
きらっと☆阪神北オータムフェスタ2018シンボルイベント

阪神北彩りフェスタin伊丹阪神北彩りフェスタin伊丹

伊丹市内で“魅せる 交わる つながる 阪神北の秋”を
テーマに阪神北地域の魅力を広く発信します！

発行元／きらっと☆阪神北オータムフェスタ実行委員会

（平日9：00～17：00 土･日祝日休）

〒665-8567　宝塚市旭町2-4-15
兵庫県阪神北県民局県民交流室内　TEL.0797-83-3133

若い力による音楽やダンスな
ど地域色豊かなステージ、地
域の特産品の販売や地域活
動ブースが会場を彩ります。
また、子どもたちを対象とし
たさまざまな伝統文化のお
稽古体験、伊丹の名所・旧跡
を巡る歴史ウォークなども
開催します。

会場■三軒寺前広場、旧岡田家住宅・旧石橋家住宅
問きらっと☆阪神北オータムフェスタ実行委員会 0797-83-3133
※この事業は、県政150周年記念 ひょうご五国博 ふれあいの祭典 地域事業です。

園田学園女子大学名誉教授の田辺眞人さんによる基調講演やパネル
ディスカッションを通じて、地域の歴史や文化をひもとき、その魅力を
再発見するセミナーを開催します。
会場■伊丹アイフォニックホール／問きらっと☆阪神北オータムフェスタ実行委員会 0797-83-3133

阪神北歴史・文化発見セミナー阪神北歴史・文化発見セミナー10/27
  （土）

11/17
  （土）
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兵庫県建設業協会  伊丹支部

昔も今も、そしてこれからも。
幸せを願って国土建設

一般社団法人

㈱浜田組
㈱林建設
㈱東園組
光建工㈱
㈱備藤工務店
宗像建設㈱

“地域社会に貢献し、明るい豊かなまちを創造する”

〒666-0017  兵庫県川西市火打1丁目1番1号
TEL：072-755-3435　FAX：072-755-3438

一般社団法人 近畿まちづくり協会
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猪名川技建工業㈱
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住本建設㈱
白瀬浚渫興業㈱
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㈱サン・イノベーション
春山組
㈱ニード
㈲森本モータース
㈱宮土エンジニア
㈱アーデント

宝塚市栄町2-1-2 ソリオ2（6F）
Tel. 0797-83-2211

宝塚商工会議所は
「だいすき宝塚」を提唱しています

宝塚商工会議所
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わたしたちは「創造」します－人・感動・緑のまちづくり－
農協市場館　パスカルさんだ一番館（三田）
農協市場館　パスカルさんだフラワー店（三田）
農協市場館　彩菜やまぐち（西宮）
農協市場館　彩菜さくら（西宮）
農協市場館　西宮夢市場（宝塚）
ファマーズマーケット　スマイル阪神（伊丹）
農協市場館　四季の郷（川西）
農協市場館　ほんまもん武庫の郷（尼崎）
米工房　稲穂園　ほんまもん園田の郷（尼崎）

TEL.079-563-7744
TEL.079-569-7622
TEL.078-904-3439
TEL.0798-33-0500
TEL.0797-91-1638
TEL.072-783-6977
TEL.072-791-1312
TEL.06-6433-3441
TEL.06-6496-6610

所在地 神戸市北区有野中町2-12-13
TEL.078-981-6871（営農経済事業部）

一般社団法人 川西建設協会

行きます　聞きます　提案します

キッピー ハッピー

チャッピー

三田の
マスコット

TEL：079-563-4455  FAX：079-563-6675
http：//www.sanda.or.jp

〒669-1531 兵庫県三田市天神1-5-33

三田市商工会

路を築き、
　　災害を防ぎ
　　　　安心をつなぐ。

〒665-0844 宝塚市武庫川町4番3号
　　　　　  宝塚第一コーポラス910号

一般社団法人

兵庫県建設業協会 宝塚支部

TEL.0797-84-5848／FAX.0797-86-2533
E-mail. takaraduka@hyokenkyo.or.jp



開催日■10月13日（土）10：00～19：00
会　場■いたみホール、三軒寺前広場、

有岡城跡公園
問伊丹まち未来株式会社事業局 072-773-8885

元気いっぱいのダンスや踊り
でまちなかを盛り上げる！
第17回いたみわっしょい

伊丹市

宝塚市

開催日■10月13日（土）～14日（日）10：00～17：00
会　場■猪名野神社、宮ノ前通り等
問同実行委員会 072-782-6808

「宮前ふとん太鼓」の巡行や
地元住民による模擬店
秋の宮前まつり

伊丹市

開催日■10月13日（土）、14日（日）
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問伊丹市立図書館「ことば蔵」 072-784-8170

