
再点火！
燃えろ
箕面まつり

1日土
ときめき広場

10月

2日日
ときめき広場
パレード

第37回

主催：箕面まつり推進協議会　後援：箕面市・箕面市教育委員会・大阪府

https:// www.minohmatsuri.net/公式ホームページ

a072-724-9201　　info@minohmatsuri.net
■箕面まつりのご案内・お問合せ

■公式ホームページからまつり当日のプログラムをダウンロードできます。

■箕面まつりのイベント内容や開催情報をお知らせします。

箕面まつり推進協議会事務局

ツイッター
当日の天候による変更実施または中止などの情報
は、タッキー８１６みのおエフエム(FM 81.6 MHz)
でも放送します。（午前１０時他、随時）メールマガジン登録

1



10月1日㊏ 13時～20時

各種ダンス、よさこい、民舞、音楽演奏、歌、応援団
など、応募団体によるパフォーマンス

屋外ステージ 13時30分～

場所：芦原公園内 特設ステージ

●当日参加型企画「○×クイズ大会」
●一般募集型企画「この歌な～に？？ 歌あてクイズ大会」
●屋外ステージプログラムは4ページに掲載

屋内イベント 13時～20時

場所：メイプルホール・
　　 中央生涯学習センター
●子ども将棋大会（予約不要／19：00終了）
●囲碁コーナー
●お化け屋敷（19：00受付終了）
●箕面まつりポスター原画受賞作品展

屋外啓発展示コーナー 13時～20時

場所：芦原公園・メイプルホール正面玄関前
●集まれちびっ子コーナー
　（ステージ北側、木工工作、20：00終了）
●白バイ写真撮影会
　（メイプルホール正面玄関前、13：30～15：30）
●火災予防の広報・ミニ消防車に乗っての撮影会
　（メイプルホール正面玄関前、15:45～17:30）
●滝ノ道ゆずるグッズ販売 ほか

※お化け屋敷は『時間帯別チケット』が販売されます。また、入場待ち
の状況により、受付時間が予定より早く終了することがありますの
で、ご注意ください。

箕面まつり来場の際は
「大阪コロナ追跡システム」
に登録をお願いします！

1スマートフォン・携帯電話
でＱＲコードを読み取る。
2メールアドレスを入力して
送信。
3登録確認メールが届く。

●登録確認メールが届かない場
合は登録できていない可能性
があります。お手数ですが再度
送信をお願いします。

●２日間参加される方は、両日と
も登録してください。

新型コロナウイルス等感染症対策～箕面まつりに来場される皆様へのお願い～

■箕面まつり来場時
●来場者全員に発熱（平熱＋１℃以上または 37.5 ℃以上）や体調不良がないかご確
認ください。体調が優れない方の来場はお断りします。

●ワクチン接種の有無にかかわらずマスクを着用されていない方はご入場をお断りします。
●基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方は関係機関の情報を参考にしていただき、慎重
なご判断をお願いします。

●マスクの予備、マスクケース、携帯用消毒液、除菌シート等の感染症対策グッズは、
ご自身でもご用意ください。
●大阪コロナ追跡システムや接触確認アプリCOCOAへの登録をお願いします。

★以下の項目に該当する方はご来場いただけません
●新型コロナウイルス陽性と判断されている方、及びPCR検査や抗原検査を受け、
検査結果が判明していない方。

●同居家族や身近な知人に感染者、濃厚接触者や感染が疑われる者がいる方。

■会場内
●マスクの着用、咳エチケット、手指の消毒等、基本的な感染
対策に取り組んでください。

●大声での会話や歓声などはお控えください。また、長時間の
滞留はご遠慮ください。

●会場内では必ずスタッフの指示に従ってください。感染症対
策のルールが守れない場合はご退場いただきます。
■飲食は限られたエリアで（水分補給を除く）
●食べ歩きは禁止です、フードエリアをご利用ください。
●飲食時は会話を控え、黙食へのご協力をお願いします。ま
た、回し飲み、回し食べはお控えください。

●飲酒により、感染対策が疎かになる可能性がありますので、節
度は守ってください。感染症対策のルールが守れない場合は
ご退場いただきます。
■会場外での注意事項
●箕面まつりご来場の際、移動時もマスクの着用をお願いします。
●周辺の路上での飲食や立ち止まっての会話はお控えください。

新型コロナウイルス等感染症対策につい
て、詳しくは箕面まつり公式ホームページ
「新型コロナウイルス感染拡大防止のため
に」をご覧ください。

箕面まつりにご来場の際は、「新型コロナウイルス等感染症対策」の各事項にすべて納得されたと判断いたします。 安心安全なまつり運営にご協力をお願いします。

常時マスクの
着用をお願い
します

黙食にご協力
ください

大声での
会話はお控え
ください

こまめな消毒を
お願いします

長時間の滞留は
ご遠慮ください

登録は３ステップです

芦原公園・メイプルホール・中央生涯学習センター（箕面市箕面５－１１－２３） 

10月1日㊏ 
10月2日㊐ 

両日とも
13時～20時ときめき広場

小雨決行 荒天中止
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10月2日㊐ 13時～20時

輪投げ、くじ引き、金魚すくい、ヨー
ヨー釣り、おもちゃ販売、焼きそば、か
らあげ、フランクフルト、綿菓子など

食べ歩きは禁止です。
フードエリアをご利用ください。

お願い

芦原公園内に約70店が並びます

箕面まつりの想い出づくりに、ときめき広場会場での「ゴ
ミ拾いボランティア」に親子で参加してください！

お手伝いしてくれたお子さんには、会場内出店ブースで使用できる
お楽しみ券（300円～500円相当）をプレゼント！

ゴミ拾い・親子ボランティア
10月1日（土）のときめき広場「屋外ステージ」において、
当日参加型企画「○×クイズ大会」を開催！
どなたでも参加できます！
楽しく参加して、商品ゲットを狙ってください！

ときめき広場当日参加型企画
○×クイズ大会

実施日：10月2日（日）午後4時～5時受付
　　　  （ゴミ拾いは30分～1時間程度）
場　所：ときめき広場会場
対　象：小・中学生と保護者
定　員：先着20名
参加方法  ※事前申し込みは不要です。
●10月2日（日）午後4時～5時の間、ときめき広場内ボラン
ティアテントで受付

