吹田市内82の事業所と団体が出展

吹田の美味しいもの人気の個性派15店舗が集結！

フードコート

●５月11日
（土）
・12日
（日） 10：00〜16：00
メイシアター いずみの園公園（小雨決行）

イタリア・スペイン・インド・中華・お好み焼・餃子・唐揚に地ビール！
大人も子供も大満足のフードコート。

平成25年度（2013年度）

さあ、みんなで楽しく大きな
声で歌いましょう! ! 入場無料

米井智華子さんの楽しい司会！

第30回記念

ミニステージ

●５月11日
（土）
・12日
（日） 10：00〜16：00
メイシアター いずみの園公園
（特設ミニステージ・小雨決行）

ゴスペル音楽祭
ゴスペ ルコンテストも開催

●５月11日
（土） 12：30〜16：00
（12：00開場）
メイシアター 大ホール
▶歌唱指導：中川 誠十郎
▶出 演： 北摂ミラクルクワイアー・吹田ヤクルト乳酸菌で腸トレーズ
▶ゲスト： SOUL of SOLEIL
▶協 力：

10：00〜16：00

オープニングセレモニー

会場

５月11日
（土） 9：30〜10：00

吹田市文化会館

メイシアター・吹田市役所 駐車場

メイシアター 2 階入口

100歳まで 〜いつもの歩き方を変えるだけでキレイになる〜
楽しく働き・楽しく歩こう！
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宇宙飛行士が

◇講師

黒田 恵美子氏

ＴＢＳ
「はなまるマーケット」出演中

●５月12日
（日） 10：30〜11：30（開場10：00）

小ホール 入場無料

メイシアター

先着150名

わたしは特別な才能があったのではなく

﹃宇宙が好き﹄
という情熱があっただけです︒

■第30回記念 講演会

平成25年５月12日
（日） 13：30〜15：00（12：30開場）

メイシアター 大ホール 入場無料 先着1,300名（定員になり次第締め切ります）

※12日
（日）当日 10：00より、メイシアター３階レセプションホールにて入場券を配布します。但しお一人様２枚限り。

「人・宇宙・未来」〜夢を追いかけた 4 千日〜

テーマ

講 師

宇宙飛行士

山崎 直子 氏 日本人で８人目（女性では２人目）の宇宙飛行士

■展示会

平成25年５月11日
（土）
・12日
（日）
メイシアター 大ホール 1 階 ホワイエ 10：00〜16：00
（大ホール２階入口よりご入場ください。）

H 2Bロケット、宇宙ステーション補給機「こうのとり」、 国際宇宙ステーション、
「きぼう」
日本実験棟、宇宙日本食、ブルースーツ、スペースシャトル 他の模型・レプリカを展示。
※吹田市内の宇宙関連事業所の展示コーナー
（2階ロビー）
もあります!

踊る！ 楽しむ！ 関大学生ミニ公演

関西大学学生参加イベント
●５月11日
（土） 12：20〜16：00

メイシアター

中ホール（入場無料）

落語大学（落語）、Belly Divas（ベリーダンス）他

吹田商工会議所青年部

まだまだやります!

復興支援物産展!

●５月11日
（土）
・12日
（日） 10：00〜15：30

４階 屋上庭園

商業祭
農業祭

メイシアター

東北などの美味しい食品やお酒の販売と試食・試飲（有料）。
イベントブースもあります。

吹田市役所・駐車場会場
●５月11日
（土）
・12日
（日） 10：00〜16：00

(C)NASA/JAXA

す し 祭
うなぎ祭
生ビールフェア

●上巻き・ちらし寿司の販売
●うなぎの販売

●生ビールの販売

友好都市出展コーナー 滋賀県高島市 / 福井県若狭町 / 新潟県妙高市
高知県土佐町 / 大阪府能勢町 / 兵庫県香美町

最新情報は、公式サイト（http://www.suita.jp/）
または、携帯電話からQRコードでのアクセスでご覧ください。

■ 主催：吹田産業フェア推進協議会

■共催：吹田市・吹田商工会議所

花と緑のフェア ◇植木せり市

2日間 14：00より

◇花・植木・切り花即売会

■後援：近畿経済産業局・大阪府・
（公財）
関西・大阪21世紀協会

※駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。 ※駐輪スペースが大変混雑することが予想されますのでご了承ください。
※フードコートなどでお召し上がり後の食器等のゴミ類は、エコステーション（メイシアター会場・市役所駐車場会場共に１ヶ所）へお持ちください。