子どもたちが特技を披露する
「スーパーキッズショー」など
秋の宮前まつりinことば蔵

伊丹市

開催日■10月13日（土）～14日（日）
会　場■伊丹市人権啓発センター
問NPO法人伊丹人権啓発協会（「おるか」の会）
072-779-6141

人権について学び、
人権意識を高める
第14回人権フェスティバル

伊丹市

開催日■10月28日（日）
会　場■県立西猪名公園
問県立西猪名公園 072-759-0785

クラフト作り、スタンプラリー、
大道芸、忍者教室など
西猪名まつり

川西市

開催日■10月28日（日）
会　場■県立西猪名公園
問県立西猪名公園 072-759-0785

リサイクルマーケット川西市

開催日■11月11日（日）11：00～15：00
会　場■伊丹小学校校庭
問同実行委員会 072-784-8148

舞台発表や屋台などを通じて
交友の輪を広げる国際まつり
第23回伊丹マダン

伊丹市

開催日■11月23日（金・祝）10：30～15：00
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問消費生活センター 072-772-0261

大人も子どもも消費生活など
を楽しく学べる
いたみ消費者のつどい

伊丹市

開催日■11月21日（水）10：00～11：00
会　場■伊丹市立図書館「ことば蔵」
定　員■20組（11月2日（金）より受付。電話での申込可）
対　象■0～1歳の幼児とその保護者
問伊丹市立図書館「ことば蔵」 072-783-2775

親子で楽しむわらべうた伊丹市

開催日■10月25日（木）～11月4日（日）
会　場■花のみち
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

宝塚アニメフェスタ2018×
ハロウィン
花のみちライトアップ

宝塚市

開催日■10月27日（土）～28日（日）
会　場■阪急宝塚駅周辺
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

コスプレパレードなどを開催
宝塚アニメフェスタ2018×
ハロウィン メインイベント

宝塚市

開催日■10月13日（土）
会　場■県立一庫公園 ネイチャーセンター

会議室、自然観察の森
定　員■20名
参加料■大人300円、子ども100円、3才以下0円
問県立一庫公園 072-794-4970

公園内の色んなドングリを
探してみよう！
自然観察はじめ隊

川西市

開催日■11月10日（土）10：00～16：00
会　場■川西市郷土館
問川西市郷土館 072-794-3354

音楽ステージ、飲食ブース、
地元野菜の直売会など
開館30周年記念
川西市郷土館まつり

川西市

開催日■11月10日（土）
会　場■キセラ川西せせらぎ公園
問街はカーニバル!! プロジェクト（アート・デザイン内） 
072-740-2241

手作りキャンドルシェードの
展示やコンサートなど
かわにし音灯り

川西市

開催日■10月27日（土）
会　場■末広中央公園
問同実行委員会
公式HP（https://zukaon.jp）

伊丹市

開催日■10月20日（土）12：00～
会　場■伊丹市中心市街地
参加料■5枚綴り：

前売3,500円（当日4,000円）、
1枚券：800円（当日のみ）

問伊丹まち未来株式会社事業局
072-773-8885

会場・開催日
■①宝塚北サービスエリア
10月6日（土）～7日（日）、
11月10日（土）～11日（日）9：00～17：00

　②大阪国際空港INFORMATIONひょうご・関西
11月1日（木）～7日（水）10：00～18：00

問兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会
0797-83-3156

川西市

開催日■11月4日（日）
会　場■川西市黒川周辺一帯

（メイン：知明湖キャンプ場）
問川西市文化・観光・スポーツ課
072-740-1161

開催日■10月27日（土）～11月4日（日）
9：00～17：30（10月29日（月）は休、
11月4日は15：00まで）

会　場■伊丹市立中央公民館
問伊丹市立中央公民館 072-784-8000

市内外から募集された美術作品
の中から入賞・入選作品を展示
第53回伊丹市展

伊丹市

開催日■10月13日（土）13：30～
会　場■宝塚ベガ・ホール
参加料■前売500円（当日800円）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