●ゴミ袋や軍手など、必要な道具は貸し出します。

参加者募集

和太鼓演奏、各種ダンス、チアリーディング、フラダン
スなど、応募団体によるパフォーマンス
●高校生ダンスイベント ●盆踊り
●パレード企画「もみじ」各賞表彰式
●屋外ステージプログラムは4ページに掲載

屋外ステージ
場所：芦原公園内 特設ステージ

屋内イベント 13時～20時

場所：メイプルホール・中央生涯学習センター

屋外啓発展示コーナー 13時～20時

場所：芦原公園・メイプルホール正面玄関前
●集まれちびっ子コーナー
　（ステージ北側、バルーンアート、
　18：00終了）
●火災予防の広報・ミニ消防車
　に乗っての撮影会
　（メイプルホール正面玄関前、
　13:00～17:00）
●滝ノ道ゆずるグッズ販売 ほか

●世代間交流将棋（予約不要／19：00終了）
●囲碁コーナー
●お化け屋敷（19：00受付終了）
●箕面まつりポスター原画受賞作品展

13時30分～

子どもだけでの参加はできません。
また、1グループに保護者1人という形
でも受付できません。

実施日：１０月１日（土）１５時から
場　所：芦原公園内　ときめき広場屋外ステージ
　　　　 ※時間は予定です。天候やプログラムにより前後することがあります。
定　員：先着100名
参加方法
●１４時４５分頃、ときめき広場屋外ステージ
向かって左手側にお越しください。

参加
無料

★もれなく「参加賞」をプレゼント

午後６時～８時の間、メイプルホール西側道路は車両通行止めになりますが、道路上に座り込むのは危険なのでお
やめください。また、道路横断の際には充分お気をつけください。

メイプルホール西側道路の
交通規制について

夜店

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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小雨決行 荒天中止芦原公園特設ステージ（箕面市箕面５－１１－２３） 

ときめき広場

屋外ステージプログラム

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

10月1日㊏

当日参加型企画「○×クイズ大会」の参加方法は
3ページをご覧ください

10月2日㊐

・出演者への応援は拍手で！　声援や掛け声はご遠慮ください。

No. 時 間 出 演 団 体

1 13:30

●オープニング
　北川たつや
　大阪大学 応援団
　大阪大学チアリーディング部 ＲＥＢＥＬＳ
　大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人”　

2 13:45 UNO　Dance　Studio
3 13:55 ジャズダンスピルエット
4 14:05 Dance Lab.
5 14:15 華鹿
6 14:25 ルシェル
7 14:35 ジュニア　ジャザサイズ 箕面
8 14:45 みのおチャンゴヨロカヂ
9 15:00 ●当日参加型企画「○╳クイズ大会」
10 15:40 箕面市立第一中学校 ダンス部

11 15:50 大阪エヴェッサチアダンススクールbt's箕面校、茨木校
12 16:00 民舞胡蝶
13 16:10 ミルキーウェイ
14 16:20 劇団「すずしろ」
15 16:30 よさこい連「わ」
16 16:40 Studio K ＆ K☆Kids
17 16:50 Kaaj Dance
18 17:00 おやともチンドンオーケストラバンド

19 17:10 ●一般参加型企画  「この歌な～に？？歌あてクイズ大会」
20 18:40 大阪青山大学ビッグバンドサークル
21 18:50 みのおよさこい踊り子隊“凛”
22 19:00 大阪大学応援団
23 19:10 大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人”
24 19:20 「たきのみち音頭」（よさこいバージョン）

No. 時 間 出 演 団 体

1 13:30 ●オープニング　粟生和太鼓クラブ

2 13:50

●高校生ダンスイベント
　13:50 箕面東高校ダンス部
　13:55 雲雀丘学園高校ダンス同好会
　14:00 関西大倉高校ダンス部
　14:05 刀根山高校ダンス部 Leeway
　14:10 桜塚高校ダンス部

3 14:15 Minnies
4 14:25 Li'o li'o Hula O Na Pua
5 14:35 SKY ダンス キッズ
6 14:45 箕面SCフォスターチアリーディングクラブ
7 14:55 吹田市立片山小学校Prizm（プリズム）
8 15:05 Hālau Hula Ka Nani‘O Luaole
9 15:15 チアリーダーズクラブ カラーズ
10 15:25 HIP HOP ダンスサークル　ルシール
11 15:35 ミズノ チアリーディングチーム
12 15:45 Fun Fun Kids After School
13 15:55 ロミロミーズ
14 16:05 M.L.C dance school
15 16:15 ライフスポーツ KTV石橋
16 16:25 KOBITO’S
17 16:35 大阪大学チアリーディング部 REBELS
18 17:00 ●盆踊り  （箕面市民謡連盟）
19 18:30 第37回パレードテーマ「もみじ」各賞授賞式

4



●ファンファーレ（箕面市青少年吹奏楽団）
●開会宣言
●市歌斉唱（箕面市少年少女合唱団、音楽協会有志）
●主催者挨拶
●箕面市長挨拶
●ポスター原画最優秀賞表彰式
●テープカット（サポート：ガールスカウト）

14:10から

パレード出発宣言 14:30

第37回パレードテーマ「もみじ」
箕面市の木「いろはもみじ」。清 し々い新緑や華やかな紅葉な
ど、美しい「もみじ」を参加団体が趣向を凝らして表現しますの
で、ぜひお楽しみください。

パレードテーマ「もみじ」各賞授賞式：
ときめき広場屋外ステージにて、
18時30分から

府道豊中亀岡線 スタート地点：箕面市役所→ゴール地点：阪急箕面駅前ロータリー

パレード参加団体＆出発順（予定）

場所：箕面市役所前で開催

オープニングセレモニー

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

パレードコースでの自転車通行にご注意ください
箕面まつり会場及びパレードコース周辺は大変混雑します。歩道内では
自転車を降りて押し歩くようお願いします。

10月2日㊐ 14時～17時パレード
小雨決行 荒天中止

第34回の最優秀チームGuard Team ONE

●出発順や時間を掲載したパレードのチラシを、箕面まつり公式サイト
　からダウンロードできます。

No. 団 体 名 種 目
1 箕面過激団 バイク・フロート
2 横断幕・市旗・まつり旗 行進
箕面まつり推進協議会会長・実行委員長・
箕面市長・箕面市議会議長・
箕面商工会議所副会頭（箕面まつり顧問）
箕面市青少年吹奏楽団 吹奏楽
ゆずるバス バス

