


午後６時５０分～７時２０分  会場：特設ステージ
・竹内街道・横大路（大道）PR大使の、あまゆーずゆーみんに

よるミニコンサート。 ※順延の場合中止

午後２時３０分～４時　会場：街道
・春日妙見寺前から大道旧山本家住宅（1.5㎞）までの道

のりを竹内街道ゆかりの古人に扮装し練り歩きます。

午後５時点灯～９時　会場：街道沿道
・太子町春日西交差点から道の駅「近つ飛鳥の里・太子」までの約2.3kmの

区間で約3,000個の灯ろうを並べ街道を照らします。また、地蔵堂や寺院な
どもライトアップします。

　「竹内街道」沿いに立ち並ぶ伊勢灯篭や地蔵堂。往来文化がもたらしたにぎわいと風情あるたたずまいを継承すべく
『再発見と地域の魅力づくり』をテーマに、第 11回 竹内街道“灯路祭り”を行います。街道を灯ろうで浮かび上がらせる
ほか、時代行列や古民家での音楽演奏・軒下ギャラリーなど、楽しみなイベントが盛りだくさんの地域住民手づくりの
イベントです。秋の夕暮れ、日本最古と伝えられている竹内街道と、そこに映る幻想的な雰囲気をお楽しみください！

※順延の場合中止

※用紙は各スタンプラリーポイントにて配布
午後５時３０分～６時　会場：正泉寺
・若い世代やお子さまにもわかりやすい音楽と念仏がいっ

しょになった「音楽念仏」をお楽しみください。

午後５時～８時３０分　会場：大道旧山本家住宅（入館無料）

・古民家縁側にてアコースティックライブ。

午後２時３０分～９時　会場：JA大阪南太子支店周辺 ほか
・毎月第３日曜日「太子・和みの広場」で開催の『たいし聖徳市』

も参加。飲食品や、当てものなど。

・竹内街道歴史資料館夜間開館 午後９時まで。入館無料。
・オカリナ演奏（午後４時３０分～５時）
・喫茶・休憩コーナー（資料館駐車場。喫茶有料。）

午後５時～・７時～　会場：光福寺
・アコースティックギター演奏。

午後６時～９時の間で随時　会場：正泉寺
・JPOPや懐かしの歌とピアノ演奏。

午後７時３０分～８時　会場：松井邸前
・アコースティックギター演奏。

午後２時３０分～８時３０分（景品の交換は午後９時まで）
●スタンプラリーポイント：妙見寺、春日神社、光福寺、善久寺、木下邸、

正泉寺、竹内街道歴史資料館、道の駅「近つ飛鳥の里・太子」
・スタンプラリー完歩者先着６００名様に景品を進呈します。景品は、妙見寺

下案内所、道の駅「近つ飛鳥の里・太子」にてお渡しします。※なくなり次第終了。

・ 点灯式（午後４時３０分～）
・ 八社太鼓（午後５時５分～）
・ マジックショー（午後５時３０分～）
・ 津軽三味線 やまびこ（午後６時５分～）
・ あまゆーず ゆーみん ミニコンサート（午後６時５０分～）
・ 音楽演奏（午後７時２５分～ ・ ８時～）

午後４時～４時４０分　会場：妙見寺
午後５時～５時４０分
・秋の一日、静かなお寺の中で“無”の世界を体験してみま

せんか。お子さまの参加も大歓迎。・各組１６名

午後２時３０分～９時　会場：木下邸
・大阪芸術大学 書道部サークル の作品を展示。

午後２時３０分～９時　会場：善久寺
・雑貨やみたらし団子などの販売ほか、クイックエステ、ネイ

ル、ワークショップやこども体験教室を開催します。こども
から大人まで楽しさ満載！

《交通》
近鉄南大阪線「上ノ太子」駅下車、または近鉄長野線「喜志」駅下車
金剛バス太子線「六枚橋」下車、または「赤坂町」下車すぐ
ご来場は公共交通機関をご利用ください。
※午後2時から午後9時30分まで
「上ノ太子駅」~「日の丸出荷組合」~「JA営農センター」~「道の駅」間で
無料シャトルバス（協力：上宮太子中学校・高等学校）を運行します。

2019 年秋 第 11 回 竹内街道灯路祭り

午後２時３０分～９時　会場：街道沿道
・街道沿道の古民家軒下を利用した作品の展示や即売な

どお子さまも参加できる催しがいっぱい。

午前１０時～午後９時　夜間開館。入館無料。
・パネル展示「大和棟古民家の修復工事」。平成15年に

実施した、大道旧山本家住宅の修復工事の写真展。

会場：JA大阪南太子支店駐車場（営農センター側）

午後２時３０分～９時　会場：鎌田邸
・樹齢250年を超える楠をライトアップ。

午後６時～７時　会場：光福寺
・演奏の合間に雅楽や楽器のわかりやすい説明もあります。

※イベントの時間・内容は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。

午後７時～７時４５分　会場：春日神社
（午後６時４５分開場）
・大阪芸術大学落語研究寄席の会の落語をお楽しみください。

スタンプラリーポイント

スタンプラリーポイント

午後２時３０分～９時　会場：街道沿道
・大阪芸術大学 工芸作品展示。

スタンプラリーポイント

スタンプラリーポイント

スタンプラリーポイント

午前８時～午後９時　季節特産品の販売。
スタンプラリーポイント

スタンプラリーポイント

スタンプラリーポイント
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※時間・内容は変更に
　なる場合がございます。



竹内街道灯路祭り 無料シャトルバスのご案内
(シャトルバスは国道166号線を通ります　協力：上宮太子中学校・高等学校）

灯路祭り会場
（約2.3㎞）

無料シャトルバスが通る道
（166号線）
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※次は道の駅に向かいます

JA営農センター
※次は上ノ太子駅へ向かいます

金剛バスのバス停です
無料シャトルバスは
停車しません。

（通常運行されています）

「上ノ太子駅」から国道166号線を通って

まず「日の丸出荷組合」に停まり、「道の駅」へ向かいます。

「道の駅」からは再び国道166号線を通って

「JA営農センター」に停まり、「上ノ太子駅」へと戻ります。

春日神社

光福寺

正泉寺

善久寺

金剛バスのバス停です
無料シャトルバスは
停車しません。

（通常運行されています）

無料シャトルバス時刻表
上ノ太子駅 道の駅日の丸出荷組合 JA営農センター

14:00 14:05 14:30 14:351便
14:45 14:50 15:15 15:202便
15:30 15:35 16:00 16:053便
16:15 16:20 16:50 16:554便
17:05 17:10 17:35 17:405便
17:50 17:55 18:20 18:256便
18:35 18:40 19:05 19:107便
19:20 19:25 19:50 19:558便
20:05 20:10 20:35 20:409便
20:50 20:55 21:30 21:3510便
21:45着
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灯路祭り本部
・特設ステージ
・点灯式会場

無料シャトルバス乗り場は
近鉄上ノ太子駅 南出口側

（あべの橋方面を向いて左の出口）です。

灯路祭り会場の
ちょうど真ん中になります。
特設ステージ、本部、善久寺

道の駅、歴史資料館、
時代行列ゴール地点、
旧山本家住宅、正泉寺

時代行列スタート地点
妙見寺、春日神社、
光福寺、鎌田邸

上ノ太子駅 日の丸出荷組合

道の駅JA営農センター 15分
待ち時間

※乗降時間をふくむ


