見る触れる味わう動く感じる学ぶ楽しむ

SAKAI CITY

リンクスクエア

堺市の人と人を結ぶ、
これからの堺を「つむぐ広場」

ク
保存版

入場無料

日

日

小雨決行、荒天中止

あさ10 時 〜よる８時

堺市市民交流広場（堺市役所前・堺地方合同庁舎前）
※プログラムにより時間は異なります。

tsukurusakai.com

https://www.facebook.com/tsukurusakai

https://twitter.com/tsukurusakai3

SAKAI CITY

はじめに

リンクスクエア

リンクスクエア 2016 について
この広場は、堺市民のもの。
「アクティ
堺市では市役所前を起点とし

ブに行動する人たち」が集う場にしたい。
この広場から新しい出会いが生まれ、こ

たスペースを、
さまざまな人や物、

れからの新しい堺市の「なにか」が生ま

あるいは、情報の交流拠点とし

れ、これからの堺市がつくられていく…。

てご利用していただくことをめ

2018年度のグランドオープンに先駆

ざして、広場の整備を進めてい

け、堺市で活躍する人々の交流の場、

ます。今後も順次整備を続け、

2018 年度
グランドオープン！

2018年度に5,700平方メート

「LINKSQUARE2016」を開催！

ルの大広場としてグランドオー

各方面で活躍する堺の人たちを中心に、

プン予定です。

様々な人やお店が広場に集まりました！
※2015 年「堺 広場 楽 8.29」食と遊びの夏送りからのイメージ写真です。

C ON T E NT S
はじめに

1 - 2 ページ

会場エリアマップ

3 - 4 ページ

20(日) アート＆クラフト

5 ページ

21(祝・月)アート＆クラフト
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22(火) 暮らし・子育て

7 ページ

23(水) 健 康
24(木) 文化・歴史・伝統産業

8

とは

ページ

地元商業者、活動団体の代表、公募市民が

ページ

堺市市民交流広場のあり方と使い方につい

9 ページ

て行ってきた議論をもとに、懇話会委員の有

25(金) エコロジー

10 ページ

志が組織した団体（市民交流広場のイベント

26(土) キッズ

11 ページ

を市民のアイデアでつくる会）です。

27(日) スポーツ

12 ページ

同時開催イベントのごあんない 13 -14
参加者一覧リスト

1

完成イメージ図
完成予想図

ページ

14〜17 ページ

●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●写真や図は実際と異なる場合があります。

広場の活用を考えることをきっかけに「何か
をやりたい！」堺の人たちとどんどんつなが
っていきたいと思っています。
【WEBサイト】http://tsukurusakai.com
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SAKAI CITY

会場エリアマップ
堺市市民交流広場に、子どもからおとなまでが楽しむことのできるお店や
ワークショップ、音楽やパフォーマンスなど、様々なジャンルの人たちが集まりました。
堺の魅力を日替わりで感じることができる8日間。
ここから新しいつながり、未来の堺を見つけてください！

堺東駅
西口

会場周辺図
堺地方合同庁舎前広場

野菜やお菓子、手作り小物などの雑貨 etc…

堺市内の

飲食店を中心に、様々なお店

お気に入りを見つけてください。

が出店。

堺の美味をお楽しみください！
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G

エリア

エリア

F

I

エリア

D

E
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エリア

エリア

エリア

エリア

30

C

エリア

堺市役所

堺地方合同庁舎

ジョルノ

飲食

堺東駅南口

号線

マルシェ・軽飲食

堺市役所前広場

府道

H

エリア

堺市役所前広場

リンクスクエア

オープンスペース
パフォーマンスから講習会まで。
多目的スペース。

B

エリア

?

G

インフォメーション

ステージ

A

ライヴやラジオ、楽しさ発信！

F

E

エリア

自転車駐輪場

エリア

エリア

D

H

エリア

C

環濠茶論「参加団体PRブース」

休憩・ワークショップ

I

疲れたときは一休み。ごゆっくり！

エリア

堺を良くしようと活動する団体が
ざ っ く ば ら ん に 情 報 交 換 す る 会。
参加団体の活動をパネル展示で
紹介します。

大阪府立農芸高校
「農業クラブ活動展示」
平成 29 年に創立 100 周年を迎える
農業の専門高校です。事務局校とし
て今年開催する農業クラブ全国大会
を紹介します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー社会
に向けた取組を推進。活動内容や水素エ
ネルギー PR をパネルで紹介します。