「阪急吹田駅西出口より市役所、メイシアター側を見た MAP です」

吹田市役所駐車場会場案内マップ

吹田市シルバー
人材センター

イムラサンプル

川上材木店

第30回 吹田産業フェア

山崎製パン
大阪第一工場

J：COM 吹田

くるくるプラザ ●環境リサイクルコーナー

BSO企画

光

大

久

入口

京阪産業
オリオン粧品工業
サナンド

フリーボーン
大幸薬品

さつき福祉会

ピットインサービス
マミーコットン

トップ産業

住まい の 百 貨 店

石川工務店

近藤造酢
千日総本社

秋田屋

車イス用
スロープ

自転車置場

２階踊り場

吹田納税協会

マミーコットン
↑おりる

串カツ SHIRASU

回吹

レジ袋削減に
ご協力ください。

吹田市造園
協同組合

楽

園

純 インド 料 理

キッチン熊猫（ぱんだ）

いずみの園公園

ブルーム

田産

業フ
ェア

ネシオ・ペケーニョ

吹田ヤクルト販売

チャトパタ

ミスタードーナツ
第3
0

ヒロコーヒー

フードコート

フレンチ&イタリアン せるぽあ

吹田市造園協同組合

入口

●市内農作物の即売

神

エコステーション

ローゼンタール いずみ

園

※主に物販をして
います。

案内

吹田市環境部・千里リサイクルプラザ

楽

もんだいかいけつ会援隊

集会室

友好交流都市紹介コーナー

展示室

マロニー

マルサン

大和ハウス工業

アサヒビール

ダスキン

入口

吹田市農業振興研究協議会

淀川ヒューテック

味舌陶房

日本触媒
吹田工場

入口

H.O.M.E.千里交流拠点

日本万国博覧会記念機構

花とみどりのコーナー
●鉢花、植木、切り花、竹炭、肥料
等の即売会
●植木セリ市 11日（土）・12日（日）
午後２時

大幸薬品

りそな銀行

↑のぼる

●園芸用品販売
●物品展示販売（米、酒他）

クローバーハウス

案内

フレッシュフルーツ・野菜・ポン菓子・
ジュース・衣料・クッキー等販売
●12日（日）午前11時よりセリ市開催
●大学スイーツコンテスト受賞
「三色彩道」
（和菓子）販売