パイプオルガンの連弾を楽しめる
第339回市民のための
オルガンコンサート

宝塚市

開催日■11月10日（土）、
11日（日）9：00～15：00（予定）

会　場■昆陽池公園 多目的広場
問伊丹市農業政策課 072-784-8050

地元新鮮野菜の
販売や園芸市など
伊丹市農業祭

伊丹市

開催日■11月23日（金・祝）～25日（日）9：30～17：00
会　場■スマイル阪神
問スマイル阪神 072-783-6977

地域農産物の理解が深まる
地産地消交流イベント
スマイル阪神オープニング
10周年イベント

伊丹市

開催日■11月11日（日）
会　場■キセラ川西 せせらぎ公園
問川西市商工会 072-759-8222

ステージパフォーマンスや飲
食店、地元野菜の即売会など
第12回川西まつり

川西市

開催日■11月10日（土）～11日（日）10：00～15：00
会　場■パスカルさんだ一番館駐車場特設会場
問三田市農業創造課 079-559-5089

地元自慢の農畜産物が大集合！
第44回さんだ農業まつり

三田市

開催日■10月13日（土）
会　場■JR、神鉄三田駅を中心としたエリア
問三田市商工会 079-563-4455

地産地消をメインとした飲食
店など多彩なお店が出店
第8回三田バル

三田市

開催日■11月3日（土・祝）10：00～15：00 
会　場■西谷ふれあい夢プラザ
問宝塚市農政課 0797-77-2036

実りの秋を迎えた西谷地域の
農産物の即売などを開催
西谷収穫祭

宝塚市

開催日■10月28日（日）10時～16時
会　場■県立有馬富士公園 休養ゾーン大芝生広場
問休養ゾーン活性化推進事業実行委員会
079-562-3040

風と自然の中、人形劇やペーパー
クラフトづくりなどを楽しもう！
ありまふじ ピクニックデー

三田市

開催日■11月3日（土・祝）10：00～16：00
会　場■猪名川町総合公園、イナホール、

生涯学習センター
問同実行委員会 072-766-8783

出展や展示、ステージなど盛り
だくさんの住民交流のおまつり
第51回いながわまつり

開催日■11月20日（火）
会　場■猪名川町文化体育館 小ホール
問猪名川町企画財政課 072-766-8711

第3回猪名川町の未来を
描く高校生フォーラム

開催日■10月28日（日）
会　場■能勢電鉄沿線
定　員■未定
参加料■大人：1,000円、小学生以下：500円

※昨年度実績
問能勢電鉄株式会社 072-792-7716

のせでんkids★ハロウィン
トレイン

川西市

開催日■10月20日（土）～21日（日）10：00～16：00
会　場■県立有馬富士公園 出合いの広場 ほか
問県立有馬富士公園管理事務所 079-562-3040

音楽ステージ、
自然観察会などを開催
ありまふじ
フェスティバル'18秋

三田市 猪名川町 猪名川町

開催日■10月13日（土）10時～12時
雨天時14日（日）に順延

会　場■県立有馬富士公園内
定　員■10組（必ずベビーカーで参加）
参加料■1組300円
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

ベビーカーで初秋の森を
散歩しましょう

三田市

1 2

宝塚音楽回廊2018 ～Peace&Acoustic～
総勢17組のアーティストが出
演する音楽イベント。他にも、
関西の有名店が集うマルシェ
やワークショップなど、昼か
ら夜までスローな体験が盛
りだくさん。