3
3

北玄関

市役所高層館 1F

パネル展示

知る！学ぶ！体験する！
きっと新しい発見が！

エリア

エリア

エリア

ワークショップ

マルシェ・ ワークショップ

26(土)・27(日)開催

スポーツ・遊び
身体を動かそう！楽しく遊ぼう！
心地良い汗を流しましょう！

ステージ
アート、音楽、パフォーマンス
…五感で感じるひとときを。

堺地方合同庁舎前広場

※20・21日はさかいアルテポルト黄金芸術祭のアート展示があります。

茶室

堺観光ボランティア協会
呈茶チーム 茶々の会
「黄金の茶室、抹茶と和菓子」

ご協力の

21（祝）〜25(金) 11:00〜16:00

●会場に持ち込んだゴミは

菜の花色の黄色い制服で堺の町をおも
てなしの心でご案内。黄金の茶室前で
心がリッチになる「呈茶と堺の和菓子」
を召し上がれ。

おねがい

●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●写真や図は実際と異なる場合があります。

エリア

人工芝

G

エリア

各自お持ち帰りください。

●会場内は全面禁煙となっ ております。
ご喫煙は所定
の喫煙コーナーをご利用

H

ください。

I

エリア
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20 (日)
A

エリア

アート＆クラフト
B

くえろ・くえら 11：00-14：00
[イタリア料理のお弁当]
白鷺駅近くのイタリア料理屋。
フィレンツェの三ツ星店で修業し
たシェフが作るワンコインランチ
を販売します。

パン屋kotubu 10：00〜
[自家製酵母、
オーガニックのパン販売]
宇宙の法則に従い添加物不使用、無
農薬素材にこだわっています。自家
製有機全粒粉、自家製酵母、国産米
粉の無添加パンを販売します。

s l ow l i f e 10：30-15：00
[天然酵母パン・バーガー販売]
天然酵母のパンと手作りバーガーや
カスクード、パンケーキランチのお
店。天然酵母パン、黒毛和牛バー
ガー、焼き菓子を販売します。

堺のめぐみマルシェ 10：00-20：00
[地場野菜・料理、
加工品]
堺市市民交流広場（市役所前）で毎
週マルシェを開催。堺市北部の地場
野菜と、それらを利用した料理や加
工品を販売します。

やまさん阪本 10：00-20：00
[手作りコロッケミンチカツ]
鹿児島の自社牧場で肥育した黒毛和
牛をフレッシュ販売しています。手
造りのコロッケ・ミンチカツを販売
します。

堺泉酒造 10：00-20：00
[日本酒の販売]
44 年ぶりに堺に酒造が復活！蔵人
が全て手作りで丹精込めて仕込んで
います。手作りのしぼりたての生酒
をぜひ一度ご賞味ください。

〜市役所高層館1階〜
環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

〜市役所高層館南〜

さかいアルテポルト黄金芸術祭
「こそだち応援あそびっこ ひみつとしょしつ 」
10:00〜16:00
ひっそりこっそりと絵本を読みにき
ませんか？古墳型アートの中での読

エリア

柚子辛凛（ゆずからりん）10：00-17：00
[ 香辛料の 販売]

つなぐキッチン そらのいろ 10：00-16：00
[焼菓子・国産紅茶葉]

安心、安全、無添加にこだわった主
婦の口コミで広がった柚子胡椒。柚
子と香にこだわり、体が喜ぶ柚子胡
椒を販売します。

二十四節気ごとに変わるランチや素
朴な焼き菓子のお店。国産小麦やて
んさい糖、白みそ、豆乳等を使った
おやつを販売します。

お菓子の国ふ〜ゆ 10：00〜
[ 焼き菓子販売]

然・禅〜ZEN 10：00-16：00
[アロマテラピーワークショップ]

堺区のキャラデコ等のオーダーケー
キ専門店。キッズお菓子教室も実施。
見た目にカワイイ、食べて美味しい
焼き菓子を販売します。

メリーさんの野菜畑 10：00-17：00
[野菜販売 Merry's Marche]

アロマワークショップ「おかあさん
のくすり箱」を不定期で開催中。コ
コロやカラダに働きかけるアロマス
プレーやバスボム作り。

日本ボーイスカウト堺第1団 10：00-15：00
[スマートボール、活動パネル展示、森の教室]

和歌山県を中心とした新鮮な野菜や

堺区を拠点にスカウト活動をしてい

フルーツを販売しています。朝採り

る元気で楽しい団です。手作りスマー

野菜のマルシェを実施します。

トボールと森の教室を行います。

Le café de soeurs 10：00-17：30
[焼菓子・菓子パン等の販売]

Charla＊Muchacha 10：00-18:00
[手作り品販売 木工・アクセサリー]

手作りケーキやランチを、女性ひと
りでも入りやすい可愛いカフェで提
供しています。手作り焼き菓子と菓
子パンを販売します。

D E

エリア

エリア

F

エリア

堺少女歌劇団 10：00-11：00
[パフォーマンス]
地元堺東の思いを受け、本物を目指
してがんばる少女歌劇団。オープニ
ングを堺や夢をテーマにした歌とダ
ンスで華やかに彩ります。

堺市で子育てをしながら手作りを楽
しんでいるママたちのグループ。木
工・アクセサリー・ニット小物・ミ
ニチュア等お手頃価格で販売。

F

エリア

10:00
11:00

サイクルアーマーズ
[ヒーローと遊ぼう！] 10：00〜
堺市初のご当地ヒーロー！地元と子
どもたちの為に活動しています。
「サ
イクルアーマーサーカイチス」が会
場内をパトロール！