サンパワー

椅子張りTＡKA

大枝印刷

ミニステージ
北大阪農業協同組合

紅葉山会館

菊池紙工

ぱらけあ〝旅〟本舗
ぱらけあライフサービス

吹田市商業団体連合会

メーサイ

摂津水都信用金庫

マークはテーブル、イス席です

農業祭

アフラックサービスショップ千里山店

展示ロビー

吹田市造園協同組合

商業祭

階段

井上昇商店

吹田市造園協同組合

花とみどりのコーナー

自転車置場

アーキヤマデ

関西大学 社会連携部

花とみどりのコーナー

うなぎ祭

大阪府飲食業生活衛生
同業組合 吹田支部

大阪府小売酒販組合

生ビールフェア

●うなぎの販売

吹田鮓商同業組合

休憩
テント

すし祭

大阪府宅地建物取引業
協会 北大阪支部

● 生ビール
日本酒﹁酒屋魂﹂の試飲・販売

⑱ 吹田市環境部・公益財団法人 千里リサイクルプラザ 紙すき体験コー
ナー、リサイクル品の展示、ごみ減量啓発パネルの展示など
⑲ ㈱日本触媒 吹田工場 カタログ・写真パネル等の展示
⑳ アサヒビール㈱ ビール、飲料、焼酎、ウィスキー等の商品展示
㉑ J：COM吹田 通信料はJ：COMでおトクに！ ざっくぅグッズ抽選会、今
年もやります♪
㉒ 山崎製パン㈱ 大阪第一工場 食パン、菓子パン類の展示
㉓ マロニー㈱ パネルやポスター、商品展示
㉔ ㈱ダスキン オタメシ祭り
㉕ 独立行政法人 日本万国博覧会記念機構 万博記念公園の施設やイベント
紹介、環境への取組み紹介
㉖ 関西大学 社会連携部 関西大学の社会連携活動（公開講座・産学官連携
事例等）の紹介
㉗ 文部科学省 留学生交流拠点整備事業 H.O.M.E.千里交流拠点 留学生の
研究活動発表と就職希望者のプロフィールを発表
㉘ 大枝印刷㈱ あなたの個人名刺を作ってみませんか？ ワンコインから作
成します。
㉙ 摂津水都信用金庫
札勘体験コーナー
乳ガン触診コーナー
㉚ ㈱井上昇商店 エコリフォーム商品PR。窓リフォームの店「MADO
ショップ吹田中央店」の案内。
㉛ アフラックサービスショップ千里山店 ㈲パレアナインターナショナル
死亡、医療、介護、年金など保険に関する相談
㉜ 紅葉山会館 葬儀など、いざという時の為の事前相談会、入会受付及び生
花祭壇の展示会
㉝ POLA アプローズ千里 無料ハンドマッサージ。御希望の方には無料肌
診断。お店でのエステ内容紹介。
㉞ リフォーム専門店「クローバーハウス」 リフォームの知りたい事がわか
る店。北摂エリアでのリフォームならお任せ下さい。
㉟ 大和ハウス工業㈱ 吹田市内の新築分譲マンションのご案内
㊱ もんだいかいけつ会援隊 相談件数実績数千〜数万の社労士による労働相
談。メンタルヘルスソフト展示。
㊲ りそな銀行 ホスピタ活動の紹介（当行独自の取組）。キッズアカデミー
の勧誘。
㊳ 菊池紙工㈱ ★クリップ・マグカップ・ボールペン等の印刷、実演即売
㊴ ㈱マルサン RPF（固形燃料）の製造過程の説明等のパネル展示
㊵ 淀川ヒューテック㈱ ★フッ素樹脂クイズとクッキングシートの販売・実
演！ クイズ正解で…
㊶ 味舌陶房 茶盌・花入れ・湯呑等展示
㊷ 大幸薬品㈱ 正露丸セイロガン糖衣Aクレベリンの展示
㊸ ㈱メーサイ 地域の減災と地質環境保全の取り組みについての展示
㊹ 椅子張りTAKA オリジナルチェアー子供用、ペット用、張替え事例の
出展
㊺ ㈱サンパワー 太陽光発電、ヒートポンプ、雨水タンク、LED照明他環
境関連パネル展示
㊻ ㈱千日総本社 ★吹田本社の玉子焼メーカーより年に1度の直接販売で
す。ぜひお越し下さい。
㊼ ㈱秋田屋 ★レンタル衣装処分販売
㊽ 住まいの百貨店㈱石川工務店 住まいのお得情報。お菓子つかみどり（無
料）。くつ下詰め放題お楽しみコーナー