黒川里山まつり2018
秋の里山を舞台に台場クヌギ見
学会や地元野菜・地ビールの販
売、サンマの無料配布など多彩
な催しを開催。

第19回伊丹まちなかバル
「清酒発祥の地 伊丹」にて多種多彩
な飲食店で実施される「食べ歩き」
「飲み歩き」のイベント。      

新名神高速道路・宝塚北SAと大阪国際空
港で、阪神北地域の魅力ある観光情報の
発信や地域特産品の販売を行う。

ひょうご北摂観光アンテナショップ

猪名川町

開催日■10月21日（日）10：00～16：00
会　場■日生中央サピエ 人の広場
問猪名川町観光協会事務局
072-766-8709

猪名川町観光協会発足50周年を記
念したイベント。猪名川町産のお米
を使用したグルメ大会や農産物の
販売などを行う。

いながわ“うまいもん”フェスティバル

三田市

開催日■11月3日（土・祝日）
会　場■三田市まちづくり

協働センターなど
参加料■3,000円

（ペア・グループ割引あり）
問三田市まちのブランド創造課
079-559-5217

伊丹市
・

宝塚市

第2回三田ビール検定
日本人で初めてビール醸造に
取り組んだ川本幸民の業績と
進取の精神にちなんで三田
ビール検定を実施する。

交 流 イ ベ ン ト

食と特産品イベント、農業まつり

歴史、芸術文化イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで



開催日■10月20日（土）10：00～15：00
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
定　員■100名（小学3年生以下は保護者同伴）
参加料■200円
問三田市有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実でペンダントをづくり
秋フェス
「やまのペンダント屋さん」

三田市

開催日■10月21日（日）10：00～15：00
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
定　員■150名（小学3年生以下は保護者同伴）
参加料■200円
問三田市有馬富士自然学習センター 079-569-7727

