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はたあきひろさんとロハスフェスタ会場周辺を探検。生き物を観察します。
メールでの事前予約方法

件名：秋の生き物観察会 メール文章に「参加される方全
員のお名前（小学生以下の方は学年も明記）」
「参加希望時
間」を記載の上 morinaga@lohasfesta.jpへお送りください。
※必ずmorinaga@lohasfesta.jpからのメールが受信できる
ように設定をしてください。申し訳ありませんが、定員を超え
る場合はお断りになります。
（当日枠について）事前予約の
方がキャンセルの場合、当日参加受付を行います。ロハスフ
ェスタ総合案内本部へ直接お問い合わせください。

11/ 10（金）11：00〜
10分おきに10レース

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
してくれる赤ちゃんを大募集します。

2014年夏、大手住宅メーカーを退社し、
「庭暮らし研究所」を立ち上げ
る。現在、奈良市で家族５人分のお米と野菜をつくり、
自給生活を送る。
著書「現役サラリーマンの自給自足大作戦〜菜園力で暮らしが変わる
〜」は台湾でも発刊されている。NHKの番組「ぐるっと関西おひるまえ」
ではガーデニング講師として毎月出演。

11/ 5（日）
・12（日）11:00~

ロハスフェスタ会場内にて、
「こども食堂」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！

https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=clnew&formid=162

11/ 10（金）
・11（土）
・12（日）のみ
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受付：当日10：00〜整理券配布
先着：200名／日 食事代：無料
対象：小学生以下
詳細はホームページにて 当日のボランティアスタッフも大歓迎です

事前申し込み優先：詳細・申込は下記もしくはQRコードより
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ロハスフェスタで大人気の
NHKテレビ講師
はたあきひろさんの
「秋の生き物観察会」
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実施日時：11月４日
（土）
・5日
（日）
（10:30〜/13：00〜/14：30〜 40分程度）
定員：12名 ※小学生から保護者の同伴なしで参
加いただけます。
参加費：無料
集合場所：ロハスフェスタ総合案内本部前
生き物観察会実施時間以外は「はたあきひろさん
の自給自足生活体験ブース」にて、園芸のことから
自給自足、
生き物のお話など、
相談も出来ます。

ステンシル、
クレパスで自由にお絵かきしてエコバッグを作

エコでアートなアトリエスタkidsならではの親子で楽しめるワーク
ショップをロハス向けにセレクト！リサイクルでアートを楽しもう。

ります。
ステンシルに挑戦してすてきなバックをつくってね。
参加料：300円
（参加料は緑の基金に寄付されます）
協 力：公益社団法人ゴルフ緑化促進会
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●ダンボール巨大紙相撲inロハス万博場所。
「みんなの力士が世界一」
●牛乳パックでアーティストと一緒に色々な動物を作るロハスな「どうぶつえん」
●様々な「モノ」
で作るロゴと名刺のワーク
「セカイで一つのキッズロゴ」
参加条件：3〜12才 ※3〜5才は親子同伴。
※写真はイメージです
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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
スタでは、美味しい、やさしいこだわりのグルメがズラリ。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！

こだわりの店舗が
400ブース以上！
わくわくする〜！！

11/11（土）

ロハスで運命の出会いがあるかも！？

11：00〜
約2時間

「ロハスが好きな男女なら相性もいいはず」
ということで、ロハスフェ
スタでも婚活イベントを開催します。先日のカレーＥＸＰＯでは4組の
カップルが誕生した婚活イベントです。今回も結婚相談所の株式会社
エテルナ（吹田市江坂）
と共催のもと開催することになりました。
この機
会にぜひご参加ください。
参 加 費：2,000円（軽食、
デザート、
ソフトドリンク付き※ビールは別途必要）
募集内容：20歳〜40歳ぐらいの独身の男女各20名
詳細申込：ロハスフェスタ公式ホームページよりお申し込みください。
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27
00

FM OH!『hug+』公開録音開催！

FM OH!（FM OSAKA）金曜朝の人気番組『hug+』の公開収録を行います。
こ
れまで、番組でもイベント開催告知やロハス情報をお伝えしてきたFM OH!
の公開収録！会場内では、番組イチオシのアーティストによるライブなどを
交え、たくさんの人で賑わう会場の模様をお伝えします。FMラジオにできる
ロハスなコト、心地よいトークと音楽で、あなたのココロをあったかくするコ
ト。
ここからはじまる、
ラジオとロハスの、素敵なコラボレーション。

11/ 11（土）15：00

13：30〜

大塚由美

ロハスフェスタ蚤の市開催決定！
シティライフが主催・運営する
「ロハスフェスタ」
「カレー
EXPO」
「ラーメンEXPO」
などのお手伝いいただける方
詳細は下記より
http://lohasfesta.citylife-new.com/e129019.html

■主
■後

ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ
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
／一般社団法人ホビー協会（一部予定）
■協 賛 旭松食品／ARIC corporation／いいえがおの日／五浦ハム／一般財
団法人 H2Oサンタ／ABCコーポレーション／グリーナでんき／生活協
同組合コープ自然派ピュア大阪／公益社団法人ゴルフ緑化促進会／
サラヤ／彩都
（国際文化公園都市）
建設推進協議会／象印マホービン
／ダスキンレントオール／NATURAL CLOTHING & ANTIQUES
drop／NIFREL／日本エコシステム／ネスレ日本／花人街道連携協議
会／ピクルス屋／保険見直し本舗／HOPPL／よつ葉ホームデリバ
リー／LION／らでぃっしゅぼーや／リネンカフェ
（五十音順）
■協 力 アカシクリエート／FM OSAKA／大阪高速鉄道／郡上割り箸／
G r e e n D o w n P r o j e c t ／ G M Oペパボオーシーt e t o t e ／ F M
COCOLO
■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

総合
案内
本部

写真はカレー婚活のようす

昨年も実施し、大好評だった「ロハスフェスタ蚤の市」を
今年も開催します。万博公園の冬の風物詩「イルミナイト
万博」
との併催になる本イベントは、ロンドンの蚤の市
「ポートベロー」のようなオシャレな手作り雑貨を、
より
魅力的に演出できるクリスマスイベントとなります。

◆開催日時
2017年12月1日(金)〜3日(日)
2017年12月8日(金)〜10日(日)
2017年12月15日(金)〜17日(日)
2017年12月22日(金)〜25日(月)
※出展をご希望の方は、ロハスフェスタ会員
マイページにてご確認をお願いします。

催
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夏の花八景

［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。

公共交通機関をご利用ください。

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。
※11月5日
（日）はJ
リーグの試合が開催されます。