3 株式会社ガンバ大阪 行進
4 箕面商工会議所 行進・フロート
5 箕面市更生保護女性会 新箕面音頭
6 幼稚園型 認定こども園 箕面学園附属幼稚園 鼓笛隊
7 大阪青山大学女子ソフトボール部 行進
8 公益社団法人箕面市シルバー人材センター 行進・フロート
9 ジャズダンスピルエット ジャズダンス
10 箕面市老人クラブ連合会 行進
11 サントリーサンバーズ 行進
12 民舞胡蝶 民舞
13 箕面市立彩都の丘学園吹奏楽部 吹奏楽
14 Guard Team ONE カラーガード（フラッグ隊）
15 箕面市立第二中学校吹奏楽部 吹奏楽
16 箕面スピリッツ 行進
17 劇団「すずしろ」 行進
18 箕面市立第三中学校吹奏楽部 吹奏楽
19 みのお太鼓 太鼓
20 箕面市立第一中学校吹奏楽部 吹奏楽
21 よさこい連「わ」 よさこい
22 創価学会 北摂音楽隊 吹奏楽
23 ホークアイ 行進・チアリーディング
24 DANCE☆riche ストリートダンス
25 ジャザサイズ 踊り
26 大阪大学お祭りダンスサークル“祭楽人” よさこい
27 みのおよさこい踊り子隊“凛” よさこい踊り
28 UNO Dance Studio ジャズダンス
29 モンキー ファイターズ 創作ダンス
30 西小路八幡太神社秋季例大祭 行進

31 JAZZ天（箕面市ダウン症児親の会「天使の会」と仲間たち） ジャズダンス

32 大阪府警察音楽隊 吹奏楽

33 箕面シンボルロードまちづくり協議会クリーンチーム 行進（清掃）

タッキー816 生中継
10月2日日 14時～17時
ゴール地点の阪急箕面駅前ブース
からパレードのようすを
ラジオ（FM81.6）で生放送します。

Youtube
でもライブ
配信！

パソコン
スマホで
聞く！

サントリーサンバーズやガンバ大阪の行進もあります！
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還付金詐欺被害急増！！
「ATMで還付金」は詐欺です！
留守番電話・防犯機能付電話
の設置など、防犯対策をしま
しょう。
箕面警察署

箕面まつりからのお願い みんながちょっと気を付けて、安全で楽しい「まつり」にしましょう！

箕面まつりからの【お願い】の詳しい内容はＱＲコードからご覧になれます。

●今年の箕面まつりは食べ歩き禁止です。飲食は決まった場所でお願いします。
●飲酒は節度を守ってください。ルールが守れない場合はご退場いただきます。
●箕面まつり会場周辺の道路での駐車・駐輪は、固くお断りします。まつり
当日は臨時駐車場（有料）・臨時駐輪場を準備していますが、台数に限
りがあります。箕面まつりへは徒歩・公共交通機関でお越しください。
●箕面まつり会場での歩きたばこは禁止です。※中央生涯学習センター、
メイプルホールの各館及びその敷地内は、すべて禁煙です。

●メイプルホール館内は一方通行です。スタッフが誘導しますので、立ち
止まらず、足元に気を付けてお進みください。

●写真や映像を撮影する際、脚立や三脚、小型無人航空機（ドローン等）
の使用は禁止です。また、ステージやパレード、観客など、許可を得ずに
写真・動画を撮影することはおやめください。

●パレードの進行を妨げる行為はおやめください。
●箕面まつり会場内・外でのゴミのポイ捨ては厳禁です！ ゴミは指定の場
所に捨てるか、各自で持ち帰るなどの処置をお願いします。

箕面まつりが安全・安心に開催できるよう、ご協力をお願いします。 箕面まつり推進協議会

2022年10月2日日 14:00～17:00（予定）

箕面まつりパレード開催に伴う交通規制による、
の運行の変更について

実施日時

一部の便を迂回して運行します

千里中央▶箕面市役所前▶箕面警察前▶新稲▶畑四丁目▶石澄▶呉羽の里▶箕面市役所前▶千里中央

規制時間中は休止します
別のりば発車便があります

迂回ルート

83

81

迂回運行する便

■阪急バス石橋営業所　a072-761-8318

■阪急バス茨木営業所　a072-643-6301

迂回
経路図

のりば
変更図

通常通り運行します

※その他の停留所の発車時刻、運行本数等の変更はございません

千里中央▶箕面市役所前▶呉羽の里▶石澄▶畑四丁目▶ ➡ 直行・迂回 ➡ ▶箕面市役所前▶千里中央

千里中央▶箕面市役所前▶ ➡ 直行・迂回 ➡ ▶畑四丁目▶石澄▶呉羽の里▶箕面市役所前▶千里中央

千里中央▶箕面市役所前▶呉羽の里▶石澄▶畑四丁目▶新稲▶箕面警察前▶箕面市役所前▶千里中央

・荒天中止（中止の場合、迂回運行いたしません）
・迂回運行便の接近情報の検索結果が表示されなくなります。
・その他の便についても、周辺の交通状況により大幅な遅延が予想されますので、あらかじめご了承願います。

至
北
小
学
校
口・

山
麓
公
園
前

新
稲

新
稲
東

箕
面
六
丁
目

箕面警察前

箕面市役所

規
制
範
囲 箕

面
市
役
所
前

畑四丁目

2
3

呉羽の里 ４
1石澄

阪急バス 阪
急
箕
面
駅

おことわり

通常
迂回

通常
迂回

阪急バス オレンジゆずるバス

凡例

※交通規制の状況により、
　時間が前後する場合がございます

・14:00以降は、紫ルートの運行情報およびデジタルサイネージが表示されなくなります。
・その他の便についても、周辺の交通状況により大幅な遅延が予想されますので、あらかじめご了承願います。おことわり

