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●町内参加イベントなど
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観・まちだより
▲たいし聖徳市＆ご当地キャラ大集合
平成 26 年 5 月 18 日（日）太子・和みの広場にて、太子町内外の方々へ地域情報の発信や太子町の活
性化をめざし、今年で 4 回目を迎えた
「たいし聖徳市＆ご当地キャラ大集合」
が行われました。
イベン
トではたいし聖徳市実行委員会とたいしくんが中心となり、南河内やたいしくんが仲良くしているく
まモン・いしきりん・くしたんといったご当地キャラを招き、
各市町村の PR やゲーム・キャラとの写
真撮影などを行い、来場者と楽しいひとときを過ごしました。
当日は良いお天気で約 1,500 名の来場
者があり大盛況で終える事ができました。

▲竹内街道みかんクラブ

▲太子聖燈会

▲妹子塚桜まつり

▲竹内街道灯路祭り

© 大阪府太子町

太子町観光・まちづくり協会
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が、まだまだ協会の役割を少ししかはたしておらない
のが現状です。わがまち太子町の豊かな自然、数多くあ
る貴重な歴史・文化、住民主体の活動などの情報を発
信し、より多くの人に知ってもらい、来ていただけるよ
うに活動してまいります。また今年 7 月から地域活性
化プロジェクトとして、藤井寺市・羽曳野市・太子町
を舞台に三原光尋監督による映画制作が始まります。
この映画を通して地域資源・文化の魅力をさらに発信
していけることを期待しております。
当協会として、これからも太子町の魅力を高め観光事
業の振興を図り、地域活性化に取り組んでいけるよう
に努めてまいりますので、今後とも会員の皆様には、ご
支援とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願いを申
し上げます。結びに皆様のご健康とご発展を祈念いた
しまして、ご挨拶とさせて頂きます。

太子町観光・まちづくり協会

会長

（発行元）

小路 義弘

青葉若葉が目にしみる、すがすがしい
季節となりました。太子町観光・まちづ
くり協会の会員の皆様におかれましては、益々ご健勝
のこととお慶び申し上げます。平素は当協会活動に対
してご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、当協会が平成 25 年 4 月にスタートし、駆け足
で 1 年が過ぎました。ホームページの開設、ネット販
売、イベント事務局（聖燈会・灯路祭り・たいし聖徳市
など）、たいしくん活動などを通し太子町の魅力ある情
報を町内外に発信してまいりました。太子町そして当
協会のことも知ってもらえるようになってきました

太子町観光・まちづくり協会では、町内外のイベントに太子町の公式マスコットキャラクターである、
「たいしくん」
と一緒に参加し、太子町特産品の販売や、太子町で行われるイベントの PR などをしています。昨年度参加したイベ
▲からかわ・ほたる観賞会の夕べ

▲いきいきサロン

▲富田林商工会太子町支部夏祭り ▲道の駅「近つ飛鳥の里・太子」

ントの一部をご紹介します。4 ページにも掲載しています。ご覧ください！

●たいしくんの主な TV 出演 !!

▲関西テレビ
「きゃらパラ！」

▲NHK E テレ
「大！天才てれびくん」

▲テレビ朝日
「くりぃむクイズ ミラクル９」

▲eo 光 TV
「原田伸郎のこの街ええなぁ」

太子町観光・まちづくり協会では会員を募集しています
【会員種別と年会費】
正会員 A：町内で観光関連事業を行うもの
20,000 円／年
正会員 B：町内でまちおこし活動を行うもの
10,000 円／年
賛助会員（個人）：本会の趣旨に賛同する個人
3,000 円／口・年
賛助会員（団体）：本会の趣旨に賛同する団体 10,000 円／口・年
【申込方法】
申込書は太子町観光・まちづくり協会窓口で配布の他、
太子町ホームページからダウンロードできます。
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▲日本テレビ
「PON！」

