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枚方市(市長：伏見隆)、交野市(市長：黒田実)、北大阪商工会議所(会頭：北本明)、     

京阪ホールディングス株式会社(社長：加藤好文)では、京阪電気鉄道株式会社の特別協力の

もと、大阪府、枚方文化観光協会、交野市星のまち観光協会、摂南大学、関西外国語大学と

連携して、2018 年 7月 7日(土)から産官学連携プロジェクト「星のまち 枚方・交野 天の川

ツーリズム」を実施します。 

 このプロジェクトは、“七夕伝説ゆかりの地”である枚方市、交野市における地域資源の  

活用やまちの魅力創造、情報発信の強化により、両市に、人と人が出会い、交流する機会を

創出するとともに、両市を流れる七夕伝説ゆかりの天野川と並走する京阪電車交野線での 

来訪促進と沿線活性化を目指すものです。3年目となる今年度は、「ふれあいさんぽ」と題し、

交野線沿線の七夕伝説と織姫･彦星ゆかりの名所や史跡を巡る「枚方･交野 七夕伝説 スタン

プラリー」を実施するとともに、両市の自然･歴史･文化を日帰り体験できるオリジナル観光   

コンテンツをご用意しています。また、両市の広報紙 7 月号では七夕特集を掲載し、両市が

七夕伝説ゆかりの地であることを発信しています。 

スタンプラリーは、枚方市、交野市各 4 つのスタンプポイントを設置し、全ての箇所で  

スタンプを押印してご応募いただくと、京阪グループの大阪水上バス株式会社が運航する 

淀川舟運「淀川浪漫紀行」ペアチケットや両市のオリジナル日本酒セットをいずれも抽選で

プレゼントします。また、各市 1箇所以上のスタンプ押印してご応募いただくと、77名様に

700 円分のオリジナルＱＵＯカードを抽選でプレゼントします。 

一方、体験コンテンツでは、枚方市、交野市各 5 コースを

ご用意しています。枚方市コースでは、慶長 5 年(1600 年)  

創業の塩熊商店の「塩」を使った塩麴作り体験、自家栽培の

無農薬野菜の試食を通して満喫いただくほか、平安貴族の 

別荘があった渚院跡に近接する御殿山神社の歴史に触れなが

らヨガ体験をお楽しみいただきます。また、交野市コースで

は、岩窟修行と陶芸体験、都市近郊農業を体験いただける  

コースや給食センター見学とクッキング体験、酒蔵見学と  

パスタづくりを組み合わせた体験、植物園で朝ヨガ体験、  

座禅体験と純粋はちみつを味わう体験など、人と人が出会い、

交流する機会を創出します。詳細は別紙のとおりです。 

 

“七夕伝説ゆかりの地”枚方市･交野市 

7 月 7 日(土)から「星のまち 枚方･交野 天の川ツーリズム」を実施します 

〇京阪電車交野線沿線の七夕伝説と織姫・彦星ゆかりの名所や史跡を巡る 
「枚方・交野 七夕伝説 スタンプラリー」を実施します。 

〇枚方市・交野市の自然・歴史・文化を日帰り体験できる観光コンテンツを創造し、 
来訪促進と沿線活性化を目指します。 

〇両市の「七夕伝説」をテーマにしたまちの魅力を発信するパンフレット 
「枚方・交野ふれあいさんぽ」を発行します。 

▲「枚方・交野 ふれあいさんぽ」 

パンフレット表紙 



(別紙) 
 