一部の便を運休します

変更内容時刻表

オレンジゆずるバス

規制時間中は休止します
臨時停留所

臨時停留所発着

凡例

一部停留所を休止し　　　　の を3区間、　  を2区間に分けて運行します紫ルート 3便 5便
※一部停留所のみ記載

箕面駅 13:55

14:05ルミナス四番街

14:18箕面駅（1C）

箕面市役所前（3D） 14:21

14:41桜井駅

14:50

箕面駅（1C） 14:56

15:04箕面七丁目3便

5便

終点 箕面市役所前 終点

終点

16:56

17:04

17:10

箕面市役所前（3D） 16:21

16:41桜井駅

16:50箕面市役所前

箕面駅（1C）

箕面七丁目

箕面駅終点 終点
箕面市役所

箕面市役所
別館

箕面市立
市民会館

箕
面
警
察
前

至
北
小
学
校
口・

山
麓
公
園
前

規
制
範
囲 箕

面
市
役
所
前

3D

3A

阪
急
箕
面
駅

1A 1B

1C

6
やめよう バイクの すり抜け運転



応援しています
「第37回箕面まつり」を私たちも
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私たちも「第37回箕面まつり」を応援しています
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タッキー８１６みのおエフエム
〒562-0035 箕面市船場東2-5-47  COM3号館2階
TEL072-728-3210 　FAX072-728-3733　816@minoh.net

箕面のラジオ局タッキー816(FM81.6MHz)
では、箕面市内で地震や台風、集中豪雨
などによる災害が発生したときは、市民の
みなさんへ緊急情報を放送します。

fm.minoh.net から検索タッキー816
クリッ

ク！
スマホやパソコンでホームページから
アプリ無しでお聴きいただけます。
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700,000円
箕面商工会議所
300,000円
大協耐火株式会社 大阪支店
箕面市観光協会
100,000円
株式会社 ダイテック
株式会社 D＆Dホールディングス
荏原環境プラント株式会社
箕面ライオンズクラブ
弘伸商事株式会社
70,000円
(医)もみじの手 箕面レディースクリニック
50,000円
相和電気工業株式会社
弁護士　瀧 洋二郎
あすか
居酒家まるこん
イナトミ電気設備
OSP企画

大江戸温泉物語　箕面観光ホテル　箕面
温泉スパーガーデン

（社医）寿楽会 介護老人保健施設 箕面グ
リーンビィラ

（株）カウカウフードシステム マダム シン
コ 箕面本店

カジカワ企画
キコーテック株式会社
北大阪急行電鉄株式会社
北谷建設株式会社
近畿セイビ株式会社
串かつ どて焼き 創作料理家　新世界
クモノスコーポレーション株式会社
クラシックバレエ　スワン
KTクリニック
ゴールフリー箕面教室
コスモキング
（医）神明会 印どうメディカルクリニック

医療法人社団和風会 千里リハビリテー
ション病院

綜合メディカル株式会社
大心本舗

（社福）大阪府社会福祉事業団・特別養護
老人ホーム白島荘

トヨタカローラ新大阪株式会社 箕面店
日本トーター株式会社 大阪支社
Nails Box
パナソニックコネクト株式会社
馬肉料理　ばにっくん
ビックスコーポレーション
株式会社 フルカワ建設
北摂スパイス研究所
Honda Cars 箕面 桜井店
本場インド料理　DiP RASNA

ポルシェセンター北大阪
（株）マイスターモータース

増田食品
箕面FMまちそだて株式会社
箕面喫茶飲食生活衛生同業組合
箕面市観光協会 旅館部会
箕面市商店会連合会
箕面市シルバー人材センター  女性会「ひまわり」
箕面市役所部課長会
箕面市労働組合連合会
一般社団法人　箕面青年会議所
箕面ハウジング株式会社
箕面遊技業組合
箕面ロータリークラブ
株式会社 ミルファーム
メナードフェイシャルサロン ル・スリジェ
やすふく内科クリニック
株式会社 ヤマト
株式会社 夢職人
よりみち屋
30,000円
日本郵便（株）箕面市内郵便局
株式会社 アイ・エス・エス
アイ・クラフト株式会社
磯物語
イフポシブル
大阪信用金庫 箕面支店
一般社団法人 大阪タオル産業振興会
株式会社 オペレーションサービス
サン電設備
株式会社 セレモニー五塔
フィガロ技研株式会社
箕面市民謡連盟
箕面物産商組合
柳原経営会計事務所
（有）ラーバン
株式会社 レガロ
20,000円
青山硝子店
岩谷産業株式会社
（株）エー・ワイ不動産
大阪青山大学
大阪北部農業協同組合
かえでケアステーション
医療法人 笠原小児科
家庭料理　かみぞの
（医）啓明会　相原病院
サントリー箕面総合トレーニングセンター
（株）ジェイコムウエスト北摂局
株式会社 中井鉄筋建設
パティスリーモンシェール Factory Shop
美容室めぞん・ど・ぼーて
学校法人 箕面学園
箕面都市開発株式会社

大貴株式会社
株式会社 大金建設
宗教法人 大師寺
帝釋寺
株式会社 ダスキン信栄
ダスキン箕面北店
田中内科医院
谷垣建設株式会社
株式会社 谷不動産
株式会社 津賀建設
辻川眼科
ディーエイチホーム株式会社
TPホールディングス株式会社
株式会社 デリチュース
ドコモショップ箕面店
有限会社 トップス
とどろみ鉱業株式会社
株式会社 豊川商事
鳥井建設株式会社
ながせデンタルクリニック
有限会社 永田荘園
中西園芸
株式会社 ナストーコーポレーション
（株）名田商店　大阪支店
苗代興産株式会社
南海部品株式会社 箕面店
内科外科 にいみ医院
株式会社 西川組
株式会社 西山電気
日鉱商事株式会社
株式会社 新田本店
日鉄鉱業株式会社 長尾山採石所
公益財団法人　日本繊維検査協会
（一財）日本品質保証機構北関西試験センター
ニューアース株式会社
二輪館
ネッツトヨタニューリー北大阪（株）
（株）ハウスビルシステム
株式会社 パブロ・クリエーション
林 株式會社
阪急タクシー（株）池田営業所
株式会社 ピーエーエス
久國紅仙堂
ファンライフ箕面
Ferdinand
フォーリーブス株式会社
福井モータープール
株式会社 フクジュ
富国建設株式会社 箕面営業所
富士株式会社
有限会社 富士工業
（医）ふじもとクリニック
弁護士　大砂　裕幸
宗教法人 法泉寺