素焼きのクワガタや
カブトムシに色塗り
秋フェス
「むしむしぬりえ屋さん」

三田市

開催日■10月27日（土）～28日（日）10：00～17：00
（28日は16：30まで）

会　場■東リ いたみホール
参加料■いけばな体験教室：1,000円、呈茶：1席500円
問伊丹市文化振興課 072-784-8043

色とりどりの秋の作品が
会場を彩ります
第32回伊丹いけばな展・
市民茶会

伊丹市

開催日■10月1日（月）～11月4日（日）
9：00～16：00（入園は15：30まで）

会　場■宝塚ダリア園
参加料■入場料：大人200円、子ども100円

花摘み：1本50円～
問佐曽利園芸組合 0797-91-0003

約2万本のダリアが咲き誇る
宝塚ダリア園

宝塚市

開催日■10月5日（金）～8日（月･祝）
10：00～17：00（8日のみ16：00まで）

会　場■あいあいパーク、山本新池公園
問宝塚市農政課（会期中は）あいあいパーク
0797-77-2036／0797-82-3570

約2万点の草花や
庭園樹を展示、販売
第133回宝塚植木まつり

宝塚市

開催日■10月5日（金）～8日（月･祝）
10：00～17：00（8日のみ16：00まで）

会　場■あいあいパーク、山本新池公園
問宝塚市農政課（会期中は）あいあいパーク
0797-77-2036／0797-82-3570

県内で加工生産された花き・
植木等約300点を展示
第59回 兵庫県・宝塚観賞
植物品評会

宝塚市

開催日■11月10日（土）10：00～15：00
会　場■スワンホール 体育館
問同実行委員会 072-781-5371

リサイクル製品の展示・販売
やリサイクル教室などを開催
いたみ環境&リサイクル･
フェア2018

伊丹市

開催日■11月25日（日）予定
会　場■東リ いたみホール 多目的ホール
定　員■150名（申し込み先着）
問伊丹市環境保全課 072-784-8054

「おふろ」をテーマに暮らしの工夫を紹介
いたみでCOOL CHOICE
～おふろに入って暖かく過ごそう～

伊丹市

開催日■11月10日（土）12：45～17：00
会　場■宝塚ホテル
定　員■100名（申し込み先着）
問兵庫県阪神北県民局環境課
 0797-61-4015

宝塚市

開催日■10月20日（土）～
21日（日）9：00～16：00
（入園は15：30まで）

会　場■宝塚ダリア園
参加料■入場料：大人200円、

子ども100円／
花摘み：1本50円～

問佐曽利園芸組合 0797-91-0003

宝塚ダリア園でミニフラワーアレジメント体験
ダリア花まつり

宝塚市

開催日■11月17日（土）
会　場■県立一庫公園

ネイチャー
センター会議室

定　員■20名
参加料■参加費・材料費：

3,000円
問県立一庫公園
072-794-4970

クリスマスを彩るポインセチアの寄せ植え教室
花と緑の教室

川西市

開催日■11月23日（金）
10：30～12：00

会　場■川西市郷土館
参加料■一般200円、

大高生150円、
中小生100円

問川西市郷土館
072-794-3354

東谷などで撮影された野鳥についてのお話の会
野鳥お話の会

川西市

開催日■11月11日（日）10：00～12：00
会　場■三田市三輪明神窯史跡園
参加料■700円
問三輪明神窯史跡園 079-563-8211

来年の干支「亥」イノシシ
の置物づくり

三田市

開催日■11月17日（土）～18日（日）10：00～16：00
会　場■三田市ガラス工芸館
問三田市ガラス工芸館 079-564-5111

もっとガラス体験を
身近に感じるイベント
秋のアートフェスティバル
2018

三田市

開催日■11月18日（日）、
24日（土）
13：00～16：00

会　場■三田市有馬富士
自然学習センター 
プレイルーム

定　員■30名
（小学3年生以下
は保護者同伴）

参加料■500円
問三田市有馬富士自然学習
センター 079-569-7727

木の実や枝を使った壁飾りづくり
季節の飾り

三田市

開催日■11月25日（日）13：00～16：00
会　場■三田市有馬富士自然学習センター プレイルーム
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
参加料■200円
問三田市有馬富士自然学習センター 079-569-7727

落ち葉のカラフルアート三田市

開催日■10月28日（日）
13：00～16：00

会　場■三田市有馬
富士自然学習
センター
プレイルーム

定　員■25名
（小学3年生以下
は保護者同伴）

参加料■300円
問三田市有馬富士自然学習
センター 079-569-7727

アサリの貝殻でつくる
蝶の卓上飾り

三田市

開催日■11月11日（日）13：00～16：00
会　場■三田市有馬富士自然学習センター プレイルーム
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
参加料■200円
問三田市有馬富士自然学習センター 079-569-7727

折り紙で万華鏡三田市

開催日■10月27日（土）13：00～16：00
会　場■三田市有馬富士自然学習センター プレイルーム
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
参加料■200円
問三田市有馬富士自然学習センター 079-569-7727

小枝とドングリを使って
フォトスタンドづくり
どんぐりフォトスタンド

三田市

開催日■10月28日（日）、
11月18日（日）／10：00～16：00

会　場■旧九鬼家住宅資料館
問三田ふるさと学習館 079-563-5587

旧九鬼家住宅2階特別公開三田市

開催日■9月15日（土）～10月14日（日）10：00～
16：00（休館日を除く）

会　場■川西市郷土館
参加料■一般300円、大高生200円、中小生150円
問川西市郷土館 072-794-3354

灯りがともしだす癒し空間
開館30周年記念 秋の特別
企画展 心象風景「和こころ」

川西市

開催日■10月6日（土）13：30～14：30
会　場■川西市郷土館
参加料■一般200円、大高生150円、中小生100円
問川西市郷土館 072-794-3354

藤田伊津子さんによる朗読
朗読の会

川西市

開催日■10月21日（日）、11月23日（金・祝）
会　場■県立一庫公園 ワークショップルーム
定　員■20名
参加料■材料費：300円
問活動団体ひとくら森のクラブ 072-794-4970