吹田市商業団体連合会

出展団体・事業所／展示品・出展内容など

商業祭

★印は販売します。

フレックス北大阪

メイシアター会場

ベン チ

① 純インド料理 チャトパタ ★本格的な伝統のインド料理が味わえる店が
江坂広芝町に出現！！
② キッチン熊猫（ぱんだ） ★定番のパリパリ春巻、サクサクごま団子と特製
タレかけの四川鶏肉涼麺ほか
③ ㈱ブルーム ★オーストラリア ミルデューラブリュワリーの地ビール
④ 餃子の幸来軒 ★国産キャベツ、豚肉など厳選された食材、モチモチの皮
をご堪能下さい。
⑤ 在大阪スリランカ名誉総領事館 We do Trading ★スリランカの食文
化をお楽しみ下さい。
⑥ ㈱クラスタープラン やき然 ★横丁焼の販売（イカ焼、洋食焼のような
感じです）
⑦ ミスタードーナツ ★ドーナツセット販売
⑧ フレンチ&イタリアン せるぽあ ★身体に優しくて美味しいをテーマに
調理を楽しんでいただきます。
⑨ 串カツSHIRASU ★串カツの本場大阪新世界の味を実演販売いたしま
す。
⑩ 吹田市造園協同組合 ★切花
⑪ 吹田ヤクルト販売㈱ ★ヤクルト商品（乳製品・化粧品）の販売
⑫ ㈱ヒロコーヒー ★自家焙煎珈琲専門店の新鮮なコーヒー豆を是非お楽し
み下さい！
⑬ Necio Pequeño ネシオ・ペケーニョ ★スペインバルのポピュラー
なタパス等
⑭ ㈱楽園 ★焼きとり、ラーメン、ソフトクリームの実演調理販売
⑮ ㈱楽園 ★上海名物の焼小龍包。鹿児島産の黒豚を使用しており肉汁があ
ふれだします。
⑯ ローゼンタールいずみ ★からあげ・生ビール・ソフトドリンクほか
⑰ マミーコットン ★ソフトクリーム販売