1. 「星のまち 枚方・交野 天の川ツーリズム」について 

交野市の「機物神社」に祀られている織姫と、枚方市の「観音山公園」にある牽牛石   

(牽牛･彦星)が、年に一度七夕の日に天の川(天野川)に架かる「逢合橋」で出会うとの  

言い伝えから、枚方市と交野市は“七夕伝説ゆかりの地”といわれています。 

共通の地域資源である「七夕伝説」を持つ枚方市と交野市は、まさに「出会いのまち」。

両市を流れる七夕伝説ゆかりの天野川と並走する京阪電車交野線とともに、名所や史跡

など沿線の魅力をＰＲし、交野線を利用した来訪･交流促進と地域の活性化を目指します。 

なお、このプロジェクトでは、産官学の団体が「枚方･交野天の川ツーリズム推進協議

会」を構成し、京阪電気鉄道株式会社の特別協力のもと、2016 年度には、交野線でのラ

ッピング電車運転や駅装飾、沿線スタンプラリー、日帰りバスツアーを、2017 年度には、

スイーツコンテストや天野川に生息するヨシを活用した名産品づくりなど、さまざまな

取り組みを実施しています。 

(ご参考)「枚方･交野天の川ツーリズム推進協議会」構成団体 

枚方市、交野市、北大阪商工会議所、京阪ホールディングス株式会社、大阪府、

枚方文化観光協会、交野市星のまち観光協会、摂南大学、関西外国語大学 
 

2. 枚方・交野 七夕伝説 スタンプラリーについて 

(1)実施期間  2018年 7月 7日(土)～2018 年 12月 25日(火) 

(2)内 容  京阪電車交野線沿線の七夕伝説と織姫･彦星ゆかりの名所や史跡などに

設置した 8 箇所のスタンプポイントをめぐっていただきます。パンフレ

ット「枚方･交野 ふれあいさんぽ」裏面のスタンプラリーシートに、各

市 1 カ所以上のスタンプを押印された方と全てのスタンプをコンプリー

トされた方に、抽選で賞品をプレゼントします。 

ス タ ン プ ラ リ ー ポ イ ン ト 

 

枚方市：百済寺跡、天津橋、観音山公園牽牛石、

渚院跡の 4箇所 

交野市：機物神社、逢合橋、星田妙見宮、天の

川七夕橋の 4箇所 

※スタンプ設置場所はパンフレット参照。なお、スタ

ンプを押印できない曜日や時間帯があります。 

賞      品 

 

■「コンプリート賞」(8 箇所すべてのスタンプ

を押印) 

応募者の中から抽選で当選者に「幕末維新の

淀川舟運 淀川浪漫紀行」クルーズペアチケッ

ト(1 名)または日本酒 2 本セット(彦星の山・

織姫の里)(3 名)を郵送します。 

■「天の川賞」(2 箇所以上（枚方市 1 箇所、交

野市 1箇所は必須）でスタンプを押印) 

応募者の中から抽選で当選者(77 名)にオリジ

ナルＱＵＯカード(700円分)を郵送します。 

 

 

 



3. 枚方市・交野市の自然・歴史・文化を日帰り体験できる観光コンテンツについて 

(1)実施期間  2018年 7月 30日(月)～2018年 12 月 21日(金) 

   (2)内  容 

①枚方市コース 

(A) 抹茶のいただき方体験と京街道巡り  

プロのカメラマンによるスマホ撮影テクニック講座 

・開 催 日：10月 28日(日) 

・会 場：市立枚方宿鍵屋資料館、京街道枚方宿 

・定 員：10人 

・料 金：2,700 円(税込) 

・所要時間：約 3時間 

・予約･お問い合せ：枚方文化観光協会 ☎072-804-0033 FAX:072-804-0022 

・予約期間：開催日の 1週間前まで 

(B)京街道で楽しむ歴史・文化と味 

・開 催 日：8月 6日(月)、17日(金)、9月 3日(月)、14日(金)、 

10月 15日(月)、19日(金)、11月 5日(月)、16日(金)、 

12月 3日(月)、21 日(金) 

・会  場：市立枚方宿鍵屋資料館、☆野菜 Ristorante、 

ひらかた観光ステーション 

・定  員：10人／日 

・料  金：4,200 円(税込) 

・予約･お問い合せ：枚方文化観光協会 ☎072-804-0033 FAX:072-804-0022 

・予約期間：開催日の 1週間前まで 

(C) 天の川沿いの商店街でペアリングの手作り体験 

・開 催 日：8月 4日(土)、5日(日)、25日(土)、26 日(日)、9月 8日(土)、 

9日(日)、29日(土)、30日(日)、10月 13日(土)、14日(日)、 

27日(土)、28日(日)、11月 10日(土)、11日(日)、24日(土)、 

25日(日) 

