１３ 令和元年（２０１９年）１２月１日
た け のうち

か い

ど う

竹内街道・横大路の沿道１０市町村と大阪府、奈良県では、市民・企業・大
学などと連携し、街道のある周辺地域の魅力の再発掘や活性化に取り組ん
でいます。毎年、沿道１０市町村が集結して行う竹内街道・横
大路（大道）まつりを今年は堺市役所で開催します。詳しくは
竹内街道・横大路〜難波から飛鳥へ日本最古の官道「大道」〜
活性化実行委員会ホームページ（右の２次元コード）参照。
#土木監理課（!２２８―７４１６ !２２８―３９６４）。
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特設ステージ
会場：市役所本館１階エントランスホール

〜日本最古の官道
（国道）
に最高の感動あり〜
今から約１,４００年前の飛鳥時代、竹内街道・横大路（大道）は、大陸からの玄関口である難
波津（大阪湾）と政治の中心地であった飛鳥を結ぶ日本最古の官道（国道）として整備されま
した。室町時代には、西端の堺は海外との貿易の港湾都市として、東端の今井町は寺内町
として発展し、それぞれ濠（ほり）に囲
まれた自治都市が築かれました。
今井町出身の今井宗久は堺で商才を
発揮し、堺の茶人・武野紹鷗のもとで
茶の湯を学びました。町や人をつな
ぎ、茶の湯などの文化を育んだ多くの
歴史的魅力を持つ街道は、平成２９年に
文化庁から「日本遺産」に認定されまし
た。いつも通り慣れている道を、歴史
上の人物も通っていたかと思うと、な
んだかロマンを感じませんか。

イルミネーション 堺東〜大小路〜堺駅

17：00〜23：30
期間中、堺東から堺駅を華やかなイルミネーションで彩ります（下
記イルミネーションMAP参照）。堺でしか体験できない冬の花見をお
楽しみください。
堺市中心市街地活性化協議会事務局（堺まちづくり株式会社内
☎275-6630 ℻275-6693）、音と光の空間演出と堺プロジェクシ
ョンアート・アワードは堺プロジェクションアート実行委員会（広報
部シティプロモーション担当内 ☎228-7340 ℻228-8101）。

竹内街道・横大路沿いにある今井町の風景

市内の児童・生徒や芸人など、多彩な出演
者がまつりを盛り上げます。出演時間など
は、同実行委員会ホームページ参照。

歴史講演会

〜竹内街道沿いに築かれた大王の陵(みささぎ)〜
会場：市役所本館３階大会議室

▲堺桜彩イルミネーションホームページはこちら

!YOSHIMOTO KOGYO

泉陽高校軽音楽部 S.L.M.S（ジャズライブ）

その他の出演者
お笑い芸人・なだぎ武
（お笑いミニライブ）

街道 PR 大使 あまゆーず
（ゆーみん）
（ミニライブ）

お笑い芸人・いなかのくるま（司会）
英彰 Dance School
（キッズダンス）
横山$哉（ピアノ）・秦幹治（バリトン）
（クラッシックミニコンサート）
堺・泉州ご当地アイドル・Culumi（ミニライブ）

堺西高校女子ダンス部
「STORM CREW」
（創作ダンス）

市小学校 器楽クラブ
（ブラスバンド）

堺御陵太鼓（和太鼓）

春分・秋分の日に太陽が三輪山の山頂に昇り、二上山
を越えて大阪湾に沈むことから竹内街道・横大路は「太
陽の道」と呼ばれます。
また、三輪山の大神神社を頭、二上山の長尾神社を尾
と見立て、「龍の道」とも言われます。
この道に沿うように築かれた大王墓や関連遺跡につい
て、専門家が古墳の出現期から終末期までを３部構成で
話します。
同街道が古くから果たしてきた重要な役割について学
んでみませんか。
無料。直接会場へ。当日１０時から各回の整理券を配
布。先着各１００人。
「桜井市の王墓と遺跡 ―纒向遺跡を中心に―」
桜井市纒向学研究センター研究員・森暢郎
"第２部 １３：００〜１４：００
「竹内街道と磯長谷古墳群」
太子町生涯学習課課長補佐・鍋島隆宏

和菓子作り・おもてなし呈茶

特産品物産展・キッチンカー

会場：市役所高層館1階ロビー

会場：Minaさかい(市役所前)

街道ともゆかりのある茶の
抹
湯。千利休のふるさと堺で、茶
茶
と
の湯とともに歴史のある和菓子
和
菓
作りを楽しんでみませんか。い
子
ずれも無料。直接会場へ。
!和菓子作り体験!１１・１３・１５時から開催。各回１時
間前から整理券を配布。先着各１２人。
!おもてなし呈茶!１１〜１６時の３０分ごとに開催。先着
２００人。当日１０時から整理券を配布。

桜彩メニューの一例

フォトコンテストを開催

音と光の空間演出

桜彩メニュー・クーポン

｢みなさんの見つけた堺桜彩の魅力｣をテーマ
に、写真を募集しています。入賞者には素敵な景
品があります。締め切りは 1 月 15 日。応募方法な
どは、同イルミネーションホームページ参照。
ホームページ参照。