株式会社 未来都
15,000円以上
医療法人 小池医院（18,000円）
傘木はりきゅう整骨院（16,000円）
小杉善株式会社
株式会社 T－ART
社会福祉法人 ひじり福祉会
箕面瓦斯住宅設備株式会社
箕面交通安全協会・箕面自家用自動車協会
10,000円以上
(株)増田設備（13,500円）
ふるかわ医院（10,900円）
株式会社 アイ・シビル
粟生ショッピングセンター
粟生幼稚園
秋山鍼灸スポーツ整骨院
株式会社 浅井
旭体育施設株式会社
株式会社 アズ
東眼科
株式会社 足立板金ビルド
特定非営利活動法人　あっとすくーる
医療法人 荒木医院
（株）いかりスーパーマーケット箕面店
池尻医院
株式会社 石川工業
石元商事株式会社
磯 よ し　
株式会社 稲治造園工務所
稲野運輸株式会社
株式会社 イナノ物流
有限会社 稲吉
株式会社 井野屋　箕面物流センター
社会福祉法人 息吹
株式会社 今木組
今中建設株式会社
有限会社 今宮建材
株式会社 インテリア館リノプラス
（医）花栄会　ヴィソラデンタルクリニック
（株）エイシー企画
曹洞宗　栄松寺
エースイ設備株式会社
株式会社 江川組
株式会社 NGROWING
大石クリニック
大阪ガス風呂ショップ 神崎（株）
株式会社 大阪タイユー
大阪タオル卸商業組合
大阪トヨペット（株）モビリティプラザ箕面店
有限会社 大谷インフィニティ
医療法人 禄士会　大谷歯科
おおひなた耳鼻咽喉科クリニック
オールドギア箕面店
おざわクリニック

ホークアイ
北摂オート株式会社
株式会社 ボブ
有限会社 マエダ化研
マスダエーセイ（株）箕面営業所
マツイコーポレーション株式会社
株式会社 眞野鈑金
株式会社 萬栄
マンションオオスミ
（医）水野眼科
ミタ産業株式会社
（有）道草珈琲店
みつや木材株式会社
ミドリヤ薬品株式会社
箕面岩井木材株式会社
株式会社 箕面ガスセンター
箕面公社有限会社
みのお山荘　風の杜
みのおサンプラザ名店会
一般社団法人 箕面市医師会
一般財団法人 箕面市医療保健センター
箕面市建設業協同組合
“Comm Café”(公財)箕面市国際交流協会
一般社団法人 箕面市歯科医師会
（社福）箕面市社会福祉協議会
箕面市身体障害者福祉会
箕面市体育連盟
箕面市ダウン症児親の会「天使の会」
箕面市防火協会
箕面市麺類食堂業生活衛生同業組合
一般社団法人 箕面市薬剤師会
箕面市立第2中学校同窓会
（医）澄鈴会 箕面神経サナトリウム
箕面造園緑化推進組合
箕面土建株式会社
みのおフードコンパニオン商人会一同
みのお本通り商店街振興組合
箕面山　瀧安寺
株式会社 ミノケン
株式会社 三原組
（株）美々卯 箕面店
株式会社 宮野電気
宮本造園土木
株式会社 ミュウ・ヴィーヴル

（福）ゆたか福祉会 小野原学園
理事長 宗形 靖義

税理士法人　村上事務所
村木珠算塾
株式会社ムロガ
有限会社 メイクグリーン中村
株式会社 メディカ出版
株式会社 モリタ
（株）モンキーヒル
株式会社 ユーアール・ジャパン

おたふく手袋株式会社
株式会社 小畑設備工業
おやともLINK（北小校区保護者の会）
株式会社 掛谷工務店
勝尾寺
勝本佐商店
金本 徳 株式會社
加納会館 今宮
（医）ガラシア会　ガラシア病院
有限会社 関西クリーン
キコーナ千里店
岸谷竹材店
北大阪医療生活協同組合 照葉の里 箕面病院
株式会社 北大阪グリーン
北おおさか信用金庫箕面中央支店
北田造園土木
Kino's Kitchen.樹
（医）共立さわらぎ産婦人科

関西みらい銀行 箕面支店・箕面中央支店・
箕面粟生出張所

株式会社 金陵製作所
株式会社 クラスト大阪北支店
グループホーム　メイプル箕面
（医）恵希会 さかもと医院
株式会社 工事センター
合同会社 知己　サポートベース凛・箕面
高野山真言宗 善福寺
株式会社 コカジ
株式会社 コクド
土地家屋調査士法人 古崎事務所
コスモー産業株式会社
こどもの都市 Mini Mi～no 実行委員会
株式会社　金剛石材
桜井商店会事業協同組合
有限会社 桜井不動産
さくら建設株式会社
さつき薬局
株式会社 サンクスタニダ
三世リリーフ株式会社

（社福）三養福祉会 指定介護老人福祉施
設 箕面の郷

サンヨー綜合リース株式会社
（有）下尾林産
（医）修進会 古河クリニック
医療法人　秀悠会
（株）商工組合中央金庫　箕面船場支店
株式会社 白石組
伸栄商事株式会社
杉谷パークマンション管理組合
株式会社 生農研
積和建設関西株)大阪北支店

センコー株式会社 北大阪支店
船場PDセンター

（有）窓建トーヨー住器

（福）ゆたか福祉会 小野原学園
夢一喜　箕面船場店
横田工業株式会社
吉村矯正歯科
（株）ライフコーポレーション 箕面店
株式会社 理喜
株式会社りそな銀行 箕面支店
株式会社リピエーノ
脇阪運輸株式会社
和研薬株式会社
渡辺クリニック
株式会社 渡辺水道工業所
6,000円以上
箕面銀蔵 小野原本店（9,890円）
箕面市空手道協会
メイプル法律事務所
5,000円
（有）池内豆腐店
UNO Dance Studio
AIRFLOW
オートバックス牧落店
海鮮居酒屋　丸美
カナリヤクリーニング
株式会社 笹川薬局
司法書士　多田　宏治
SKYダンスキッズ
Studio K & k☆kids
長谷スポーツ
西小路八幡太神社秋季例大祭
服部鍼灸整骨院
原口建設
公認　阪急桜井市場
箕面SC フォスターチアリーディングクラブ
みのおよさこい踊り子隊“凛”　
（福）ゆたか福祉会 つばさ学園
ライフスポーツKTV石橋
3,000円
アダチファッションサービス
アンニョン
石堂鍼灸整骨院
一汁二菜 うえの 箕面店
沖縄そば あかばなァ
お好み焼き店「せんしゅう」
カラオケ喫茶&スナック 和
唐木幸子バレエスタジオ
川口 純司 税理士事務所
（医）箕伯会 やすむらクリニック
餃子専門店・居酒屋　蓮
KwaatsiWam
ごはんや燁
昌和ガクブチ
西洋厨房ぼなぺてぃ
税理士・司法書士行政書士事務所 南中 平八郎
税理士 　瀬野　文二

