
淀川三川ふれあい交流淀川三川ふれあい交流淀川三川ふれあい交流

開催日時

8月9日（金）～11日（日）

9～11日

☆ 願い笹（桜並木の園路で受付）　午前10時30分～午後8時30分

☆ 背割堤のライトアップ　　　　午後   6時30分～午後8時30分

熱中症対策をしてお越し下さい。

11日

☆ ふれあいフリーマーケット　午前10時30分～午後3時

☆ Eボートの運航（事前予約不要）

第5回
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日　　　時 ：平成25年8月3日（土）～12日（月）19：00～21：30 

場　　　所 ：堀川会場、鴨川会場 

問い合わせ ：京の七夕実行委員会事務局  

電　　　話 ：075－222－4133 

U　 R　 L ：http://www.kyoto-tanabata.jp/ 

～協賛事業～
  会　　　場 　淀川河川公園背割堤地区

  ア ク セ ス 　●シャトルバス（10日のみ運行・無料）

(1)京阪八幡市駅←→背割堤公園←→臨時駐車場【約30分間隔】
　  始発：八 幡 市 駅11:40発→背割堤公園 11:45着　最終：背割堤公園20:30発→八 幡 市 駅 20:35着
　  始発：臨時駐車場12:00発→背割堤公園 12:10着　最終：背割堤公園20:20発→臨時駐車場 20:25着

(2)JR長岡京駅(西口)←→背割堤公園【約30分間隔】
　  始発：長 岡 京 駅11:30発→背割堤公園 11:55着　最終：背割堤公園20:30発→長 岡 京 駅 20:55着

(3)阪急大山崎駅←→背割堤公園【約30分間隔】
　  始発：大 山 崎 駅11:30発→背割堤公園 11:45着　最終：背割堤公園20:40発→大 山 崎 駅 20:55着

●電車　京阪電車八幡市駅から徒歩10分

●車　　名神高速大山崎ICから約5分、京滋バイパス久御山淀ICから約10分
※10日と11日は背割堤公園内の駐車場が利用できません。　臨時駐車場（かわきた自然運動公園・無料）をご利用下さい。

  問い合わせ 　八幡市役所まちづくり推進課内　075－983－1111(代)  平日9:00～17:00（土日祝休み）　URL：http://www.tanabata-matsuri.jp/

  主　　　催 　七夕まつり等ふれあい交流実行委員会（NPO八幡まちおこしの会、NPO八幡たけくらぶ、八幡市商工会  他）

  共　　　催 　淀川三川合流域ふれあい交流活動推進会議、淀川三川合流域地域づくり推進協議会交流促進部会［国土交通省、京都府、京都市、長岡京市、向日市、八幡市、大山崎町、
久御山町、大阪府、枚方市、島本町］、一般社団法人八幡市観光協会、恩地食品（株）、香老舗 松栄堂、コカ・コーラウエスト（株）、サントリー酒類（株）、日本ルナ（株）、
読売新聞京都（関西図書印刷京都工場）、淀川上流域国営公園推進行政連絡会

  協　　　賛 　京の七夕実行委員会

メインイベントは10日（土）
午前10時30分～午後8時30分

10日

☆ 模擬店・市町ブース　午前11時30分～午後8時
☆ ステージ（それいけ！アンパンマンショー・よさこい演舞・
　　　　  　 ご当地キャラ集合ほか）午後1時～午後8時

☆ 工場見学会(要事前予約)、Eボートの運航(事前予約不要)　他

　やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

8/10（土） 1回目 14：00～
2回目 16：45～

それいけ！アンパンマンショー
「アンパンマンとカレーなヒーロー」観覧無料

C

京都向日市激辛商店街、
八幡市商工会からの出店があります！



～背割堤公園（メイン会場）から工場見学に行こう！　シャトルバスが出ます！～
☆工場見学の紹介

コース

A

B

C

D

定　員

25名

25名

25名

53名

見学場所

③香老舗 松栄堂 ④サントリー京都ビール工場

①洛南浄化センター ②恩地食品（株）

⑦久御山広域ポンプ場 ⑧コカ･コーラウエスト（株）

⑤読売新聞京都（関西図書印刷京都工場） ⑥日本ルナ（株）

8:50

12:15

12:40

12:50

集合時間

12:40

16:45

16:20

16:35

帰着時間

①  9:15～ 10:15　　②10:50～ 11:50

③13:00～ 14:00　　④15:00～ 16:00

⑤13:10～ 14:10　　⑥14:50～ 15:50

⑦13:20～ 13:50　　⑧14:30～ 16:00

見学時間

〈留意事項〉
・申込み後のキャンセルはお受けできません。
万が一キャンセルの場合は、必ず事前に事務局へご連絡ください。
・背割堤臨時バス停に集合時間までに集合してください。
・Ａコースは集合時間が早いため、八幡市駅8：40発の臨時シャトルバスをご利用ください。
（大山崎駅、長岡京駅からの臨時シャトルバスはありません。また、臨時駐車場のご利用は
10時以降となります。）
・工場見学後は、背割堤臨時バス停に戻ります。
・見学時間については、多少変更となる場合がありますのでご了承ください。

