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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
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（発行元）

第 3号

　“観・まちだより” 第3号をお届けします。

4月、5月は大きなイベントがあり、事務局は

バタバタとしておりましたが、無事“観・まち

だより”第3号を作成することができ、ホッと

しています。イベント等々でご協力、ご支援く

ださった方々に深く感謝いたします。

　さて、観光・まちづくり協会ＷＥＢサイト 

「いってみよってみ 太子町」 

では会員様のイベント情報を

募集しております。掲載をご

希望の会員様は、事務局まで

ご連絡ください！

太子町観光・まちづくり協会
　　　　　会長　小路 義弘
　ひまわりが日に日に背を伸ばす頃となりました。
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まして、ご理解ご協力を賜り誠
にありがとうございます。
　さて、まちづくり協会も設立から 4 年目を迎えました。
今日まで太子町の観光ＰＲや地域の活性化を念頭に活
動してまいりました。
　本年 5 月に開催された、太子町町制施行 60 周年：た
いし聖徳市１０周年記念＆ご当地キャラ大集合 2016
では、万葉ホールにて式典が盛大に開催され、また、太子
町立中学校吹奏楽部による祝賀演奏や「ご当地キャラ大
集合」も行われました。
　昨年 5 月に、竹内街道沿いに「竹内街道交流館」がオー
プンしました。この施設は、当協会が管理清掃をまかさ

れており、竹内街道に来られた皆様方の休憩スペースの
他、太子町の PR やご案内、特産品・たいしくんグッズの
販売コーナーもあります。また、9 月からは太子町の豊
かな自然、貴重な歴史・文化を町内外に発信していくた
めに、「上ノ太子駅前観光案内所」を開設しました。
そして、本年 9 月頃～１1月まで期間限定で太子菊花園
様にお願いして菊の花の見学を新たな太子町の観光
ルートの目玉にしてまいりたいと考えています。
　いろいろな機会を活用して、たいしくんを通じて魅力
ある太子町を幅広く PR してまいります。当協会と致し
ましても、いままで以上に太子町の魅力を高めるととも
に、観光事業の振興と、地域のまちおこしの活性化に努
める所存でございますので、今後とも会員の皆様方には、
ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ
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、
ご挨拶とさせて頂きます。

▲妹子さくら祭り

▲「羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマプロジェクト」

　初恋ドーナツコンテスト

▲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

▲かしば産業展

◀科長神社夏祭り

▲2015大坂夏の陣in万博

▲道の駅 感謝祭
　「近つ飛鳥の里・太子」 

▲道の駅 ぶどう祭り
　「近つ飛鳥の里・太子」 

▲たいしスポーツDay

▲社協クリスマス会

◀「唐川ホタルを守る会」さんと
　唐川清掃・草刈り

▲竹内街道灯路祭り

▲ふれあいTAISHI＆たいし聖徳市

▲西方院結縁祭

▲二上山初登り

▲商工夏祭りwithたいし聖徳市
　「太子聖燈会の会」さん
　「唐川ホタルを守る会」さん
　「竹内街道にぎわいづくり協議会」さんと
　一緒にPR活動

▲大阪南港エコフェスタ

▲和菓子甲子園

▲四天王寺ワッソ

たいし聖徳市　毎月第3日曜日 （4.8.10.11月は下記イベントと一緒に開催） 

 4月 叡福寺大乗会式／太子聖燈会
 8月 富田林商工会太子町支部夏祭り
 10月 竹内街道灯路祭り
 11月 ふれあいTAISHI

たいし聖徳市10周年＆ご当地キャラ大集合2016たいし聖徳市10周年＆ご当地キャラ大集合2016

祝 太子町町制施行６０周年

たいしくんの主な活動（2015.06～2016.05）

2016.05

2016.04

2016.03

2015.06
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2015.08

2015.10

2015.9

2015.11

2015.12

2016.1

2016.2

たいしくんも正装で
感謝状をお渡しする
お手伝いをしました！

たいしくんの
衣装が白い?!

　平成 28 年 5 月、たいし聖徳市は10 周年を迎えました。万葉ホールにて記念式典が行われ、出店者

やご協力いただいた多くの方に感謝の意を込めて、感謝状と記念品の贈呈がありました。また、太子町

立中学校吹奏楽部による祝賀演奏や、「ご当地キャラ大集合」も行われ、たいしくんとお友だちのご当

地キャラが会場内をお散歩し、来場者とふれあいました。

たいしくんも正装で
感謝状をお渡しする
お手伝いをしました！

たいしくんの
衣装が白い?!

たいし聖徳市実行委員会では、青空市を通じて活発な明るい調和あるまち創りをめざしています。

▼ 太子町立中学校吹奏楽部による祝賀演奏 ▼ ご当地キャラ・来場、関係者のみなさんと

たいしくんの
活動の一部を
ご紹介します！
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▲「たいしくん」の図柄 ▲西方院会場 ▲善久寺 ▲街道沿い▲叡福寺会場 ▲緑の一里塚
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平成 28年度会員　　　  平成 28 年 7 月 16 日現在 役員紹介

近鉄南大阪線「上ノ太子駅」前（南出口）で、行楽シーズンに観光案
内所を開設しています。太子町や羽曳野市の観光マップを配布し
たり、道案内や特産品（太子みかんソース・はっ太子あめ ほか）、た
いしくんグッズの販売も行っています。
また、会員様のイベントチラシやポスターの掲示も行っています。
開設期間中に、周知したいイベントやお店のパンフレットなどがご
ざいましたら、太子町観光・まちづくり協会までお持ちください。