編集後記
“観・まちだより”第 1 号をお届けします。
昨年 8 月より事務所がありました
「自然休
養村管理センター」
が改装され、
10 月名称
を改め
「まちづくり観光交流センター」
とな
りました。
それに伴い太子町観光・まちづ
くり協会の事務所も改装されました。
お近
くにお越しの際はぜひお立ち寄りくださ
い。
今後ともよろしくお願いいたします。

▲平成 25 年 12 月 22 日（日）シティプラザ大阪にて「大阪府内ご当
地キャラ大集合！」に参加しました。バイキングでは太子町の特産
品である、太子みそ・みかん・太子みかんソースを使用したメニュー
も登場しました。

▲平成 25 年 8 月 3 日（土）第 49 回郡山
うねめまつり「ゆるキャラ復興会議
2013」福島県の復興イベントに大阪の
キャラとして参加しました。

◀新世界で開催された「串かつグランプリ 2013」に
参加しました。太子町の特産品である、
太子みそを
使った「太子みそロー
ル串」がエントリーさ
れ 959 本売り上げ、愛
媛県今治市とならび、
14 の中から第 4 位とな
りました！たいしくん
も何度もイベントに参
加して太子町の「太子
みそロール串」を応援
しました。
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▲平成 26 年 2 月 8 日（土）・9 日（日）
「くまモンファン感謝デー・第 4 回く
まもと逸品縁日」に参加しました。

◀平成 26 年 2 月 22 日（土）・23 日（日）奈良県斑鳩
町「斑鳩市（いかるがいち）
」
に参加しました。斑鳩町
とは兵庫県太子町ととも
に、聖徳太子ゆかりの地と
いうことで交流をもって
います。太子町の特産品
と、イベントの PR をして
きました。
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平成 26 年度会員
種類

太子町長

観・まちだより

たいしくんグッズのご案内

平成 26 年 5 月 28 日現在

団体名

会員数

正会員(A) 太子温泉

浅野 克己

１年を振り返り

協会に望むこと

私の念願でもありました協会が設立さ
れてから１年余り。これまでの間、観光のＰＲや地域の
まちづくり活動を通してまちの活性化推進にご尽力頂
きましたこと、会長はじめ会員の皆さまに大変感謝申
し上げます。
今後も引き続き一人でも多くの人に「太子のよさ」を
知ってもらうには創意工夫を重ねた活動が重要です。
これからは季節も良くなり、休日を利用した来訪者も
増えてきます。観光の案内体制を充実させることもそ

の一つで、町としても運営面でのバックアップなど協
力体制を図って参ります。
「緑と歴史」満載な太子の一
日を満喫し、まちを訪れる多くの人々が楽しんでいた
だけるよう「もてなしの心」を念頭に置いた取組みを願
うものです。
又、本協会は観光事業だけではなく地域のまちおこ
し活動をサポートするという重責を担って頂いていま
す。各種団体の「核」となる組織としていろいろとご苦
労もあるかとは思いますが引き続きよろしくお願いし
ます。
最後に、協会活動の充実と会員皆さまの益々のご活
躍をご期待申し上げます。

正会員(A) 上の太子観光みかん園

たいしくんグッズは太子町観光・まちづくり協会、物販を

正会員(A) 山田自然観光組合

伴うイベントなどで販売しております。缶バッジ・マグ

第 7 回太子聖燈会

平成 25 年 10 月 19 日（土）
第 5 回竹内街道灯路祭りが開催
されました。街道（約 2.3 ㎞を灯
ろうで浮かび上がらせる他、古民
家でのコンサート、軒下ギャラ
リーなど楽しいイベントが行わ
れました。当日は雨天に見舞われ
ましたが、竹内街道敷設 1400
年に伴う時代行列も行われ、約
5,200 名の来場者がありました。