さかいアルテポルト黄金芸術祭
「アルテポルト☆ラジオ」
12：00-14：00
音楽と堺を愛する DJ 加美幸伸さん

ステージタイムテーブル
〜オープニングセレモニー〜
つくるさ会 堺少女歌劇団

12:00
13:00

「アルテポルト☆ラジオ」
さかいアルテポルト黄金芸術祭

14:00

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
14:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。

のナビゲートによるオリジナルイベ
ント。トークや古墳時代ショーも。

NPO氷彫刻会 西日本地方本部
[氷の彫刻] 13：00-15：00
氷彫刻の紹介とふれあいを行ってい
ます。氷の彫刻パフォーマンス、小
学生以下を対象としたアイスグラス
作り体験を実施します。

み聞かせも行います。
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C

エリア

●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

H

エリア

さかいアルテポルト黄金芸術祭
「アート展示」10:00〜16:00
古墳からインスピレーションを得て
描かれたヴァーチャルなメビウスの
輪の上を歩くアート。府庁内や商店
街のアートも探しに行こう！

A

エリア

白鷺駅近くのイタリア料理屋。
フィレンツェの三ツ星店で修業し
たシェフが作るワンコインランチ
を販売します。

slo w lif e 10：30 -16：00
[ 天 然酵母パン・バ ーガー販売]
天然酵母のパンと手作りバーガーや
カスクード、パンケーキランチのお
店。天然酵母パン、黒毛和牛バー
ガー、焼き菓子を販売します。

やまさん阪本 10：00 - 20：00
[手作りコロッケミンチカツ]
鹿児島の自社牧場で肥育した黒毛和
牛をフレッシュ販売しています。手
造りのコロッケ・ミンチカツを販売
します。

堺泉酒造 10：00 - 20：00
[ 日 本酒の販売]
44 年ぶりに堺に酒造が復活！蔵人
が全て手作りで丹精込めて仕込んで
います。手作りのしぼりたての生酒
をぜひ一度ご賞味ください。

そや堺ええまちつくり隊
[芋煮の販売] 11：00 -15：00
堺市市民交流広場で 8 月の第一土曜
日に盆踊りを堺東商店街と連携して
開催しています。芋煮と日本酒、ホッ
トワインを販売します。

さかい市民にぎわい市 10：00 - 15：00
立礼による[もてなし茶席]（抹茶席）
堺東の活性化、災害支援等のボラン
ティア活動を目的に、市民が主体と
なって活動中。抹茶席でおもてなし
をします。

D E

エリア

C

エリア

くえろ・くえら 11：00 -14：00
[イタリア料理のお弁当]

エリア

21 (祝・月)

アート＆クラフト
B

F

エリア

さかいアルテポルト黄金芸術祭
「I ｍ Flower」10：00-16：00
福島県の子どもたちとのワーク
ショップから、草木を身にまとい自
然と一体になり、遊び、学ぶ場を作
りながらポートレートを記録。

「アルテポルト☆ラジオ」
12：00-14：00
音楽と堺を愛する DJ 加美幸伸さん
のナビゲートによるオリジナルイベ
ント。トークや古墳時代ショーも。

ソプラノ歌手 谷内暁子
「堺ゆかりの歌」14：00-15：00
堺の名歌の普及等、堺を中心に音楽
活動を続け、昨年 40 周年を迎えま
した。ピアノ弾語り・大正琴とのコ
ラボ、合唱を披露します。

柚子辛凛（ゆずからりん）10：00-17：00
[ 香 辛料の 販 売]

エリア

堺観光ボランティア協会イベント工房
[ファッションショー] 11：00 -16：00

安心、安全、無添加にこだわった主
婦の口コミで広がった柚子胡椒。柚
子と香にこだわり、体が喜ぶ柚子胡
椒を販売します。

お菓子の国ふ〜ゆ 10：00 〜
[ 焼き菓 子販売]

菜の花色の黄色い制服で堺の町を
おもてなしの心でご案内。甲冑姿
や古代衣装で変身、タイムスリッ
プ「イベント工房」。

堺観光ボランティア協会 華美芝居部隊
[華美（紙）芝居] 11：00-16：00

堺区のキャラデコ等のオーダーケー
キ専門店。キッズお菓子教室も実施。
見た目にカワイイ、食べて美味しい
焼き菓子を販売します。

堺格子実行委員会Quas 11：00 -18：00
[紙芝居、堺格子アイテム販売]

菜の花色の黄色い制服で堺の町を
おもてなしの心でご案内。堺の面
白い昔話他、華麗な絵巻きの「華
美芝居」を上演します。

日本ボーイスカウト堺第1団 10：00-15：00
[スマートボール、活動パネル展示、森の教室]

堺格子を堺のシンボルマークに昇
華させるために活動中。堺格子を
広めるための紙芝居やアイテムを
販売します。

さかいアルテポルト黄金芸術祭
[存在物ワークショップ] 10：00 -16：00

堺区を拠点にスカウト活動をしてい
る元気で楽しい団です。手作りスマー
トボールと森の教室を行います。

Charla＊Muchacha 10：00-18:00
[手作り品販売 木工・アクセサリー]