木を使った可愛い動物やクラフト
づくり､手作りうどんも味わおう
クラフト教室

川西市

開催日■10月8日（月・祝）
会　場■三田市総合文化センター郷の音ホール 

大ホール
参加料■一般1,500円、友の会1,200円、

高校生以下 500円（3歳未満入場不可）
問郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101

ハイクオリティな演奏をお届け
スーパーキッズ・オーケストラ
指揮：加藤完二

三田市

開催日■11月16日（金）
14：00～

会　場■宝塚
ベガ・ホール

参加料■前売500円
（当日700円）

問宝塚市文化財団
0797-85-8844

“ワンコイン・ワンアワー”の
音楽会
よりみち音楽会

宝塚市

開催日■11月17日（土）～23日（金）
会　場■宝塚シネ・ピピア
参加料■1回券：前売1,000円（当日1,200円、学生・

シニアは当日1,100円）、3回券：2,700円（前
売のみ）、黒澤明4作品500円（当日券のみ）

問宝塚シネ・ピピア 0797-87-3565

宝塚映画製作所の作品を上映
第19回宝塚映画祭

宝塚市

開催日■11月18日（日）14：00～
会　場■宝塚文化創造館
参加料■一般：前売3,500円（当日 4,000円）、

高校生以下：前売1,750円（当日同額）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

宝塚歌劇の名曲をお届けする
タカラヅカ・ノスタルジック
コンサート

宝塚市

開催日■11月20日（火）14：00～
会　場■宝塚ベガ・ホール
参加料■前売500円（当日800円）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

いにしえのひびきにのせて
チェンバロコンサート
～ローマへの音旅～

宝塚市

開催日■11月2日（金）～11日（日）
※宝塚文化創造館は6日（火）迄

会　場■宝塚文化創造館、アートギャラリー彩遊館、
K-LEWiS、友金アパート、ナチュールスパ

問宝塚アートプロジェクト 080-1437-3811

宝塚にゆかりのある現代美術
作家による展覧会など
宝塚現代美術てん・てん2018

宝塚市

開催日■11月3日（土・祝）～4日（日）13：00～ 
会　場■宝塚ベガ・ホール
参加料■500円（両日共通券）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

第52回宝塚市民合唱祭宝塚市

開催日■11月8日（木）14：00～
会　場■宝塚ソリオホール
参加料■前売2,000円（当日2,500円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

昭和の流行歌を歌いましょう、
踊りましょう！
昭和のうたコンサート

宝塚市

開催日■11月10日（土）10：30～
会　場■宝塚文化創造館、花のみち・さくら橋公園
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

公園に動物園がやってくる
宝塚あきぞらげきじょう
～自然とアートの
　秋フェスタ～

宝塚市

開催日■10月14日（日）13：30～15：30
会　場■宝塚市立東公民館ホール
参加料■申し込み先着
問宝塚市教育委員会社会教育課 0797-77-2029

万籟山古墳発掘調査
成果報告講演会

宝塚市

開催日■10月25日（木）①10：30～②14：00～
会　場■宝塚ソリオホール
参加料■1回券：前売800円（当日1,000円）、

2回券：1,200円（前売のみ）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

シネマ イン ソリオ
～没後25年オードリー・
　ヘプバーン特集～

宝塚市

開催日■10月28日（日）
14：00～

会　場■宝塚
ベガ・ホール

参加料■一般：
前売3,500円
（当日4,000円）、
学生：
前売1,500円
（当日2,000円）

問宝塚市文化財団
0797-85-8844

世界で活躍する演奏家のリサイタル
木嶋真優
ヴァイオリンリサイタル

宝塚市

開催日■11月1日（木）～4日（日）10：00～16：00
会　場■宝塚市立中央図書館 桜ガ丘資料室
問宝塚市立中央図書館 市史資料室 
0797-85-0648

旧松本邸
2018秋の一般公開

宝塚市
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開催日■10月20日（土）～11月26日（月）
10：00～17：00

会　場■宝塚市立中央図書館 聖光文庫展示コーナー
問宝塚市立中央図書館 市史資料室 0797-85-0648

宝塚市域を通る鉄道の歴史
にまつわる展示を開催
明治150年記念企画展

宝塚市

開催日■10月19日（金）①14：30～②18：00～
会　場■宝塚ソリオホール
参加料■前売1,500円（当日2,000円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

日本のうたをジャズでお届け
ライブ イン ソリオ！

宝塚市

北摂里山の魅力発信と持続的な保
全に向けた取組みを進めるため、
国内外の活動家を招聘した国際セ
ミナーを開催する。

北摂SATOYAMA国際セミナー

里山・環境、くらしイベント

いけばな、園芸イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで



 

 