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

たいしくんのおりがみが
できました！

たいしくんボールペン200円 （税込）

インク：黒　本体カラー：ピンク、オレンジ、きみどり、みずいろ

平成 27 年 10 月 17 日（土）
第 7 回竹内街道灯路祭りが開催されました。
今回は善久寺がスタンプラリーポイントに
加わり、善久寺までのルートが新しくライト
アップに追加されました。例年夜は冷えるの
ですが、今回は暖かい一日となり、約 8,000
人の来場者でにぎわいました。

平成 28 年 4 月 23 日（土）・24 日（日）
第 9 回太子聖燈会が開催されました。1 日目
の途中から雨が降りましたが、2 日目は晴れ
て、たくさんの人が訪れました。また、今年は
太子町町制施行 60 周年記念ということで、
和みの広場には「太子町 60」の文字と、こど
もさんにもよろこんでもらえるように、「たい
しくん」の図柄が境内に登場しました！

（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

　私の1年は二上山元旦初のぼりに始まり、春の太子聖

燈会、夏のホタル観賞会、そして、秋には竹内街道灯路祭

り・時代行列と、四季折々に取り組まれる地域イベント

に彩られています。これらは、町の宝物として自慢でき

る地域の誇りであると自負しています。

　しかしながら、これらの取り組みは一朝一夕の思いつ

きなどで簡単にできるものではありません。関係者の皆

様は打ち合わせを繰り返し、問題点を解決しながらコツ

コツと準備作業を積み重ねてこられました。その結果、

多くの人々を魅了する、太子町を代表する地域イベント

に育て上げていただいたのです。

　今年は町制施行６０周年の記念すべき年です。私は、

これからも町の財産である、これらの取り組みを太子

町、そして地域活性化の柱として位置づけ、太子町のま

ちづくりに邁進する所存です。そのためは、今後とも皆

様のお力添えを賜り、なお一層のご指導とご協力をいた

だきながら、まちづくりをともに進めてまいりたいと考

えております。

　むすびに、協会活動の益々の充実と会員の皆様のご活

躍を祈念して、ご挨拶とさせていただきます。

胸ポケットなどにさすとかわいいですよ！
さらさら書ける三菱鉛筆のジェットストリームです

第9回太子聖燈会 第7回竹内街道灯路祭り

太子町きりえポストカード
作：北野八十　（1セット5枚入） 各300円

金剛砂
200円

太子町観光案内所太子町観光案内所
大阪府太子町
公式マスコットキャラクター
たいしくん

太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所太子町観光案内所
公式マスコットキャラクター

◆開設期間◆

4・5・6月、10・11月の土日祝日9：00～15：00
※荒天・雨天中止

上ノ太子駅前観光案内所を開設！

▲梅鉢御陵シリーズ

▲側面には「たいしくん」の文字が

▲名所シリーズ

太子町で採れた貴重な金剛
砂を小瓶に詰めました！
夏休みの自由研究などでよく
購入されています。

梅鉢御陵では5つの御陵を、名所シリーズでは
棚田や竹内街道、叡福寺、西方院、小野妹子墓を
切り絵で表現しています。

ちびっこやお年寄りまで太子町のたいしくんを身近に感じてもらえるように
「おりがみ体験」などで使えるたいしくんおりがみを作成しました。

▲かしば産業展で実施した缶バッジのワークショップ（体験コーナー）
にて、観光マップやイベントチラシとともに まだお試し版だったおり
がみを配布しました。

番号順に折っていくと
できあがりです！

番号順に折っていくと
できあがりです！

「太子町の観光と地域活性化の進め方と、

　　　　　　　　その方向性」 について研修会

「太子町の観光と地域活性化の進め方と、

　　　　　　　　その方向性」 について研修会
平成 28 年 2 月 26 日

意見好感会＆観光情報お話し会意見好感会＆観光情報お話し会
平成 28 年 8 月 21 日

意見好感会と研修会意見好感会と研修会意見好感会と研修会意見好感会と研修会

Ａ・Ｂ会員代表と協会役員

が集まり、太子町の観光と

まちづくりに関する意見や

現状、今後の課題について

話し合われました。また、全

国で街づくり・観光に携

わっているコーディネー

ターの 葉田 勉 氏 を講師に迎え、他の市町村で行われている

まちおこし活動についてのお話しを聞くことができました。

前回同様、葉田 勉 氏を

講師に迎え、観光ミニ

セミナーが行われまし

た。太子町だからこそ

できる PR、地域活性化

戦略についてのお話し

と、第 1 ステップであ

る準備戦略として「地域連携の取り組み、各団体それぞれの情

報を発信する」にならい、Ａ・Ｂ会員代表と協会役員が情報の交

換を行いました。

協会ではたいしくんグッズをはじめ、太子町観光のお土産になる商
品、太子町に関連する商品を開発して（探して）います！商品は協会、
物販をともなうイベント、オープン期間中の交流館・駅前案内所、
会員店舗などで販売しています。

種類 団体名 会員数

太子温泉

上の太子観光みかん園

山田自然観光組合

近つ飛鳥の里・太子運営協議会

㈲好月堂

㈱ヴィラージュ

太子カントリー倶楽部(SAKURA)

きっちん あかり

妹子塚桜を守る会

太子街人の会

太子聖燈会の会

竹内街道にぎわいづくり協議会

竹内街道歴史資料館友の会

唐川ホタルを守る会

たいし聖徳市実行委員会

富田林商工会太子町支部

よいまちネット太子

八社連合

有限会社　クリエイト

善久寺

太子道まつもと
賛助会員(個人) 本会の趣旨に賛同する個人 51
賛助会員(団体) 本会の趣旨に賛同する団体 1
賛助会員(役員) 15
会　員　数 88

13

8正会員(A)

正会員(B)

・・・・

わがまち太子町
～観光・まちづくり～

太子町長
　浅野 克己
わがまち太子町
～観光・まちづくり～

太子町長
　浅野 克己