市役所高層館21階展望ロビー
役所高層館21階展望ロビー（17時30分〜21時〈１月
11 日を除く〉
を除く〉）、熊野・市小学校、関西電力南大阪配電営
、熊野・市小学校、関西電力南大阪配
業所ショーウインドーに「イ
「インスタ映え」スポットが登場し
ます。設置場所は下記イルミネーションMAPの★参照。
ます。設置場所は下記イル

周辺の同メニュー実施店舗では、イルミネーシ
ョン開催に合わせた特別メニューやお得なサービ
スが楽しめます。詳しくは同イルミネーションホ
ームページ参照。

"第３部 １４：１５〜１５：１５
「竹内街道と世界遺産 百舌鳥・古市古墳群」
堺市博物館学芸員・白神典之

イルミネーションMAP

観光ボランティアによる
ミニガイドツアー
日本遺産の竹内街道と堺の歴史を歩いて巡る１時間半
のツアーです。
１１時に市役所高層館２１階展望ロビーに直接集合。先着
４０人。無料。

関西大学×SDGｓ未来都市・堺 連携シンポジウム

〜持続可能な未来社会へのアクション〜

★

【基調講演】SDGs を自分事化して世界を変革する担い手に
国連広報センター所長・根本かおるさん
【パネルディスカッション】
SDGs―持続可能な未来社会の担い手づくり―
（ファシリテーター）関西大学学長補佐・岡田忠克さん
【事例発表】
社会を生き抜く力を育むリテラシー教育―りそなキッズアカデミーの取り組み―
りそなホールディングス SDGs 推進室グループリーダー・厚海大介さん
パ
ネ 【事例発表】おすそわけ食を活用した「誰ひとり取り残さない」地域づくり―フードド
リ ライブと子ども食堂―
ス
ふーどばんく OSAKA スタッフ・山田理美さん
ト 【事例発表】
未来を創る環境教育―熊野エコツアーの取り組み
関西大学教授・村川治彦さん

★
★

★

みんなで参加
しましょう

関西大学堺キャンパス

誰一人取り残さずに私たちの世界をより良くするためには、私たち一人ひ
とりが SDGs に関する理解を深め、SDGs の達成に向けたアクションを起
こしていくことが大切です。
「未来を生きる子どもたち」に焦点を当てた取り組みの紹介などを通じて、
持続可能な未来社会の担い手づくりを考えるシンポジウムを開催します。
"はがきか FAX、電子メールで「SDGs 未来都市・堺シンポジウム」参加
希望、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を１月６日（必着）までに関西大学堺
キャンパス事務室地域連携担当（〒５９０―８５１５ 堺区香ヶ丘町１丁１１―１ !
２２９―５０２４ !２２９―５０８２
sakai!info@ml.kandai.jp）へ。無料。先着３００人。
#同担当か環境政策課（!２２８―３９８２ !２２８―７０６３）。
電 子
メール

展望ロビー スポットイメージ

★＝音と光の空間演出スポット

沿道１０市町村の
ご当地グルメや特
産品【写真】が大集
合。キッチンカー
も出店します。
個性豊かな味わ
いや魅力ある特産
品が楽しめます。

1月18日（土） 14〜16時15分

昨年度入賞作品

"第１部 １０：３０〜１１：３０

未来のクリエイターを発掘

「堺の人気有名人！？」
の
フォトフレームがもらえる

期間中、エリア内のチェックポイントと桜彩メニュー実施店舗にある７種類のポスタ
期間中、エリア内の
のチェックポイ
イントと桜彩メニュー実施店舗にある７種類のポス
ーのうち、専用のスマ
マホアプリで５
５種類撮影すると、あの有名人と一緒に撮影できる
ーのうち、専用のスマホアプリで５種類撮影すると、あの有名人と一緒に撮影できるフ
トフレ ム【右下イメ
ジ】がダウ
ォトフレーム
【右下イメージ】
がダウンロードできます。
ポスターの掲示場所やア
の掲示場所やア
アプリのダウンロ ドについて
ポスターの掲示場所やアプリのダウンロードについて
は、同イルミネーションホームページ参照。
は、同イル
ルミネーション
ンホームページ参照。
＃堺桜彩イルミ
2019

堺の人気有名人
（約1600 歳）

スマホアプリでスタンプラリー

学生が「堺の魅力」をテーマに自由・斬新な発想で表
現した映像作品【写真】を上映し、来場の皆さんの投票
で最優秀作品を決定します。期間中（17時30分〜21
時〈１月11日を除く〉）、高層館21 階展望ロビーで。

大手前大学・ミュラミノフ
「三本の槍」

大手前大学・四ッ葉
「つながり」

インスタグラムで共有♪

期間中、上記のスタンプラリーにより入手したフォト
期間中、
上記のスタン
ンプラリーにより入手したフォト
フレームで、堺桜彩イルミネーションや桜彩メニュー実
フレームで
で、堺桜彩イル
ルミネーションや桜彩メニュー実
施店舗を背景に自撮り写真を撮影し、｢＃堺桜彩イルミ
施店舗を背景に自撮り写
2019｣のハッシュタグを付けてインスタグラムに投稿
した方の中から、抽選で 10 人に素敵な景品をプレゼン
トします。

#堺桜彩イルミ2019

帝塚山学院大学・映像研Q会
関西大学総合情報学部
井浦ゼミ
「SAKAI Romantic Words
「ミュシャ・プロジェクションアート」
〜堺を彩る言の葉たち〜」

