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出展

9：30〜16：30（入場16：00まで） 万博記念公園・東の広場

雨天決行

会費

350 円（小学生以下無料）

※荒天により中止となる場合がございます。※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 ※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。 ロハスフェスタ

検索

「ロハス」
とは、健康で持続可能な生活スタイルのこと。ロハスフェスタでは、作り手の想いが込められた手作り作品や、

食べる人の健康を考えた身体にやさしいグルメ、環境のコトを楽しく学べる企画など、ロハスの種をたくさんご用意しています。

会場内でのテント
使用について

私たちの想いは、人にも地球にも優しい、子どもたちが安心して暮らせる未来− 。

さあ、あなたもロハスフェスタをいっぱい楽しみながら、みんなでロハスの花を咲かせましょう！

会場内では安全管理
のため大型テントの使
用をご遠慮いただいて
おります。

皆さんのマイ食器・
マイカトラリーの持参率が
なんと70％を超えました。
100％を目指してみなさん
持参してね。

まずは準備を
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。

“ 使 い 捨てに N O ” 。ロ ハス
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」

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
参加申込方法：ロハスフェスタHPから
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。

マイ食器・マイボトルを忘れた人は…？

フェスタを楽しむための基

お食事の際、マイ食器をお持ちでない方は、
リ

本 は 、マ イ 食 器 や カトラ

ユース食器［100円］をご購入頂く必要がありま

リー、マイボトル、エコバッ

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

グなどを持ってきて、ゴミを

終了となりました。環境にやさしいカトラリー

出さないこと！また、資源の

は各10円で販売をしています！

回収などの取組みもしてい
るよ。テントやレジャーシー

10（金）
11：00〜
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トなども持 参して、一日中

11/

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
10分おきに10レース
ゃんを大募集します。
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

12（日）

11/ （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！
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

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

【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

リユース食器の
システムが
変わりました

たっぷり楽しもう！

ロハスフェスタに持ってきてね
回収した天ぷら油は、バイオデ

牛乳パック回収

使用済み天ぷら
油回収

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

小型家電

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
ダウン回収

身近な製品の資源になります。

回収対象：携帯電話、携帯音楽プレイ
ヤー、デジタルカメラ、電子辞書（電
子書籍端末）、電卓、携帯ゲーム機

いざ入場
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入場証販売所で会費を払い、メインゲートから入場

11/

を。入場証があれば会場の出入りは自由だよ。再入

10（金）・11（土）・12（日）のみ

場する場合はスタッフに入場証を見せてね。会場内

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。

は広く、たくさんの人がいるから小さなお子さん連
れは、はぐれないようにね。ゲート近くで配布してい

●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

る迷子ステッカーの登録を忘れずに。

｜
場 証を
｜ 入 てね
せ
見

CLポイントアプリダウンロードで会費がおトクに！
！
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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。

ロハスで運命の出会いがあるかも！？

11/11（土）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。

「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。※当日受付でクーポン画面をご提示ください。ロハスフェスタの会費が50円引に！※1端末1名まで

マーケットやロハスな
取組みを楽しもう
出展は400ブース以上！中心にはステージがあって、
写真はカレー婚活のようす

さらに進むとフードエリアが広がっているんだ。出
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展情報は会場内で配布しているパンフレットやロハ

FM OH!『hug+』公開録音開催！

11/ 11（土）15：00

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。
大塚由美

■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

13：30〜

スフェスタHPからチェックできるから、お目当てを見
つけてね。作り手さんとお話しできるいい機会。モ
ノ・コトを通じてみんながつながっていくといいな！
ロハスフェスタの開催情報や、
お知らせなど情報を発信して
いるよ！是非フォローしてね！

催
援

夏の花八景

Facebookで
リアルタイムな
情報をゲット！
［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。

