
試写会受付にて▶

観・まちだより
大阪府太子町

2015 年 6 月 3日発行

（発行元）
太子町観光・まちづくり協会　
〒583-0992
大阪府南河内郡太子町大字山田 88 番地
Tel  0721-21-1600　Fax  0721-21-5798
HP  http://www.taishi-kankou.jp
E-mail  taishi-kanmachi@leto.eonet.ne.jp

大阪府太子町　観・まちだより 2015 年 6月 3日発行大阪府太子町　観・まちだより

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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編集後記

平成 26 年 10 月 18 日（土）
第６回竹内街道灯路祭りが開催されまし
た。今回は JA 営農センターに特設ステー
ジを設け、ミュージシャンによる演奏が行
われました。約 7,500 人の来場があり、
無料シャトルバスが満員になるなど、町
外からも大勢の来場がありました。

平成 27 年 4 月 18 日（土）・19 日（日）
第８回太子聖燈会が開催されました。今
回は両日とも晴天にめぐまれ、２日間で約
8,500 人の来場がありました。カメラを
持った人も多く、三脚を立てて写されて
いました。また、協力開催のたいし聖徳市
も大勢の人で行列ができていました。

▲たいしくん・まなりくん（藤
井寺市）・つぶたん（羽曳野市）

▲たいし聖徳市特産品開発チームによ
る「たいし“猪”カレー」にならぶ出演者
とエキストラで参加した太子町や羽曳
野市、藤井寺市のみなさん。
”猪”カレーは三原監督の希望で、開発
チームがお肉を柔らかくするなど工夫
をしてできあがったそうです。お好み
で太子みかんソースをかけることがで
き、特産品のPRにもなりました。

　太子町、羽曳野市、藤井寺市を舞台とした青春映画「あしたに

なれば。」に、たいしくんが出演しました。太子町での撮影は太

子・和みの広場、竹内街道にて 7 月に行われ、たいし聖徳市特

産品開発チームが、撮影スタッフ・出演者に「たいし“猪”カ

レー」をふるまうなど映画撮影に協力しました。また、太子町観

光・まちづくり協会では撮影協力のほか、前売り券の発売、町

内外イベントにて映画の PR を行いました。
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“観・まちだより” 第2号をお届けします。
さて、太子町観光・まちづくり協会発行の
太子町観光MAPが1月より新しくなりまし
た。今回は裏面に陵墓の説明やお店の紹介
などを掲載しました。観光MAPの配布にご
協力いただき、ありがとうございます。より
よい観光MAPとなりますように今後も改良
を加えていきます。よろしくお願いいたし
ます。

太子町観光・まちづくり協会
　　　　　会長　小路 義弘

　会員および関係者の皆さまには、益々ご健勝のことと

お喜び申し上げます。平素は当協会にご支援ご協力を賜

り誠にありがとうございます。

　昨年度は、太子聖燈会からはじまり、妹子さくら祭り、

たいし聖徳市、ホタル観賞会、山田だんじり祭、竹内街道

灯路祭りなど四季を通じて様々なイベントがおこなわ

れ、そして太子町もロケ地となった映画「あしたになれ

ば。」の全国各地での上映などもあり、それらを通して太

子町の魅力を町内外の多くの方々に知ってもらえたの

ではと思っております。

　３年目となった当協会としては、更に豊かな自然と歴

史の宝庫・魅力ある太子町の環境を守りながら、それら

を活かした取り組みなどを行い情報発信していくよう

努めてまいりますので、今後ともご指導、ご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。最後になりましたが、皆