透明ホース＋マップピン＝プリオル
ガノン。身近な素材から可愛い素敵
な未知なる生き物を生み出し、ご自
宅に飾ってあげましょう！

〜市役所高層館1階〜
環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

大阪府立農芸高校「農業クラブ活動展示」
平成 29 年に創立 100 周年を迎え
る農業の専門高校です。事務局校と
して今年開催する農業クラブ全国大
会を紹介します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「 活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

堺観光ボランティア協会
呈茶チーム 茶々の会
「黄金の茶室、抹茶と和菓子」
11:00〜16:00
菜の花色の黄色い制服で堺の町をお
もてなしの心でご案内。黄金の茶室
前で心がリッチになる「呈茶と堺の
和菓子」を召し上がれ。

〜市役所高層館南〜
さかいアルテポルト黄金芸術祭
「こそだち応援あそびっこ ひみつとしょしつ 」
10:00〜16:00
ひっそりこっそりと絵本を読みにき
ませんか？古墳型アートの中での読
み聞かせも行います。

堺市で子育てをしながら手作りを楽
しんでいるママたちのグループ。木
工・アクセサリー・ニット小物・ミ
ニチュア等お手頃価格で販売。

F

ステージタイムテーブル

エリア

12:00

「アルテポルト☆ラジオ」
13:00
14:00
15:00

さかいアルテポルト黄金芸術祭
「 堺 ゆ か り の 歌」
ソプラノ歌手 谷内暁子

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
15:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。

H

エリア

さかいアルテポルト黄金芸術祭
「 アート展示」10:00〜16:00
古墳からインスピレーションを得て
描かれたヴァーチャルなメビウスの
輪の上を歩くアート。府庁内や商店
街のアートも探しに行こう！

6

22

A

エリア

堺泉酒造 17：30-20：00
[日本酒 飲食]
44 年ぶりに堺に酒造が復活！蔵人
が全て手作りで丹精込めて仕込んで
います。手作りのしぼりたての生酒
をぜひ一度ご賞味ください。

H appyマ ル シ ェ 関 西
[飲 食]
10：00-19：00
堺市他で Happy マルシェ等のマル
シェを実施しています。A エリアで
は、ケバブ、石釜ピッツァ、クレープ、
コーヒーを販売します。

〜市役所高層館1階〜
環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

大阪府立農芸高校「農業クラブ活動展示」
平成 29 年に創立 100 周年を迎え
る農業の専門高校です。事務局校と
して今年開催する農業クラブ全国大
会を紹介します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

B

C

エリア

エリア

堺観光ボランティア協会イベント工房
[ファッションショー] 11：00 -16：00

H appyマルシェ関西
[飲 食]
10：00-19：00

〜 市役所B１階 森のキッチン〜
にじゆら「手ぬぐいワークショップ」
14:00〜16:00

菜の花色の黄色い制服で堺の町を
おもてなしの心でご案内。堺の面
白い昔話他、華麗な絵巻きの「華
美芝居」を上演します。

リサイクルやエコロジー&エコノ
ミーを考える会。家庭にある空き
ビン（200ml程度）を持ってきて
下さい。

Re*Q 10：00-16：00
[ 手作り雑貨販売]
フリーペーパーによる SHOP の紹介
やイベントの企画運営をしています。
活動紹介やフリーペーパーの配布、
雑貨販売を行います。

アロマサークル citrus
[アロマワークショップ]

Charla＊Muchacha 10：00-18:00
[手作り品販売 木工・アクセサリー]

10：00-14：00
日常に取り入れているアロマの情報
交換やクラフトの制作。初めての方、
お子さまでも楽しめるアロマクラフ
トの体験教室を行います。

堺市で子育てをしながら手作りを楽
しんでいるママたちのグループ。木
工・アクセサリー・ニット小物・ミ
ニチュア等お手頃価格で販売。

D

E

エリア

エリア

榎小学校PTAリサイクルサークル
[エコカバン作り]
10：00-12：00

[

リサイクルやエコロジー & エコノ
ミーを考える会。児童クラブと年１
回の製作活動も。D エリアでは新聞
紙でエコバックを作ります。

堺消防署
天ぷら油燃 焼 実験
火災報知 器PR
10：00-12：00

F

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
18:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。

●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

]

火災予防の意識を高めていただくた
め、住宅防火対策相談、住宅用火災
報知器の展示、天ぷら油の燃焼実験
を行います。

エリア

堺の染工場が「注染」伝承のために
立ち上げた手ぬぐいブランド。親子
で楽しめる手ぬぐいを使ったボンボ
ンヘアゴム作りを行います。

7

堺観光ボランティア協会 華美芝居部隊
[華美（紙）芝居] 11：00 - 16：00

榎小学校PTAリサイクルサークル
[廃油ろうそく作り] 10：00-12：00

堺観光ボランティア協会
呈茶チーム 茶々の会
「黄金の茶室、抹茶と和菓子」
11:00〜16:00
菜の花色の黄色い制服で堺の町をお
もてなしの心でご案内。黄金の茶室
前で心がリッチになる「呈茶と堺の
和菓子」を召し上がれ。