平成 26 年 4 月 19 日（土）・
20 日（日）第 7 回太子聖燈会が
開催されました。今年は聖徳太子
が黒駒に乗っている姿で干支で
ある「午」を表現し、和みの広場で
は黒駒伝承にちなみ、
「天馬行空」
の文字を表現しました。両日合わ
せて約 8,000 名の来場者でに
ぎわいました。

作希望の方は、お問い合わせください。

正会員(A) ㈲好月堂
正会員(A) 太子カントリー倶楽部(SAKURA)
正会員(B) 妹子塚桜を守る会
正会員(B) 太子街人の会
正会員(B) 太子聖燈会の会
正会員(B) 竹内街道にぎわいづくり協議会
正会員(B) 竹内街道歴史資料館友の会
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正会員(B) たいし聖徳市実行委員会
正会員(B) 富田林商工会太子町支部
正会員(B) よいまちネット太子
正会員(B) 八社連合
賛助会員(個人)

本会の趣旨に賛同する個人

会

員

▲たいしくん
ラバーストラップ
480 円

43
15

賛助会員(役員)

数

75
（敬称略・順不同）

正会員(A)
本町内において観光関連事業を行うもの【議決権保有】

▲たいしくん人形 680 円

正会員(B)

観光・まちづくり協会取扱い商品

役員紹介
会長

小路義弘

副会長

角田誠一

副会長

松井元治

公式マスコットキャラクター「たいしくん」のスケジュールなどを掲載していま

会計

和田俊市

す。協会では各ページの写真撮影、情報収集などを行い、太子町ボランティアガ

理事

川端健高

イド「太子街人の会」による観光おすすめコースをもとに、観光おすすめコース

理事

山村一彦

理事

吉村巌

理事

松永勝司

理事

松井典雄

平成２５年 10 月太子町観光・まちづくり協会 WEB サイト（ホームページ）、
「いってみよってみ太子町」が開設されました。太子町内の観光スポット、お店情
報（会員のみ）、町内外で行われる太子町関連イベント、特産品ショップ、太子町

マップも作成しました。随時イベントや地域情報などを発信しています。ぜひご
利用ください！

http://taishi-kankou.jp

順行

理事

田中幸男

理事

岩田順子

必要に応じ、写真の提供や撮影、取材などさせていただく場合がございます。ご

監事

石谷俊雄

協力くださいますようよろしくお願いいたします。

監事

松井史郎

【ホームページへの掲載について】
太子町で行われるイベントや、太子町の観光に関わるイベントなど、掲載記事を
募集しています！掲載を希望される方は、事務局までご連絡ください。その場合

商 品 名
たいしくん人形
たいしくんフィギュア付きストラップ
たいしくんラバーストラップ
Tシャツ
エコバック
ランチバック
缶バッジ(小)
缶バッジ(大)
マグネット(小)
マグネット(大)
マグカップ
聖徳太子御遠忌1400年記念「干支絵皿」
はっ太子あめ
太子みそ（赤）
太子みそ（白）
ゆずみそ
太子みかんソース
米こうじ
塩こうじ
上の太子観光みかん園 国産みかん蜂蜜

理事
理事
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◀たいしくん
フィギュア付きストラップ
500 円

正会員(A) ㈱ヴィラージュ

本町内において住民主体のまちおこし活動を行うもの【議決権保有】

太子町観光・まちづくり協会 WEB サイトオープン！

ホームページのアドレス

ネットはデザインから製作まで協会で行っております。製
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正会員(A) 近つ飛鳥の里・太子運営協議会

正会員(B) 唐川ホタルを守る会

第 5 回竹内街道灯路祭り

2014 年 5 月 28 日発行

（敬称略・順不同）

平成 26 年 5 月現在

販売価格
680
500
480
1,000
500
500
150
300
150
300
700
1,800
200
500
450
180
480
500
350
800

時期により、みかんやぶどうなども販売しております。
また、太子最中や太子ワインなど、太子町 PR イベント会
© 大阪府太子町
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場で販売する商品もございます。