ダスキン

出展団体・事業所／展示品・出展内容など

吹田市消費者団体協議会

ニューメディカ・テック

メイシアター
事務室

エコステーション

★印は販売します。

● 上巻き寿司と
豪華ちらし寿司の販売

アイワホーム

北大阪農業協同組合

第２練習室 第30回消費生活展

宇宙関連事業者の展示

大日電子

入口

滋賀県高島市

階段

２階ロビー

屋上庭園はエレベーターをご利用ください。

ＰＯＬＡアプローズ千里

兵庫県香美町

農業祭

舎

フードコート

福井県若狭町

吹田商工会議所青年部

入口

高知県土佐町

庁

10：00〜16：00

大阪欄間工芸協同組合

友好都市出展コーナー

新潟県妙高市

大阪府能勢町

吹田市内82の事業所と団体が出展

（パネル展示・ミニゲル展示）
第１会議室（カフェ・展示紹介）
和室（着付け体験）／ 茶室（お茶席）

復興支援物産展

トヨタレンタリース大阪

吹田市国際交流協会

ＥＶ

今回は雪遊びのコーナーは
ございません。

自転車置場

第30回記念

3階ロビー

4 階屋上庭園

屋上庭園へのエレベーター

平成25年度（2013年度）

吹田市文化会館メイシアター会場案内マップ

餃子の幸来軒
スリランカ名誉総領事館
クラスタープラン やき然

西改札すぐ
●上巻き寿司と豪華ちらし寿司の販売 吹田鮓商同業組合
す し 祭
至淡路・梅田
●
大阪府飲食業生活衛生同業組合
うなぎ祭
うなぎの販売
●
生ビールフェア
生ビール・日本酒「酒屋魂」試飲・販売 大阪府小売酒販組合吹田支部第一部会
友好都市出展コーナー 滋賀県高島市 / 福井県若狭町 / 新潟県妙高市 / 高知県土佐町 / 大阪府能勢町 / 兵庫県香美町
㊾ ピットインサービス㈱ ★ウォーターサーバーの展示・販売と各種保険の
ご確認とご提案
㊿ フリーボーン㈲ ★スマートフォン用アクセサリーシート、待ち受け画面
と一体化デザイン。
㈱神光 3D紙製ポスター・金属缶3Dシール・カレンダー・絵ハガキ等
公益社団法人 吹田納税協会・近畿税理士会吹田支部・吹田 摂津地区 租
税教育推進協議会 e-Tax（国税電子申告）及び納税協会のPRと税金ク
イズコーナー
BSO企画 ★ヌリフク洗剤Aセット、ヌリフク洗剤ABセット、展示説明
販売
㈱大久 産業用住宅用太陽光発電なら設計から工事完了まで当社にお任せ
下さい。
京阪産業㈱ ★高級だしの素「鰹昆味」など各種調味料の展示販売。
㈱サナンド お肌がしっとりぷるぷるに！ スキンケア商品を特別価格で。
無料体験できます。
社会福祉法人 さつき福祉会 ★各事業所で作っている自主製品の販売
（ラスク・せんべい・クッキー・雑貨）
トップ産業㈱ ★家庭で役立つ生活雑貨のサンプル及び商品の展示・販売。
近藤造酢㈱ ★創業100年を越え、造り続けてきたこだわりのお酢をぜ
ひご賞味下さい。
マミーコットン ★今治タオル省エネ型の地球に優しいタオル
大幸薬品㈱ ★クレベリン森の木酢物語の販売
オリオン粧品工業㈱ ★化粧品・スキンケア商品・ヘアケア・ボディソー
プ・入浴剤・石鹸、他
吹田市消費者団体協議会 ▶第30回吹田市消費生活展「ほんものの豊か
さを求めて」 ▶第45回吹田市消費者のつどい「上手な家計管理につい
て」12日（日）午後2時〜午後4時 メイシアター小ホール 講師 大阪

府金融広報委員会 金融広報アドバイザー 大久保 育子
ニューメディカ・テック㈱ 放射性物質の除去実績もある、宇宙開発の生
命維持技術を応用した浄水装置。
アーキヤマデ㈱ 屋上から環境立献を軸に、太陽光発電、屋上緑化を組み
合わせた防水工法提案。
㈱大日電子 正確に働く遠隔制御機器と宇宙機器と除菌水とまいど1号の
レプリカ展示
公益財団法人 吹田市国際交流協会 外国人スタッフと一緒に世界の文化
を体験。身近な国際交流を楽しみましょう！

吹 田 駅

阪 急 千 里 線

至北千里

５月11日（土）
・12日（日）午前10時〜午後4時

Ⓗ 大阪府飲食業生活衛生同業組合 吹田支部 ★浪花の活力源。鰻で、スタ
ミナバッチリ！ 夏を元気にすごそう！
Ⓘ ぱらけあ“旅”本舗 ぱらけあライフサービス 障がい者おとしよりのお出
かけ旅行を安心装備とトラベルヘルパが演出します。
Ⓙ ㈱ダスキン クリーンアップマイタウン
Ⓚ 北大阪農業協同組合 ★人権啓発コーナー・エコ産業関連展示・体験コー
ナー 園芸用品販売・物品展示販売（米、酒他）
Ⓛ 滋賀県 高島市 ★緑茶、鮒寿し、湖魚佃煮、座禅草最中、丁稚羊羹、と
うふ蒟蒻、さしみ蒟蒻等
Ⓜ 兵庫県 香美町 ★干し魚、カレイ、ハタハタ、スルメ等の特産品の販売
Ⓝ 福井県 若狭町 ★若狭湾で獲れた干物・特産福井梅の加工品・若狭鯖街
吹田市役所・駐車場会場 ★印は販売します。
道「鯖寿司」等の販売
Ⓞ 高知県 土佐町 ★山菜、減農薬野菜、高知の特産品をたくさんお届けし
出展団体・事業所／展示品・出展内容など
ます。
Ⓐ 吹田市造園協同組合 ★植木、鉢花、竹炭、肥料
Ⓟ 新潟県妙高市（妙高ふるさと振興㈱） ★自然が豊富な妙高の地で生産・
Ⓑ 株式会社フレックス北大阪 エネファーム、太陽光発電エコジョーズ、
収穫された米や野菜などを取り揃えています。
ヌック、カワック等大阪ガス機器
Ⓠ 大阪府 能勢町 ★「大阪のてっぺん」能勢町の新鮮な農産物や地玉子・加
Ⓒ アイワホーム㈱ 構造材、断熱材サンプルの展示、もちくばり、パンフ
工品などを販売
レット等の配布
Ⓡ 吹田市シルバー人材センター ★事業の普及啓発を目的に、会員手作りの
Ⓓ 吹田市商業団体連合会 ★フレッシュフルーツ・野菜・ポン菓子・ジュー
手芸品や七宝焼等を出展販売します。
ス・衣料・クッキー等販売
Ⓢ 株式会社イムラサンプル ★食品サンプル展示及びサンプル作成体験。関
Ⓔ 大阪府小売酒販組合 ★生ビールの販売・大阪の酒蔵が大阪の米と大阪の
連商品販売。
水で作った日本酒「酒屋魂」の試飲・販売
Ⓣ 大阪欄間工芸協同組合 ★ミニランマの体験、木製品販売
Ⓕ 大阪府宅地建物取引業協会北大阪支部 不動産無料一般相談所 両日とも、 Ⓤ ㈱川上材木店 ★木材・木工加工品の販売
不動産無料一般相談と子どもお絵かき大会を行います。（よく出来たら賞 Ⓥ 株式会社トヨタレンタリース大阪 車の展示を行ったり、ガラガラ抽選会
品もらえます。）
を実施致します。
Ⓖ 吹田市鮓商同業組合 ★上巻き寿司と豪華ちらし寿司の販売