滝沢小児科
（株）チェリオコーポレーション高槻営業所
手造りハンバーグの店
とくやま鍼灸接骨院
新田美容室
英設備事務所
丸居商店
ヨシダスタジオ
ラウンジ 秀(SYU)
1,000円
I職員

匿名　5件

現物・広告協賛者一覧（順不同・敬称略）
船場繊維団地振興株式会社
箕面市防火協会
サマーフェスタ箕面公園実行委員会
株式会社 池田泉州銀行 箕面支店
サントリーホールディングス株式会社
サントリーサンバーズ
近畿中央ヤクルト販売（株）箕面センター
アサヒ飲料株式会社近畿圏統括本部

東急不動産SCマネジメント（株）
みのおキューズモール

MEGAドン・キホーテ箕面店
まちの刺繍屋 北大阪ホーマー

ボランティア協力団体（順不同・敬称略）
大阪大学環境サークルGECS
大阪大学夏まつり実行委員会
箕面市バスケットボール協会
弘伸商事株式会社
北おおさか信用金庫
三井住友銀行箕面支店
日曜大工ボランティアグループ　うっでぃいず
バルーンアートクラブみのお

写真撮影協力（順不同・敬称略）
箕楽会写真クラブ(箕面市退職者会）

その他協力（順不同・敬称略）
箕面市立中小学校
学校法人法泉寺学園　粟生幼稚園
阪急タクシー株式会社
池田タクシー株式会社
株式会社 未来都
ガンバ大阪箕面後援会

第37回箕面まつり協賛者一覧（8月26日現在／順不同、敬称略）
※協賛者一覧の目的外利用及び第三者の利用を禁止します。
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700,000円
箕面商工会議所
300,000円
大協耐火株式会社 大阪支店
箕面市観光協会
100,000円
株式会社 ダイテック
株式会社 D＆Dホールディングス
荏原環境プラント株式会社
箕面ライオンズクラブ
弘伸商事株式会社
70,000円
(医)もみじの手 箕面レディースクリニック
50,000円
相和電気工業株式会社
弁護士　瀧 洋二郎
あすか
居酒家まるこん
イナトミ電気設備
OSP企画

大江戸温泉物語　箕面観光ホテル　箕面
温泉スパーガーデン

（社医）寿楽会 介護老人保健施設 箕面グ
リーンビィラ

（株）カウカウフードシステム マダム シン
コ 箕面本店

カジカワ企画
キコーテック株式会社
北大阪急行電鉄株式会社
北谷建設株式会社
近畿セイビ株式会社
串かつ どて焼き 創作料理家　新世界
クモノスコーポレーション株式会社
クラシックバレエ　スワン
KTクリニック
ゴールフリー箕面教室
コスモキング
（医）神明会 印どうメディカルクリニック

医療法人社団和風会 千里リハビリテー
ション病院

綜合メディカル株式会社
大心本舗

（社福）大阪府社会福祉事業団・特別養護
老人ホーム白島荘

トヨタカローラ新大阪株式会社 箕面店
日本トーター株式会社 大阪支社
Nails Box
パナソニックコネクト株式会社
馬肉料理　ばにっくん
ビックスコーポレーション
株式会社 フルカワ建設
北摂スパイス研究所
Honda Cars 箕面 桜井店
本場インド料理　DiP RASNA

ポルシェセンター北大阪
（株）マイスターモータース

増田食品
箕面FMまちそだて株式会社
箕面喫茶飲食生活衛生同業組合
箕面市観光協会 旅館部会
箕面市商店会連合会
箕面市シルバー人材センター  女性会「ひまわり」
箕面市役所部課長会
箕面市労働組合連合会
一般社団法人　箕面青年会議所
箕面ハウジング株式会社
箕面遊技業組合
箕面ロータリークラブ
株式会社 ミルファーム
メナードフェイシャルサロン ル・スリジェ
やすふく内科クリニック
株式会社 ヤマト
株式会社 夢職人
よりみち屋
30,000円
日本郵便（株）箕面市内郵便局
株式会社 アイ・エス・エス
アイ・クラフト株式会社
磯物語
イフポシブル
大阪信用金庫 箕面支店
一般社団法人 大阪タオル産業振興会
株式会社 オペレーションサービス
サン電設備
株式会社 セレモニー五塔
フィガロ技研株式会社
箕面市民謡連盟
箕面物産商組合
柳原経営会計事務所
（有）ラーバン
株式会社 レガロ
20,000円
青山硝子店
岩谷産業株式会社
（株）エー・ワイ不動産
大阪青山大学
大阪北部農業協同組合
かえでケアステーション
医療法人 笠原小児科
家庭料理　かみぞの
（医）啓明会　相原病院
サントリー箕面総合トレーニングセンター
（株）ジェイコムウエスト北摂局
株式会社 中井鉄筋建設
パティスリーモンシェール Factory Shop
美容室めぞん・ど・ぼーて
学校法人 箕面学園
箕面都市開発株式会社