菜の花色の黄色い制服で堺の町を
おもてなしの心でご案内。甲冑姿
や古代衣装で変身、タイムスリッ
プ「イベント工房」。

堺市他で Happy マルシェ等のマル
シェを実施しています。B エリアで
は、イチゴ、お茶、鯖寿司、野菜ド
ライフルーツを販売します。

A

エリア

堺のめぐみマルシェ
[地場野菜地場野菜料理、加工品]
10：00 - 20：00
堺市市民交流広場（市役所前）で毎
週マルシェを開催。堺市北部の地場
野菜と、それらを利用した料理や加
工品を販売します。

堺泉酒造 17：30 - 20：00
[ 日 本酒 飲食]
44 年ぶりに堺に酒造が復活！蔵人
が全て手作りで丹精込めて仕込んで
います。手作りのしぼりたての生酒
をぜひ一度ご賞味ください。

Re*Q 10：00-16：00
[ 手 作り雑 貨販売]
フリーペーパーによる SHOP の紹介
やイベントの企画運営をしています。
活動紹介やフリーペーパーの配布、
雑貨販売を行います。

23
C

B

エリア

エリア

社会福祉法人コスモス 森のキッチン
[クッキー等の販売] 10：00-17：00

堺観光ボランティア協会イベント工房
[ファッションショー] 11：00 -16：00

堺市役所地下１階にて地域の方が集ま
る場として食堂を運営。市内の障がい
者が作る商品の販売も。
「さかい物語
みんなのクッキー」を販売します。

古代衣装、甲冑、時代衣装で変身！
来場者と一緒に広場でなりきり
ファッションショーを行います。

大阪愛農食品センター 10：00〜
[有機野菜・果実販売]

堺観光ボランティア協会 華美芝居部隊
[ 華 美（ 紙）芝居] 11：00 -16：00

有機野菜・果実や無添加加工食品等
の宅配を行っています。地元堺や岸
和田の有機農産物、無添加のオリジ
ナル加工食品を販売します。

堺の偉人、歴史、面白話等、華美（紙）
芝居に仕立てて、分かりやすく、楽
しく、ドラマチックに上演します。

グリーンクロックス 10：00-15：00
[大阪府立大学産野菜販売]

堺観光ボランティア協会 ガイド部
[歴史文化ミステリーのミニガイド]
11：00-16：00

大阪府立大学中百舌鳥キャンパスで
工場レタス「学園菜」を生産。大阪
府立大学の植物工場産レタスと農場
野菜を販売します。

市民交流広場周辺の堺の知らなかった
歴史、文化、施設、おもろい所、ミス
テリーをミニガイド、 エぇ〜こんな
ん知らんかったワァ〜ウソ！こんな所
にこんなものが！ を巡ります。

丈六愛菜市
[野菜販売] 10：00〜

〜市役所高層館1階〜

堺観光ボランティア協 会
「古墳グッズづくり」
10：00-17：00

地産地消で新鮮・安全・安心な農
産物を販売。旬の新鮮野菜を販売
します。

いま古墳が可愛い、古墳にコーフン！
百舌鳥古墳群世界遺産を目指し、皮
や木工細工でオリジナル古墳グッズ
を作ってみませんか？

環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

大阪府立農芸高校「農業クラブ活動展示」
平成 29 年に創立 100 周年を迎え
る農業の専門高校です。事務局校と
して今年開催する農業クラブ全国大
会を紹介します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「 活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

堺観光ボランティア協会
呈茶チーム 茶々の会
「黄金の茶室、抹茶と和菓子」
11:00〜16:00
菜の花色の黄色い制服で堺の町をお
もてなしの心でご案内。黄金の茶室
前で心がリッチになる「呈茶と堺の
和菓子」を召し上がれ。

D E

エリア

エリア

あい情 報
[ 暮らしの 相 談サロン]
10：00-16：00

セレッソ大 阪
[キックターゲット]
15：00-17：00
プロサッカークラブ「セレッソ大阪」
のキックターゲットが広場に登場！
目指せ高得点！！

高齢者とそのご家族の暮らしの相談。
フリーペーパーを配布。健康やお掃
除の相談。モップのお試し受付（ダス
キン大仙支店）。

F

エリア

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
18:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。

8

24
A

B

エリア

堺泉酒造 17：30-20：00
[日本酒 飲食]