※フードコートなどでお召し上がり後の食器等のゴミ類は、エコステーション（メイシアター会場・市役所駐車場会場共に 1 ヵ所）へお持ちください。

宇宙の展示会

メイシアター 大ホール 1階 ホワイエ（メイシアター

大ホール 2階入口よりお入りください）

H 2Bロケット、宇宙ステーション補給機「こうのとり」
、国際宇宙ステーション、「きぼう」日本実験棟、
宇宙日本食、ブルースーツ、スペースシャトル 他の模型・レプリカを展示。

第18回

すいた国際交流プラザ

〜 世界を体験しよう！ 〜

Suita International Plaza 2013

日時：5月11日（土）・12日（日）午前10時〜午後4時
場所：メイシアター３階

第30回 吹田市消費生活展

「ほんものの豊かさを求めて」
5月11日（土）・12日（日）
午前10時 〜 午後4時
１階第２練習室

外国人スタッフと一緒に楽しむミニプログラム。大人も子どもも、どなたでも参加できます
★オーストラリアのアボリジニアート ★英語deおりがみ ★ガーナのミュージック＆ダンス
★バングラディシュのヨガ ★なりきり中国書道 ★カレー食べくらべ ★ハロハロプログラム
★外国語のえほんの時間 ★世界一周クイズラリー ★いろんな国のことばにチャレンジ！ など
（プログラムは変更するかもしれません。詳細はFacebookでお知らせします）

ロビー
◆SIFAコーナー

活動紹介パネル、国際交流やボラ
ンティアに関する相談コーナー

◆モンゴルのミニゲル展示

子ども用の民族衣装試着体験、無
料の占い

第1会議室

和室・茶室

◆国際交流団体の活動紹介

◆和服着付け体験 ¥300
地域で活動している11団体（予 （11日のみ） 協力：秋田屋

定）
の活動をパネルで紹介

◆World Café

外国人とその同伴の日本人が対象、
子ども用もあります

世界の喫茶室。
◆お茶席体験 ¥200
マンゴジュース、ラッシー、ベトナム
どなたでも体験できます
コーヒー、サクラ茶など。お菓子付き

主催：吹田市
共催：吹田市消費者団体協議会

第45回 吹田市消費者のつどい

「上手な家計管理について」
講師

大阪府金融広報委員会・金融広報アドバイザー

大久保

育子

5月12日（日）午後2時 〜 午後4時
メイシアター 小ホール
主催：吹田市
共催：吹田市消費者団体協議会

※メイシアター会場・吹田市役所 駐車場会場ともに駐車場がございません。電車または他の交通機関をご利用の上ご来場ください。

