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11 24
（月・振

休）

9：30～
16：00

会場：蒲生公園グラウンド 雨天等により、蒲生グラウンドが使用不可となった場合は
裏面の会場周辺マップ青印箇所にて開催します。
尚、警報発令時等危険が見込まれる場合は中止いたします。

第3回
城東区

リピート山中
（シンガーソングライター）
★出演＝11：34頃

水田 雄晤
（観世流能楽師）
★出演＝12：10頃
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臨時駐輪場
●成育コミュニティ
　ホール
●蒲生中学校

大阪ビジネスパーク 鴫野

今福鶴見

新森古市関目成育
「第3回城東区SARUGAKU祭」へは大阪市営地下鉄を
ご利用ください。

【SARUGAKU祭開催会場　地下鉄最寄駅】
●長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅

「携帯電話のご利用マナー」にご協力ください。

《同時開催》第12回ピアフェスタin城東
障がいへの理解を深め、障がいある無しに関わらず隣人として
一緒に楽しみ、地域の人たちとも力を合わせて楽しいイベントを
作ることを目標に活動しています。
●体験コーナー／車いす・盲導犬・点字を体験してみよう

主催：城東区SARUGAKU祭運営委員会（城東区ゆめ～まち～未来会議／NPO法人地域自立支援
推進協議会JOTO／社会福祉法人大阪市城東区社会福祉協議会／城東区地域振興会／城東区
地域女性団体協議会／城東防犯協会／城東地区保護司会／城東区民生委員児童委員協議会
／城東区体育厚生協会／城東区スポーツ推進委員協議会／城東区青少年指導員連絡協議会
／城東区青少年福祉委員連絡協議会／城東区子ども会育成連合協議会／城東区PTA協議会
／城東区商店会連盟／城東区小売市場連合会／大阪市生涯学習推進員城東区連絡会／城東
区視聴覚教育協議会／アイラブ城北川実行委員会／一般財団法人大阪市コミュニティ協会
城東区支部協議会／城東区音楽文化のまちづくり懇話会／城東区ゆめこいワッショイ実行
委員会※順不同）城東区役所

共催：ピアフェスタ実行委員会
協力：大阪市立蒲生中学校／成育コミュニティホール／城東つどいの広場／大阪市立今福小学校

／城東青果（株）地方卸売市場／kawasemi/大阪市交通局／ＮＰＯ法人ＯＨP大阪メチャハ
ピー祭実行委員会

協賛：城東会　他
※この「第3回城東区SARUGAKU祭」は赤い羽共同募金配分金より助成いただいております。

さ る が く  さ い

こどももおとなも全員集合!!こどももおとなも全員集合!!こどももおとなも全員集合!!

城東区マスコットキャラクター　
「コスモちゃん」

イメージキャラクター
「レスキュー」

SARUGAKU祭とは
猿楽は、現在の能や狂言の原形であり、古くは奈
良時代に唐から伝来し、曲芸、歌踊り、ものまね、
手品等庶民に愛された芸能でした。南北朝から室
町時代にかけ今の城東区北部辺りにあった榎並
荘に「榎並猿楽」が座を構え大変活躍しました。そ
の歴史に因み、区民の誰もが参加し楽しめる歌や
踊り等を幅広く取り入れた、現代的な
芸能文化の祭りとして開催します。

●車でのご来場はご遠慮ください。＜駐車場はありません＞
●自転車でお越しの方は、会場北側に臨時駐輪場を用意して
　おりますのでご利用ください。
＜お問合せ先＞城東区役所市民協働課　☎6930-9041（平日9：00～17：30） 

会場の中にスタンプをもらえる場所が
本部を含めて5カ所あります。
スタンプを5個集めたら本部に
お持ちください。
先着300名様に素敵な景品と
交換します。

STAMP RALLY
スタンプラリー台紙 1

本部 2
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入場無料入場無料入場無料

城東区
ゆめ～まち～未来会議

この僕と同じ顔が3コかくれてい
るよ。３コ見つけたら会場内にあ
るスタンプ5個集めて本部に持っ
て来て!!素敵な景品と交換できる
よ。景品は先着300名までもらえ
るよ。頑張って集めてね！！

※出演時間は変更する場合があります。

イメージキャラクター「レスキュー」

Kawasemi
（雨天時会場）
Kawasemi
（雨天時会場）
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《同時開催》第12回ピアフェスタ

※プログラムは変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。
※雨天時はイベント内容の一部が変更または中止となる場合があります。

こどももおとなも全員集合!!こどももおとなも全員集合!!こどももおとなも全員集合!!
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入口
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喫煙コーナー
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ステージ

演舞スペース

ブルーシート席

イス席
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みよう

ユカイツリー？！
で遊ぼう

スポーツに
チャレンジ！

木とトンカチ
コーナー

●会場内、周辺は駐輪禁止です。
●駐輪場所は裏面の周辺MAPでご確認ください。
●喫煙コーナー以外での喫煙はご遠慮下さい。

トイレ 本部

N

蒲生中学校

はるやま

NTT

第12回ピアフェスタ

城東つどいの広場
 1　 城東区青指のお店 …………… やきそば
 2　 城東区青指のお店（関目東校下）……… チキンナゲット・お茶
 3　 ご馳走茶屋（城東区女性会）…  おにぎり・豚汁
 4　 フリースペースひまわり …… チェロス（ドーナツ）・手作り雑貨
 5　 榎並地域活動協議会 ………… 焼きそば
 6　 ボーイスカウト大阪第164団…  おでん・じゃがバター
 7　 ラーメン浦田 ………………… ラーメン
 8　 城東区第九演奏会実行委員会…  　フランクフルト
 9　 すみれ花フレンズ …………… ぜんざい・あべかわ餅
10　　NPO法人ふれあい広場コスモス ……… おでん・泉州タオル