エリア

堺観光ボランティア協会イベント工房
[ファッションショー]
11：00-16：00

44 年ぶりに堺に酒造が復活！蔵人
が全て手作りで丹精込めて仕込んで
います。手作りのしぼりたての生酒
をぜひ一度ご賞味ください。

H appyマ ル シ ェ 関 西
[飲 食]
10：00-19：00

C

エリア

古代衣装、甲冑、時代衣装で変身！
来場者と一緒に広場でなりきり
ファッションショーを行います。

堺観光ボランティア協会 華美芝居部隊
[華美（紙）芝居]
11：00-16：00

堺市他で Happy マルシェ、年 2 回
Makanai マルシェを実施。鯖寿司と
パン、コーヒー、お茶、ドライフルーツ、
焼き芋、ハンバーガーを販売します。

堺の偉人、歴史、面白話等、華美（紙）
芝居に仕立てて、分かりやすく、楽
しく、ドラマチックに上演します。

堺観光ボランティア協会 ガイド部
[歴史文化ミステリーのミニガイド]
11：00-16：00

〜市役所高層館1階〜

市民交流広場周辺の堺の知らなかった
歴史、文化、施設、おもろい所、ミス
テリーをミニガイド、 エぇ〜こんな
ん知らんかったワァ〜ウソ！こんな所
にこんなものが！ を巡ります。

環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

大阪府立農芸高校「農業クラブ活動展示」
平成 29 年に創立 100 周年を迎え
る農業の専門高校です。事務局校と
して今年開催する農業クラブ全国大
会を紹介します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「活動紹介パネル」

[

]

堺市世界文化遺産推進室
百舌鳥・古市古墳群
世界文化遺産登録
推進PRパネル展
10：00〜
百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録
に向け、推薦書原案作成や機運を醸
成する取組を行っています。その活
動の PR を行います。

産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

堺観光ボランティア協会
呈茶チーム 茶々の会
「黄金の茶室、抹茶と和菓子」
11:00〜16:00
菜の花色の黄色い制服で堺の町をお
もてなしの心でご案内。黄金の茶室
前で心がリッチになる「呈茶と堺の
和菓子」を召し上がれ。

F

エリア

当社製品は堺コンベンション協会の
堺優良みやげ品に認定されています。
お料理に欠かせない包丁の研ぎ直し
と柄の修理を行います。

大阪府生菓子協同組合堺支部
おかよし味匠庵
[和菓子販売] 10：00-16：00
和菓子の製造販売を行っています。
おいしい和菓子をいろいろ販売し
ます。

浜寺餅 河 月 堂
[和菓子販売] 10：00-16：00
堺市の伝統産業の一つである和菓子
の販売及び堺市、関西大学と共同開
発した「アスリート餅」の PR 販売
を行います。

堺昆布加工業協同組合
株式会社マツモト
[昆布製品販売] 10：00-16：00
江戸時代後期、北前船で北海道から
運ばれてきた昆布の加工は、堺の伝
統産業です。とろろ昆布やおぼろ昆
布等を販売します。

堺線香工業協同組合
[線香販売]
10：00 -16：00
イベントでの線香販売、線香実演
を実施。平成 25 年 7 月「堺線香」
が地域団体商標に登録されました。
今回は、線香を販売します。

大醤株式会社
[醤油・調味料の販売]
10：00 -16：00
大醤は、寛政一二年（西暦 1800
年）創業の醤油醸造元です。醤油
と調味料を販売します。

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
18:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。

9

川澤刃物工業株式会社
[刃物販売] 10：00-16：00

●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

エ
A

エリア

アンディオール 10：00-15：00
[コンフィチュール販売]
ジャム作り歴 14 年。フロマージュ
コンフィチュールの専門店。クリー
ムチーズスプレッドとコンフィ
チュールの販売（試食あり）
。

堺泉酒造 17：30-20：00
[ 日 本酒 飲食]
44 年ぶりに堺に酒造が復活！蔵人
が全て手作りで丹精込めて仕込んで
います。手作りのしぼりたての生酒
をぜひ一度ご賞味ください。

H a p p y マ ルシェ関西
[飲 食]
10：00-19：00
堺市他で Happy マルシェ、年 2 回
Makanai マルシェを実施。鯖寿司と
パン、コーヒー、お茶、ドライフルーツ、
焼き芋、ハンバーガーを販売します。

堺エコロジー大学
[ソーラークッカー体験教室]
10：00〜13：00 ※A エリア東側
環境に関する講座を実施。太陽光を
利用して調理ができる「ソーラー
クッカー」の説明と体験を行います。

B

環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

大阪府立農芸高校「農業クラブ活動展示」
平成 29 年に創立 100 周年を迎え
る農業の専門高校です。事務局校と
して今年開催する農業クラブ全国大
会を紹介します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

堺観光ボランティア協会
呈茶チーム 茶々の会
「黄金の茶室、抹茶と和菓子」
11:00〜16:00
菜の花色の黄色い制服で堺の町をお
もてなしの心でご案内。黄金の茶室
前で心がリッチになる「呈茶と堺の
和菓子」を召し上がれ。

C

エリア

エリア

堺 自転車のまちづくり・市民の会
[マナークイズ、ヘルメット展示]
10:00-15:00

堺観光ボランティア協会イベント工房
[ファッションショー]
11：00-16：00

啓発以外にも健康や環境によい自転
車の魅力を伝えています。自転車の
ルール・マナークイズの実施、啓発
の他、ヘルメットの展示も行います。

錦ロイヤル 10：00-15：00
[MTB試乗＆ヘルメット販売]
スポーツバイク、カヌー、カヤック、
キャンプ用品等のショップ。マウン
テンバイクの展示と試乗、ヘルメッ
トの展示販売をします。