さまの今後一層のご健勝とご活躍を心からお祈り申し

上げましてご挨拶とさせて頂きます。

太子町・羽曳野市・藤井寺市シネマプロジェクト

映画 「あしたになれば。」

●たいしくんの活動の一部をご紹介します！

▲妹子さくら祭り

▲妹子さくら祭り

▲太子聖燈会

▲くまモンファン感謝祭

▲たいし聖徳市＆ご当地キャラ大集合

▲山田だんじり祭り

▲道の駅 感謝祭
　「近つ飛鳥の里・太子」 

▲竹内街道みかんクラブ

▲からかわ・ほたる観賞会の夕べ

▲竹内街道灯路祭り

▲ロックバンドおかん
　　　LIVE in 太子町2

▲和菓子甲子園

▲FM ひらかた 駅なかスタジオ779 ▲おはよう朝日

「妹子さくら祭り」ではよも

ぎのおもちつきをしたり、

「竹内街道みかんクラブ」

ではみかんのお花で育っ

たミツバチのはちみつ採

取体験をしたんだよ！

とってもたのしかった！

▲

竹内街道みかんクラブ

妹子さくら祭り

第8回太子聖燈会第6回竹内街道灯路祭り

●

「妹子さくら祭り」ではよも

ぎのおもちつきをしたり、

「竹内街道みかんクラブ」

ではみかんのお花で育っ

たミツバチのはちみつ採

取体験をしたんだよ！

とってもたのしかった！

監督：三原光尋
主な出演者：小関裕太・黒島結菜・葉山奨之・赤井英和・赤間麻里子
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平成 27年度会員　　　  平成 27 年 5 月 30 日現在 役員紹介

　たいしくんの活動や、太子町でのイベントなどの情
報をいち早く町内外へ発信する手段のひとつとして、
インターネットのFacebook ページ（SNS）を利用し
ています。
　Facebook ページは Facebook に登録されていな
い方でもご覧いただけます。（ただし、「いいね」やコメント

