいね！」を
集めた写真がグランプリ。１等賞に
はステキなプレゼントをご用意して
います。参加賞もあります。

兵庫県西宮の名産と言えば、日本酒酒造メーカー「白
鹿」の酒粕をふんだんに使用し、牛スジとトマトソースを
10時間以上煮込んだソースを使った「西宮バーガー」。
デンマーク産モッツァレラチーズとの相性も抜群！

ロハスフェスタ広島2017
グランプリ受賞

ロハスフェスタ
東京2016
グランプリ受賞

ベストショットで
ワンちゃん
フォトコンテスト

The Tapi Project
▶10/7（土） 12：00～

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）

Emmanuel Laryea
▶10/8（日） 12：00～

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）

タップダンスチーム TATAN
▶10/8（日） 13：00～

淡路島を拠点に活動する若者で構成
されたタップダンスチーム。淡路島のみ
ならず、関西・関東方面にも活動のエリ
アを展開している。

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）
ロハスフェスタ × Awaji Art Circus 2017

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！
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

こども食堂 10/7（土）11：00~14：00

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・パパも楽しめる企
画です。当日参加枠も用意しております。参加希望の
方は当日10:30までにハイハイレース会場までお越
しください。※先着順になりますので、ご参加いただ
けない場合もございます。

神戸のおとなり
淡路島移住定住相談窓口
淡路島に興味がある。淡路島に住んでみたい。という方のご
相談を承ります。淡路島くらしを始めた先輩たちの活動を紹
介します。（一部販売あり）

島くらし相談室
淡路島に移住し、農業や起業をして活躍する先輩の活動やお
店、商品などをご紹介します。先輩からの生の声も聞けます。

テンションHigh！赤ちゃんハイHighレース
10/9（月祝）

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！

自由にお絵描きしたり、ステンシル
で自分だけのオリジナルエコバック
を作ろう！皆様からの参加費は緑
化事業への寄付に充てられます。
協力：
公益社団法人ゴルフ緑化促進会

ロハッチラリー おえかきエコバッグ
参加費 1枚 300円 

1st：11/3（金祝）・4（土）・5（日）　2st：11/10（金）・11（土）・12（日）
万博記念公園・東の広場 ［大阪府吹田市］

※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）
主催：ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ

予 告

［開催日時］ 
［場　　所］ 
［会　　費］ 350円（小学生以下無料）

ロハスフェスタ 検  索 LOHASFESTA LOHAS_FESTAhttp://www.lohasfesta.jp/

問 合 せ ロハスフェスタ事務局（シティライフNEW内） 
〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23　
Tel.06-6338-0641  Fax.06-6368-3505

共　催 公益財団法人兵庫県園芸・公園協会
主　催 ロハスフェスタ実行委員会

淡路島国営明石海峡公園 芝生広場 ［兵庫県淡路市］
500円会　費

10/7（土）・8（日）・9（月祝） 9：30 ～ 17：00　入場16：30まで日　時場　所

※荒天により中止になる場合があります。※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

国土交通省／環境省／兵庫県／淡路市／一般社団法人淡路島観光協会／淡
路市商工会／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)／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／神戸新聞社

後　援

協　　  力 アートリボン／郡上割り箸／Green Down Project／神姫バス
GMOペパボオーシーtetote／JIB／徳島クリエイターズマーケット

ロハスフェスタ 検  索
LOHASFESTA LOHAS_FESTA

［小学生以下無料］

【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
ロハスフェスタ専用駐車場
1日1台1,000円（駐車台数3000台）7：00～18：00

神戸淡路鳴門自動車
道

Ｐ

夢舞台前バス停

東浦口ゲート

夢舞台前バス停

淡路夢舞台
ウェスティン
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淡路口
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28
ロハス
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※別途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 

淡路市タブレット活用教育推進事業
未来を生き抜く力を育む
プログラミング ワークショップ
Awaji City Board of Education

10/9（月祝）

Blue Goril la　西宮バーガー

愛知県知多牛100%のビーフパティに、愛知県産野
菜、自家製BBQソースをオリジナルバンズでサンド。知
多牛の脂の甘みを味わえる一品。お好みでチーズバー
ガー、ベーコンチーズバーガーにもできる。

K's Pit DINER　知多牛バーガー

黄色いワーゲンバスが目印のお店。オリジナルのバン
ズと脂ののったサバ！姫路名物、生姜醤油をかけてい
ただいて。

MAVERICKS CAFE　サバーガー

素材は全て兵庫県産にこだわったフィレサンド。手の
ひらサイズもあるジャンボからあげに、たっぷりの淡路
島たまねぎスライスを挟み、スイートチリソースで仕上
げた一品。

からあげ川政　絶品フィレサンド

但馬産牛肉100％使用し、明石産いちじく、木苺、野
苺トマト、レタス、淡路産玉ねぎを使用した超ワイル
ド＆フルーティーなハンバーガー。

桧亭&とりどり　明石原人バーガー

「京都バーガーグランプリ2017」のグランプリバー
ガー！黒毛和牛の3種の部位を使用した贅沢なビーフ
100%パテに、フランス産カマンベールチーズと濃厚
なチェダーチーズを使用。京野菜を代表する亀岡丹波
野菜もふんだんに使用。

京都ダイコクバーガー
ビーフ100%のダブルチーズバーガー

老舗精肉店オーナーが手掛ける神戸ビーフ100%パティ
が自慢！淡路島たまねぎに特製ベーコン、チーズに卵を重
ね、特注の無添加バンズでサンド。全体をまとめる味の決
め手は、三種類の自家製ソース！旨味はもちろんボリュー
ムも満点、ステーキハウスのこだわり正統派ハンバーガー。

ステーキ西村家　神戸ビーフバーガー 匠 TAKUMI

淡路ビーフと淡路猪豚の合挽パティ使用！クリーミーな
アボカドに爽やかなハニーマスタードの相性は抜群！淡
路玉ねぎのフライも入ってボリューム満点☆

トムズスタジオ淡路夢舞台
アボカドチーズの淡路島ゴールデンハンバーガー

食べ応え抜群のビーフ100％パティに加え、三箇牧トマ
トに服部しろうり、高槻寒天BBQソース、高槻たまごと
いった、大阪府高槻市の特産品が一度に味わえる、ご当
地バーガー代表格。アメリカンサイズのクラフトバー
ガーは、「京都バーガーGP」優勝など数々の賞を受賞！

ティーズスターダイナー　高槻バーガー

同時開催

（1部）10:00~11:00
（2部）13:00~14:00
（3部）14:30~15:30

定員:10組
対象:小学生親子
料金：参加無料

10/7（土）
商工観光課 観光PR
10/8（日） まちづくり政策課

 9:30～16:30（入場は16:00まで）

花房真優
市村順平
The Tapi Project

HAWAII PROJECT
ビリーレイブア タミコ・フラスクール

井筒翔太
高田志麻

10/7（土）
井筒翔太
STAYG
Emmanuel Laryea 

TATAN
HAWAII PROJECT
エヘウ・オ・マナオラナ フラ
池田昌也

10/8（日）
若林美樹
PAPAN
Circus Zambia
Mr.JIB
HAWAII PROJECT
Ka pa hula o hoaloha フラ

PAPAN
北川たつや

10/9（月祝）
10:30
11:10
12:00
12:30
12:50
13:00
13:40
13:50
14:40

※できるだけ公共交通機関をご利用ください

みんなで描こう
チョークアート
子どもも大人も、アーティストと一緒に
みんなで大きいアートをつくりましょう★

10/8（日）