サイクルヒーロー（サカイサイクル株式会社）
[自転車乗り方講習会]
10：00-16：00
子ども用から電動アシスト車、スポー
ツ車まで、自転車販売と修理のお店
です。お子さま向けの自転車乗り方
講習会を行います。

D

エリア

堺市水素エネルギー社会推進協議会

[燃料電池自動車（FCV)の展示]
10：00-16：00

〜市役所高層館1階〜

25

産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。水素エネ
ルギーのＰＲとして、燃料電池自動
車（ＦＣＶ）を展示。

堺 自転車のまちづくり・市民の会

[ロードバイク等展示]
10：00-15：00

啓発以外にも健康や環境によい自転
車の魅力を伝えています。色々な自
転車の展示を行います。

F

エリア

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
18:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。

古代衣装、甲冑、時代衣装で変身！
来場者と一緒に広場でなりきり
ファッションショーを行います。

堺観光ボランティア協会 華美芝居部隊
[華美（紙）芝居]
11：00-16：00
堺の偉人、歴史、面白話等、華美（紙）
芝居に仕立てて、分かりやすく、楽
しく、ドラマチックに上演します。

堺観光ボランティア協会 ガイド部
[歴史文化ミステリーのミニガイド]
11：00-16：00
市民交流広場周辺の堺の知らなかった
歴史、文化、施設、おもろい所、ミス
テリーをミニガイド、 エぇ〜こんな
ん知らんかったワァ〜ウソ！こんな所
にこんなものが！ を巡ります。

さかい環境学 習クラブ
[エコおもちゃ作り]
10：00-16：00
環境にやさしい行動をめざして「市
民公開講座」を随時開催。容器など
の再利用によるおもちゃ作りとおも
ちゃ遊び（無料）を行います。

堺エコロジー大学
[ソーラークッカー展示と解説]
14：00〜16：00
太陽光を利用して調理ができる「ソー
ラークッカー」の展示と解説を行います。
家庭にあるコンロのアルミカバーで簡
単に作れます。

E F

エリア

エリア

サイクルヒーロー（サカイサイクル株式会社）
[お子様向自転車乗り方講習]
10:00-16：00
子ども用から電動アシスト車、スポー
ツ車まで、自転車販売と修理のお店
です。お子さま向けの自転車乗り方
講習会を行います。

大阪府堺警 察 署 交 通 課
[自転車マナー講習]
14：30-15：00
警察署交通課職員による、自転車マナー
の講習を行います。自転車のまち堺で、
マナーよく自転車に乗りましょう。

10

26
A

エリア

深井ファン！ (ガシバル）
[飲食店] 11：00 -17：00
深井のファンを増やすため、深井の
良さを伝えようと活動中。深井の飲
食店による飲食ブースです。

ナカモズグレイト！ (ガシバル）
[飲食店] 11：00 -17：00
中百舌鳥の飲食店が集まり、地域
のグルメ紹介をしています。中百
舌鳥を代表する店舗による飲食販
売を行います。

B

アンディオール10：00-20：00
[コンフィチュール販売]

エリア

Re*Q 10：00-16：00
[手作り雑貨とちょこっとカフェ]
フリーペーパーによる SHOP の紹介
やイベントの企画運営をしています。
活動紹介やフリーペーパーの配布、
雑貨販売を行います。

ジャム作り歴 14 年。フロマージュ
コンフィチュールの専門店。クリー
ムチーズスプレッドとコンフィ
チュールの販売（試食あり）
。

伊勢屋食品 10：00-17：00
[漬物小売]
堺で創業 70 余年。素材にこだわっ
た昔ながらの漬物屋です。水ナスを
はじめ季節のお野菜を真心こめて、
手作りで提供します。

boon boon 10：00-17：00
[ハンドメイドと暮らしの雑貨]

〜市役所高層館1階〜

C

エリア

G

エリア

日本ボーイスカウト 堺第1団
[スマートボール、活動パネル展示、森の教室]
10：00-15：00

ハンドメイドでリンクしたママ友
2 人で初出店します。あみバッグ
をはじめ、暮らしを楽しむ雑貨た
ちを販売。

堺区を拠点にスカウト活動をしてい
る元気で楽しい団です。手作りスマー
トボールと森の教室を行います。

環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

H

エリア

さかいボランティア連絡会
[手作りおもちゃ、バルーンアート、人形劇、紙芝居]
10:00〜16:00

[子ども向けヨガ]
yoga aksara
.