を投稿する際にはFacebook への登録が必要となります）

たいしくんグッズと
　　　　　　販売商品のご案内
たいしくんグッズと
　　　　　　販売商品のご案内

たいしくんグッズは太子町観光・まちづくり協会、物販を伴うイ

ベント、竹内街道交流館（期間中）、会員店舗などで販売しています。

たいしくんマフラータオル 800 円 （税込）

日本製（今治タオル）・綿 100％
サイズ たて約 115 ㎝ × よこ約 21 ㎝

観光・まちづくり協会取扱い商品 平成 27 年 5 月現在

（敬称略・順不同）

（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】

正会員（B）

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】

会長 小路義弘

副会長 角田誠一

副会長 松井元治

会計 和田俊市

理事 川端健高

理事 山村一彦

理事 吉村巌

理事 加藤孝次

理事 松井典雄

理事

理事 　　順行

理事 田中幸男

理事 岩田順子

監事 石谷俊雄

監事 松井史郎

種類 団体名 会員数

正会員(A) 太子温泉

正会員(A) 上の太子観光みかん園

正会員(A) 山田自然観光組合

正会員(A) 近つ飛鳥の里・太子運営協議会

正会員(A) ㈲好月堂

正会員(A) ㈱ヴィラージュ

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

正会員(B) 唐川ホタルを守る会

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 44

賛助会員(役員) 15

会　員　数 76

10

7

たいしくんクリアファイル150 円 （税込）

A4 サイズ　PP 袋入り

　 太子町観光・まちづくり協会の設立から 3

年目を迎えました。設立当初は、何事においても手探り

の状態でしたが、まちの観光ＰＲや、地域のまちづくり

活動の重責を担う組織として、関係者の皆様におかれま

しては多大なご尽力を賜っていることに、厚くお礼を申

し上げます。

　また、先例のない取組みにも関わらず、会長をはじめ、

会員の皆様のご協力のもとで、スムーズに事業が進捗し

ていることに、心より感謝申し上げる次第です。

　さて、今春、竹内街道沿いの｢大道旧山本家住宅｣の横

に、｢竹内街道交流館｣がオープンしました。この施設は、

竹内街道を来訪される皆様の休憩スペースとして、ま

た、物販のできる展示・ギャラリー施設として、いろいろ

な可能性を持っています。今後は、このような施設の利

活用を通じて、地域の活性化につなげてまいりたいと考

えております。

　むすびに、協会活動の充実と役員をはじめ会員の皆様

の、今後益々のご活躍を祈念申し上げます。

太子町長
　浅野 克己
協会設立 3年目を迎えて

太子町長
　浅野 克己
協会設立 3年目を迎えて

生地はふわふわ

裏面は透明で、左上からたいしくんが
ちょこっとのぞいているデザインです。

4つにたたんでも
たいしくんの顔が
でてくるデザインです！

竹内街道交流館オープン！
　平成 27 年 5 月 2 日、竹内街道沿いの「大道旧山本家住宅」横にウォー

キングや太子町散策に訪れた方などが、休憩したり太子町観光の情報を得

られるスペースとして「竹内街道交流館」がオープンしました！観光 MAP

などの設置の他、たいしくんグッズや太子みそ、はっ太子あめといった特

産品販売もしています。また、シーズンオフの際は、絵画や写真、工芸作品

展示などギャラリーとして使用することもできます。

（※シーズン中でもギャラリーとして使用できますが、通常営業と併用となります。）

開館日時　4・5・9 ～ 11 月の土・日・祝日

　　　　　午前 10 時～午後 4 時

所 在 地　太子町山田 1799 番地

竹内街道交流館をギャラリーなどで使用したい場合は

太子町役場にぎわいまちづくりグループまでお問い合わせください。（☎0721-98-5521）

▲広々とした休憩スペース

物販コーナー▶

▲ 交流館入口

https://www.facebook.com/taishikun

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

NEW!!

　　　　　　販売商品のご案内　　　　　　販売商品のご案内　　　　　　販売商品のご案内　　　　　　販売商品のご案内　　　　　　販売商品のご案内　　　　　　販売商品のご案内

たいしくんマフラータオル 800 円 
PICK UP!

たいしくんFacebookページのご紹介
フェイスブック

商　品　名 値　段

たいしくん人形 680

たいしくんフィギュア付きストラップ 500

たいしくんラバーストラップ 480

たいしくんマフラータオル 800

たいしくんクリアファイル（A4） 150

たいしくん陶器マグカップ 800

たいしくんポロシャツ 2,300

金剛砂 200

太子町きりえ　ポストカード5枚セット 300

Tシャツ 1,000

缶バッジ(小) 150

缶バッジ(大) 300

マグネット(小) 150

マグネット(大) 300

着せかえマグカップ 800

聖徳太子御遠忌1400年記念「干支絵皿」 1,800

はっ太子あめ 200

太子みそ（赤） 500

太子みそ（白） 500

ゆずみそ 200

太子みかんソース 480

米こうじ 1,000

塩こうじ 350

上の太子観光みかん園 国産みかん蜂蜜 800

　さわやかですがすがしい青空の日々が続いております。

太子町観光・まちづくり協会の会員の皆様方には、平素からまち

づくり協会の活動につきまして、ご理解とご協力を賜り誠にあり

がとうございます。私は、本年 4 月1日に事務局長を拝命いたしま

した 野でございます。会員の方々には、前任者の仲谷局長同様ご

指導ご協力賜りますようお願い申し上げます。

　太子町は、二上山を背景に豊かな自然環境と数多くの歴史遺産

に恵まれた地域であり、人情味溢れた土地柄であり、この太子町で

お仕事をできる機会を得ましたことは、私にとりましては、大変光

栄であり又、責任の重さも感じております。

　また、太子町は「太子聖燈会：たいし聖徳市のご当地キャラ集合：

竹内街道灯路祭り」など、観光事業に対する取り組みにも大変活発

な地域でございます。私たち事務局も、たいしくん活動を通して太

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

動などの情報を町内外に発信して、より多くの人に太子町に来て

いただけるよう積極的に活動してまいりたいと思っております。

　結びに皆様方のご健康とご発展を祈念いたしまして、ご挨拶と

させていただきます。

太子町観光・まちづくり協会
　　　　　事務局長　 野 邦男

たいしくん 検索

携帯やスマートフォンでこち
らの QR コードを読みとると、
たいしくんの Facebook ペー
ジがご覧いただけます。