11　東中浜TEAM NEXT ………… イカ焼き・ゲーム・フリマ
12　関目東連合模擬店 …………… キャベツ焼き・焼きトウモロコシ
13　関目東連合模擬店 …………… タイ焼き・缶ビール
14～20　NPO法人地域自立支援推進協議会JOTO
 …………………………ホットケーキ・からあげ・手芸品など
21 ゆめ～まち～未来会議 ……… 飯山市物産展
22 西村 …………………………… ゲーム―型抜き
23 森之宮クラブ ………………… フリマ
24 大阪市生涯学習推進員城東区連絡会…バザー・他
25 城東郵便局 …………………… ハガキ・切手販売

26 pinata～ピニャータ～ ……… 手作り小物
27 関目東女性会 ………………… バザー
28 城東区子ども会育成連合協議会…あて物
29 ポーラ・ザ・ビューティー城東…アロマハンドマッサージ・ハンドクリーム
30 城東区商店街連盟（豊田呉服店）…千本引き
31 城東区商店街連盟（駄菓子屋の扇屋）…駄菓子
32 城東区商店街連盟（すし鶴）… 巻き寿司
33 Brume et futur（プリューム　エ　フーチュール）
 …ハンドメイド布小物・アクセサリー他
34 城東区青指のお店（城東校下）… スマートボール
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  9:24 すみれ太鼓団 

  9:30 開会式 

  9:40 BEATSTREX（ビートストレックス）

 ★ダンスフィットネス…

  9:46 ワンピな仲間とかくし味？

 ★ショートコント・ダンス

  9:52 TURTLE Little Kids 

 ★ストリートダンス

   9:58 What's up ☆ Baby♪

 ★ストリートダンス

10:04 ESSE鴫野教室＆くれない組

 ★キッズダンス

10:10 鯰江動楽クラブ太極拳部★太極拳32式剣

10:16 関目東（南中）★よさこい

10:22 東中浜（さくらMUGEN～）★よさこい

10:28 鯰江（グルーヴキングダム）★よさこい

10:34 東中浜民踊同好会★民踊

10:40 由芽会（ゆうがかい）★新舞踊

10:46 おおさかパルコープ詩吟サークル★詩吟と舞

10:52 今福（ヨッシャ来い）★よさこい

10:58 すみれ（よっちょれ）★よさこい

11:04 ダンスアートエモーション★ジャズファンク

11:10 フィットネススタジオ・エモーション★キッズダンス

11:16 コンセプト・セブン★クラブ・ジャズ

11:22 ヒロダンス＆新体操スクール★ダンス・新体操

11:28 メリーダコタ★キッズダンス

11:34 ゲスト：リピート山中★シンガーソングライター

11:50 ええじゃないか城東区★よさこい総踊り

11:55 榎並・成育地車囃子★だんじりばやし

12:01 ピアフェスタPRタイム 

12:07 ー準備タイムー  

12:09 ゲスト：水田　雄晤★観世流能楽師 

12:25 戦争体験の語り部★紙芝居

12:31 大阪相撲甚句会★相撲甚句

12:37 こどもえなみ座 能楽教室★能楽観世流 謡曲、仕舞

12:43 民踊四季彩都会★シャンシャン傘踊り

12:49 鴫野（グルーヴキングダム）★よさこい

12:55 成育（南中）★よさこい

13:01 森之宮（伝説の祭り～画竜点晴）★よさこい

13:07 パーフェクトヴォイスダンスヴォーカルスクール

 ★ダンス・歌 

13:13 パーフェクトヴォイスダンスヴォーカルスクール

 ★ダンス・歌

13:19 産大ダンス部★ストリートダンス

13:25 MASYU ★Lock ダンス

13:31 ステップアウト・DiVa（ディバ）★ダンスボーカル

13:37 関目連合青少年部会★ダンス（パラパラ）

13:43 浪わダンサーズ★ダンス

13:49 ウエムラ　バニラ★エレキギター演奏

13:55 mama's voice★コーラス

14:01 カノエマイカラニフラスタジオ★フラダンス

14:07 ペリカンたまご★音マネパフォーマンス

14:13 今福生涯学習ルーム★民踊

14:19 すみれひまわり会★日本舞踊

14:25 つるみまんてんYO!∞★つるみまんてん忍

14:31 放出（よっちょれ）★よさこい

14:37 鯰江東（キングオブ男）★よさこい

14:43 チームゆかり(ライジング）★よさこい

14:49 Livelta Kids★ダンス

14:55 すみれハピネス★Hip Hopダンス

15:01 聖賢（百花繚乱）★よさこい

15:07 メチャハピー踊り子隊★よさこい

15:13 大産大付属中学、高等学校★チアリーディング

15:19 えべっさんの会★発明発見

15:25 TAma.蓮（たまれん）★フラメンコ舞踊

15:31 BBRダンススタジオ★ストリートダンス

15:37 鯰江地域青少年指導員協議会★ダンス

15:43 Viance★ストリートダンス

15:49 Devotee★ダンス

15:55 城東区地域女性団体協議会★民踊

16:01 総踊り★民踊

16:07 閉会式

?!

プログラム

蒲生公園グランド
会場図
蒲生公園グランド
会場図