〈お申し込みについて〉
●工場見学を希望される方は、FAXまたはメールでお申し込みください。（電話での申し込みはできません。）
●ホームページからもお申し込みいただけます。　http://www.tanabata-matsuri.jp/
●小学生以下は保護者の方の同伴が必要です。
●FAXは下記の申込用紙に記入して送信してください。メールの場合は下記の項目をすべてお書きください。
●お申込みにあたっては先着順となりますので、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
●第1希望が多数の場合は、第2、第3希望になる場合があります。
●当選者のみ参加証を郵送させて頂きます。あらかじめご了承ください。参加証は当日必ずお持ちください。
●個人情報の取り扱いについて、工場見学以外の目的で使用いたしません。

いろんな工場が
あるね！
みんなで見に
行ってみよう♪

おかげさまで創業 50 周年
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◆見どころ：下水処理で発生するメタンガスを有効利用し、発
電により、循環型社会形成や地球温暖化防止に貢
献する取組を見学していただきます。

◆見学内容：洛南浄化センターの概要をお聞きいただきながら、
下水が処理される過程を見学していただきます。

参加特典

水切りネット

① 洛南浄化センター  【八幡市】

◆見どころ：オートメーションで毎時2万4千食の麺類ができ
るまでを専用通路から見学することができます。

◆見学内容：DVDで製造工程を見て頂いた後、工場を見学、そ
の後は出来たてのおうどんを試食して頂きます。

参加特典

うどんの試食

② 恩地食品（株）  【八幡市】

◆見どころ：機械生産に生かされる職人の手技。伝統の香りに包
まれながら、お線香が生まれる工程をご案内します。

◆見学内容：お香の原料や様々なお香に触れていただけます。
原料を混ぜるところからお線香が出来上がるまで
をご覧いただくウォーキングツアー。

参加特典

香りのしおり

③ 香老舗 松栄堂  【長岡京市】

◆見どころ：「ザ・プレミアム・モルツ」の製造工程やこだわり
の製法をご覧下さい。巨大な仕込釜や貯蔵タン
ク、缶が製造ラインを流れるシーンは圧巻！

◆見学内容：「ザ・プレミアム・モルツ」の原料をさわったり、
仕込から缶詰めまでの製造工程を見学。注ぎたて
のビールやソフトドリンクも試飲できます。

参加特典

注ぎたてのビールを試飲

④ サントリー京都ビール工場  【長岡京市】

◆見どころ：大型新聞印刷輪転機を間近で見学することができ
ます。

◆見学内容：新聞印刷・梱包・発送の各工程を見学できます。
また取材から宅配までを編集したDVDもご覧い
ただけます。

参加特典

オリジナルノート、
ボールペン

⑤ 読売新聞京都（関西図書印刷京都工場）【八幡市】

◆見どころ：普段見学できないヨーグルトの製造工程（一部）が
見れます。

◆見学内容：ヨーグルトの製造工程のDVDの視聴・製造ライ
ン（一部）をライン上の窓より見学・ヨーグルトの
試食・他説明

参加特典

ヨーグルトの試食・
オリジナルグッズ

⑥ 日本ルナ（株）  【八幡市】

◆見どころ：ライフラインである送水ポンプ設備と最新の小水
力発電・太陽光発電設備をご覧になれます。

◆見学内容：宇治・木津・乙訓浄水場のどこかが故障しても、
送水系統を切替え応援給水できます。

参加特典

府営水道の
オリジナル下敷き

⑦ 久御山広域ポンプ場  【久御山町】

◆見どころ：大きなコカ・コーラの缶の形をした見学通路から工場内を
見学。見学後はコカ・コーラ社製品10数種類が飲み放題!!

◆見学内容：コカ・コーラの歴史を3Ｄ映像で鑑賞。タイムトンネルを
抜けて、工場内を見学。最後にチャレンジゾーンでクイ
ズに挑戦！

参加特典

ミニハンカチ
or

Ｑｏｏペンシルケース

⑧ コカ･コーラウエスト（株）  【久御山町】

第1希望　□Ａコース　□Ｂコース　□Ｃコース　□Dコース

第3希望　□Ａコース　□Ｂコース　□Ｃコース　□Dコース第2希望　□Ａコース　□Ｂコース　□Ｃコース　□Dコース

参加希望のコースを塗りつぶしてください

住　　所

氏　　名 性　別 年　齢〒　　　－

－　　  　　－

－　　  　　－F　A　X

T　E　L

□男　□女

□男　□女

□男　□女

□男　□女 歳

歳

歳

歳

FAX申し込み用紙

075－823－3659へFAXしてください。 ※記入欄が足りない場合は、この用紙をコピーするか必須事項を別の用紙に書いてお送りください。

「七夕まつり等ふれあい交流　第5回七夕まつり」申込係　（株）島津アドコム内
FAX：075－823－3659　　Eメールアドレス：adcomwebg@gmail.com

申 し 込 み 先

問い合わせ先 TEL：075－823－1109（平日10時～17時）