大貴株式会社
株式会社 大金建設
宗教法人 大師寺
帝釋寺
株式会社 ダスキン信栄
ダスキン箕面北店
田中内科医院
谷垣建設株式会社
株式会社 谷不動産
株式会社 津賀建設
辻川眼科
ディーエイチホーム株式会社
TPホールディングス株式会社
株式会社 デリチュース
ドコモショップ箕面店
有限会社 トップス
とどろみ鉱業株式会社
株式会社 豊川商事
鳥井建設株式会社
ながせデンタルクリニック
有限会社 永田荘園
中西園芸
株式会社 ナストーコーポレーション
（株）名田商店　大阪支店
苗代興産株式会社
南海部品株式会社 箕面店
内科外科 にいみ医院
株式会社 西川組
株式会社 西山電気
日鉱商事株式会社
株式会社 新田本店
日鉄鉱業株式会社 長尾山採石所
公益財団法人　日本繊維検査協会
（一財）日本品質保証機構北関西試験センター
ニューアース株式会社
二輪館
ネッツトヨタニューリー北大阪（株）
（株）ハウスビルシステム
株式会社 パブロ・クリエーション
林 株式會社
阪急タクシー（株）池田営業所
株式会社 ピーエーエス
久國紅仙堂
ファンライフ箕面
Ferdinand
フォーリーブス株式会社
福井モータープール
株式会社 フクジュ
富国建設株式会社 箕面営業所
富士株式会社
有限会社 富士工業
（医）ふじもとクリニック
弁護士　大砂　裕幸
宗教法人 法泉寺

株式会社 未来都
15,000円以上
医療法人 小池医院（18,000円）
傘木はりきゅう整骨院（16,000円）
小杉善株式会社
株式会社 T－ART
社会福祉法人 ひじり福祉会
箕面瓦斯住宅設備株式会社
箕面交通安全協会・箕面自家用自動車協会
10,000円以上
(株)増田設備（13,500円）
ふるかわ医院（10,900円）
株式会社 アイ・シビル
粟生ショッピングセンター
粟生幼稚園
秋山鍼灸スポーツ整骨院
株式会社 浅井
旭体育施設株式会社
株式会社 アズ
東眼科
株式会社 足立板金ビルド
特定非営利活動法人　あっとすくーる
医療法人 荒木医院
（株）いかりスーパーマーケット箕面店
池尻医院
株式会社 石川工業
石元商事株式会社
磯 よ し　
株式会社 稲治造園工務所
稲野運輸株式会社
株式会社 イナノ物流
有限会社 稲吉
株式会社 井野屋　箕面物流センター
社会福祉法人 息吹
株式会社 今木組
今中建設株式会社
有限会社 今宮建材
株式会社 インテリア館リノプラス
（医）花栄会　ヴィソラデンタルクリニック
（株）エイシー企画
曹洞宗　栄松寺
エースイ設備株式会社
株式会社 江川組
株式会社 NGROWING
大石クリニック
大阪ガス風呂ショップ 神崎（株）
株式会社 大阪タイユー
大阪タオル卸商業組合
大阪トヨペット（株）モビリティプラザ箕面店
有限会社 大谷インフィニティ
医療法人 禄士会　大谷歯科
おおひなた耳鼻咽喉科クリニック
オールドギア箕面店
おざわクリニック

ホークアイ
北摂オート株式会社
株式会社 ボブ
有限会社 マエダ化研
マスダエーセイ（株）箕面営業所
マツイコーポレーション株式会社
株式会社 眞野鈑金
株式会社 萬栄
マンションオオスミ
（医）水野眼科
ミタ産業株式会社
（有）道草珈琲店
みつや木材株式会社
ミドリヤ薬品株式会社
箕面岩井木材株式会社
株式会社 箕面ガスセンター
箕面公社有限会社
みのお山荘　風の杜
みのおサンプラザ名店会
一般社団法人 箕面市医師会
一般財団法人 箕面市医療保健センター
箕面市建設業協同組合
“Comm Café”(公財)箕面市国際交流協会
一般社団法人 箕面市歯科医師会
（社福）箕面市社会福祉協議会
箕面市身体障害者福祉会
箕面市体育連盟
箕面市ダウン症児親の会「天使の会」
箕面市防火協会
箕面市麺類食堂業生活衛生同業組合
一般社団法人 箕面市薬剤師会
箕面市立第2中学校同窓会
（医）澄鈴会 箕面神経サナトリウム
箕面造園緑化推進組合
箕面土建株式会社
みのおフードコンパニオン商人会一同
みのお本通り商店街振興組合
箕面山　瀧安寺
株式会社 ミノケン
株式会社 三原組
（株）美々卯 箕面店
株式会社 宮野電気
宮本造園土木
株式会社 ミュウ・ヴィーヴル

（福）ゆたか福祉会 小野原学園
理事長 宗形 靖義

税理士法人　村上事務所
村木珠算塾
株式会社ムロガ
有限会社 メイクグリーン中村
株式会社 メディカ出版
株式会社 モリタ
（株）モンキーヒル
株式会社 ユーアール・ジャパン

おたふく手袋株式会社
株式会社 小畑設備工業
おやともLINK（北小校区保護者の会）
株式会社 掛谷工務店
勝尾寺
勝本佐商店
金本 徳 株式會社
加納会館 今宮
（医）ガラシア会　ガラシア病院
有限会社 関西クリーン
キコーナ千里店
岸谷竹材店
北大阪医療生活協同組合 照葉の里 箕面病院
株式会社 北大阪グリーン
北おおさか信用金庫箕面中央支店
北田造園土木
Kino's Kitchen.樹
（医）共立さわらぎ産婦人科

関西みらい銀行 箕面支店・箕面中央支店・
箕面粟生出張所

株式会社 金陵製作所
株式会社 クラスト大阪北支店
グループホーム　メイプル箕面
（医）恵希会 さかもと医院
株式会社 工事センター
合同会社 知己　サポートベース凛・箕面
高野山真言宗 善福寺
株式会社 コカジ
株式会社 コクド
土地家屋調査士法人 古崎事務所
コスモー産業株式会社
こどもの都市 Mini Mi～no 実行委員会
株式会社　金剛石材
桜井商店会事業協同組合
有限会社 桜井不動産
さくら建設株式会社
さつき薬局
株式会社 サンクスタニダ
三世リリーフ株式会社

（社福）三養福祉会 指定介護老人福祉施
設 箕面の郷

サンヨー綜合リース株式会社
（有）下尾林産
（医）修進会 古河クリニック
医療法人　秀悠会
（株）商工組合中央金庫　箕面船場支店
株式会社 白石組
伸栄商事株式会社
杉谷パークマンション管理組合
株式会社 生農研
積和建設関西株)大阪北支店