・会  場：宝石のタカセ・マイリングスタジオ枚方店(宮之阪中央商店街) 

・定  員：2組 4人／日 

・料  金：お一人 5,000 円(税込) 

・予約･お問い合せ：宝石のタカセ･マイリングスタジオ枚方店 ☎072-849-6767 

・予約期間：11月 30日(金)までの営業日(水・木曜休業) 

(D)神社でお外ヨガ 

・開 催 日：9月 5日(水)、19 日(水)、10月 3日(水)、11月 7日(水)、21日(水) 

・会  場：片埜神社、御殿山神社、カフェ カミュゥ 

・定  員：8人／日 

・料  金：2,000 円(税込) 

・予約･お問い合せ：カフェ カミュゥ ☎072-865-7310 

・予約期間：開催日の 1週間前まで 

 

 



(E)彦星見守る古民家でオリジナルワークショップ 

・開 催 日：8月 7日(火)、9月 4日(火)、10月 9日(火) 

・会  場：café zakka gallery FLAG 

・定  員：6人／日 

・料  金：3,500 円(税込) 

・予約･お問い合せ：café zakka gallery FLAG ☎072-845-4566 

・予約期間：開催日の 2週間前まで 

②交野市コース 

(F)交野の食に触れよう！ 

○新鮮野菜！交野ブランドを収穫して味わおう！ 

・開 催 日：11月 10日(土)、11日(日)、14 日(水)、17日(土)、18 日(日) 

・会  場：大矢農産 ※京阪電車交野市駅まで送迎あり 

・定  員：20人／日 

・料  金：3,000 円(税込) 

・所要時間：約 2時間 

・予約･お問い合せ：大矢農産 ☎080-3788-6543 

・予約期間：10月 28日(日)まで 

○学校給食・夏休み親子料理教室「七夕行事食に挑戦しよう！」 

・開 催 日：7月 30日(月)、31日(火)  9時 15分集合 

・会  場：おりひめ給食センター 

・定  員：25人／日 

・料  金：500 円(税込) 

・所要時間：約 2時間 30分 

・予約･お問い合せ：交野市星のまち観光協会 ☎050-3740-7262 

・予約期間：７月 17日(火)～20日(金) 

(G)天孫降臨の地・磐船神社での岩窟修行と心やすらぐ空間での陶芸体験 

・開 催 日：8月 11日(土・祝)、9 月 29日(土)、10月 6日(土) 

・会  場：磐船神社、竜工房巡 

・定  員：10人／日 

・料  金：5,000 円(参拝料･作品送料を含む)(税込) 

・予約･お問い合せ：竜工房巡 ☎090-2119-4480 

・予約期間：開催日の 2週間前まで 

(H)植物園で朝のヨガ体験 

・開 催 日：10月 4日(木)、18日(木)、11月 8日(木)、22 日(木) 

・会  場：大阪市立大学理学部附属植物園 

・定  員：20人／日 

・料  金：2,000 円(入園料を含む) 

・所要時間：約 1時間 

・予約･お問い合せ：スタジオ オンブラージュ ☎080-6127-0309 

・予約期間：開催日の 2週間前まで 

 

 

 



(I)心も身体も健康に！座禅体験と純粋ハチミツ 

・開 催 日：9月 2日(日)、10月 14 日(日)、11月 11 日(日) 

・会  場：実相院、茨木養蜂園 

・定  員：10人／日 

・料  金：1,500 円(税込) 

・予約･お問い合せ：交野市星のまち観光協会 ☎050-3740-7262 

・予約期間：開催日の 2週間前まで 

(J)日本酒とイタリアン！酒蔵見学とパスタづくり体験 

・開 催 日：9月 15日(土)、22日(土)、10月 20日(土) 

・会  場：大門酒造、オステリア ブリッコラ 

・定  員：10人／日 

・料  金：4,500 円(税込) 

・所要時間：約 3時間 

・予約･お問い合せ：交野市星のまち観光協会 ☎050-3740-7262 

・予約期間：開催日の 1週間前まで 
 
 

以  上 

 

 