センコー株式会社 北大阪支店
船場PDセンター

（有）窓建トーヨー住器

（福）ゆたか福祉会 小野原学園
夢一喜　箕面船場店
横田工業株式会社
吉村矯正歯科
（株）ライフコーポレーション 箕面店
株式会社 理喜
株式会社りそな銀行 箕面支店
株式会社リピエーノ
脇阪運輸株式会社
和研薬株式会社
渡辺クリニック
株式会社 渡辺水道工業所
6,000円以上
箕面銀蔵 小野原本店（9,890円）
箕面市空手道協会
メイプル法律事務所
5,000円
（有）池内豆腐店
UNO Dance Studio
AIRFLOW
オートバックス牧落店
海鮮居酒屋　丸美
カナリヤクリーニング
株式会社 笹川薬局
司法書士　多田　宏治
SKYダンスキッズ
Studio K & k☆kids
長谷スポーツ
西小路八幡太神社秋季例大祭
服部鍼灸整骨院
原口建設
公認　阪急桜井市場
箕面SC フォスターチアリーディングクラブ
みのおよさこい踊り子隊“凛”　
（福）ゆたか福祉会 つばさ学園
ライフスポーツKTV石橋
3,000円
アダチファッションサービス
アンニョン
石堂鍼灸整骨院
一汁二菜 うえの 箕面店
沖縄そば あかばなァ
お好み焼き店「せんしゅう」
カラオケ喫茶&スナック 和
唐木幸子バレエスタジオ
川口 純司 税理士事務所
（医）箕伯会 やすむらクリニック
餃子専門店・居酒屋　蓮
KwaatsiWam
ごはんや燁
昌和ガクブチ
西洋厨房ぼなぺてぃ
税理士・司法書士行政書士事務所 南中 平八郎
税理士 　瀬野　文二

滝沢小児科
（株）チェリオコーポレーション高槻営業所
手造りハンバーグの店
とくやま鍼灸接骨院
新田美容室
英設備事務所
丸居商店
ヨシダスタジオ
ラウンジ 秀(SYU)
1,000円
I職員

匿名　5件

現物・広告協賛者一覧（順不同・敬称略）
船場繊維団地振興株式会社
箕面市防火協会
サマーフェスタ箕面公園実行委員会
株式会社 池田泉州銀行 箕面支店
サントリーホールディングス株式会社
サントリーサンバーズ
近畿中央ヤクルト販売（株）箕面センター
アサヒ飲料株式会社近畿圏統括本部

東急不動産SCマネジメント（株）
みのおキューズモール

MEGAドン・キホーテ箕面店
まちの刺繍屋 北大阪ホーマー

ボランティア協力団体（順不同・敬称略）
大阪大学環境サークルGECS
大阪大学夏まつり実行委員会
箕面市バスケットボール協会
弘伸商事株式会社
北おおさか信用金庫
三井住友銀行箕面支店
日曜大工ボランティアグループ　うっでぃいず
バルーンアートクラブみのお

写真撮影協力（順不同・敬称略）
箕楽会写真クラブ(箕面市退職者会）

その他協力（順不同・敬称略）
箕面市立中小学校
学校法人法泉寺学園　粟生幼稚園
阪急タクシー株式会社
池田タクシー株式会社
株式会社 未来都
ガンバ大阪箕面後援会

第37回箕面まつり開催に際しまして、心温まる各種のご協賛を賜り誠にありがとうございました。
心より厚くお礼申し上げます。
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タクシーのりば変更
10月2日日14時～17時

箕面２丁目信号南側
臨時タクシーのりば

10月2日日
パレード開催中(14時～17時)
路線バスを除き西行き一方通行

パレード
ゴール地点
阪急箕面駅前
ロータリー

通行止め

10月2日㊐ 14時～17時日
時

場
所
府道豊中亀岡線

パレード開催時間中

箕面駅前ロータリー箕面市役所前

ときめき
広場会場

芦原公園・メイプルホール・
中央生涯学習センター
阪急箕面駅より南下、
徒歩約１２分（８００ｍ）

場
所

日
時
10月1日㊏ 18時～20時
10月2日㊐ 18時～20時

市道芦原公園線
（メイプルホール前）

箕面消防署北東角箕面警察署前南東角

通行止め

パレード
スタート地点

パレード・セレモニー会場
阪急牧落駅より
北東方向へ、徒歩約
10分（７００ｍ）

府
道
豊
中
亀
岡
線

芦原公園

メイプルホール

中央生涯
学習センター

駅前第2
駐車場

駅前第１
駐車場

サンクスみのお

サンプラザ
1号館

サンプラザ
2号館

府道箕面池田線

み
の
お
本
通
り
商
店
街

阪
急
箕
面
線

市道中
央線

臨時オレンジゆずるバス停留所

商工会議所

郵便局 箕面
警察署

至池田

箕
面
駅

中小学校

入口

滝ヶ花公園

消防署

市役所C駐車場

箕面
市役所箕面市立市民会館

●中小学校グラウンド
 （約１００台）

10月1日㊏ 12:00～20:30
10月2日㊐ 12:00～20:30

中小学校臨時駐車場有料

利用可能日時

■利用負担金として、１回
５００円が必要です。
■満車時の駐車場入り口
及び周辺道路での待
機はできません。

■利用時間後は閉門しま
す。ご注意ください。

利用可能日時
10月1日㊏ 10:00～20:30
10月2日㊐ 10:00～20:30

●箕面消防本部 北側 ●滝ヶ花公園
●箕面市役所北側Ｃ駐車場
●中小学校　等

無料臨時駐輪場
■臨時駐輪場はすべて無
料です。事故防止のた
め、必ず指定の場所に
駐輪してください。

■利用時間後の自転車・
バイクは撤去いたしま
す。ご注意ください。

※中小学校のみ、両日とも12：00から

交通規制への
ご協力をお願いします

第37回箕面まつり開催のため、交通規制
を実施します。ご迷惑をおかけしますが、マ
イカーの自粛や迂回をお願いいたします。

通行止め区間

通り抜けできません
許可タクシーのみ通行可

臨時駐車場 臨時駐輪場

西側一方通行(路線バスを除く）
凡 

例

箕面まつり会場案内図 交通規制のお知らせ
箕面まつり会場周辺は大変混雑が予想されます。また、駐車場及び駐輪場には限りがあり、周辺道路は駐
車・駐輪禁止です。会場へは公共交通機関・徒歩でお越しください。ご協力をお願いいたします。
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