堺市を拠点に活動している 247 の
ボランティアグループの集まり。手
作りおもちゃ、バルーンアート、人
形劇、紙芝居等を行います。

①10：30〜 ②11：45〜

緑化センターで不定期に kids yoga
を開催。ヨーガのポーズを練習した
後、
「だるまさんが転んだ」で遊ぼう！

ボーネルンド [ あそび広場]
13：00- 16：00

F

6 ヶ月の赤ちゃんから 12 歳までを
対象とした室内遊び場キドキド。
360°の回転運動ができるサイバー
ホイールの体験会を実施します。

エリア

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
12:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。
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●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●写真はイメージです。

ス
B

A

エリア

eni-bru and Bar Kiln
[クラフトビールとカクテルの販売]
11：00-17：00
なかもず駅前の夜を賑わす「Bar
klin」と「eni-bru」。ワインとハ
イボール、樽生クラフトビールの
コラボブースで出店します。

泉北だんぢりキッチン
[泉北カレー] 10：00-15：00
「泉北をつむぐまちとわたし」プロ
ジェクトから生まれた企画。泉北
ニュータウンの公園で造るカレーを
囲み、仲間と活動しています。

やまさん阪本 10：00-20：00
[手作りコロッケミンチカツ]
鹿児島の自社牧場で肥育した黒毛和
牛をフレッシュ販売しています。手
造りのコロッケ・ミンチカツを販売
します。

堺伽俚 [ 黒毛和牛カレー]
11：00〜14:00
スプーンでほぐれる程柔らかい国
産 黒 毛 和 牛 を 使 っ た カ レ ー で す。
ボリューム満点でこだわりの深み
のあるカレーを販売します。

ノ ースサイド
[たこ焼き 介護用品の展示]
10：00-14：00
北区で高齢者のニーズに合わせて
カラオケ、ゲーム等を行い、自立
支援を行っています。介護用品の
展示と説明を実施します。

エリア

TEPPO 10：00-20：00
[ Tシャツ販 売]
ＩＮＶＥＣＴＩＶＥの古墳シャツの
販売と、堺の鍛冶屋「佐助」で修業
中のフランス人エリックによる古墳
講座を行います。

堺で創業 70 余年。素材にこだわっ
た昔ながらの漬物屋です。水ナスを
はじめ季節のお野菜を真心こめて、
手作りで提供します。

NPO法人堺者 10：00-17：00
[フォトラリー]
健康的で環境にも配慮したロハス志
向を元に堺の新しい暮らしのデザイ
ンを提案しています。堺再発見サイ
クルフォトラリーを実施。

堺ブレイザーズ 10：00-17：00
[プロモーションブース]
男子バレーボール「堺ブレイザーズ」
は地域密着型クラブチーム。パネル
展等、堺ブレイザーズの活動を紹介
します（選手参加有）
。

D

エリア

Yogaroom まるさんかくしかく
[はじめてのヨガ]
10：00-11：00
子供からシニアの方まで幅広い年代
の方に楽しんでいただけるヨガ教室
です。初めての方でも気持ちいい、
楽しいヨガを行います！

エリア

環濠茶論「参加団体PRブース」
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。
参加団体の活動をパネル展示で紹介
します。

堺市水素エネルギー社会推進協議会
「 活動紹介パネル」
産学官連携のもと、水素エネルギー
社会に向けた取組を推進。活動内容
や水素エネルギー PR をパネルで紹
介します。

C

エリア

Re*Q 10：00-16：00
[手作り雑貨とちょこっとカフェ]
フリーペーパーによる SHOP の紹介
やイベントの企画運営をしています。
活動紹介やフリーペーパーの配布、
雑貨販売を行います。

伊勢屋食品 10：00-17：00
[漬物小売]

H
〜市役所高層館1階〜

27

I

エリア

ボーネルンド [あそび広場]
10：00-16：00
6 ヶ月の赤ちゃんから 12 歳までを
対象とした室内遊び場キドキド。
360°の回転運動ができるサイバー
ホイールの体験会を実施します。

紙カフェ[堺かるた大会]
10：00-12：00
紙カフェは「紙」と「堺」にごだわ
るコンセプト・カフェです。超大判
の「堺かるた」のかるた取り。走り
回って取り札ゲット！

F

エリア

SAKAI UNPLUGGED FESTIVAL vol.2
12:00〜20:00

アコースティックにこだわり、子供から
大人までじっくり楽しめる、関西で活動
するミュージシャン達による、ちょっと
オトナな音楽祭。

環濠茶論
[S-1グランプリクイズ大会]
15：00-16：00
堺を良くしようと活動する団体が
ざっくばらんに情報交換する会。堺
に一番詳しいのは誰？「堺知識王決
定戦 S-1 グランプリ」開催！

G

エリア

日本ボーイスカウト 堺第1団
[スマートボール、活動パネル展示、森の教室]
10：00-15：00
堺区を拠点にスカウト活動をしてい
る元気で楽しい団です。手作りスマー
トボールと森の教室を行います。

さかい市民にぎわい市
[ キ ンボール] 10:00〜15:00
堺東の活性化、災害支援等のボラン
ティア活動を目的に、市民が主体と
なって活動中。大きなボールを使った
キンボールを行います。

堺区太極拳の集い[太極拳]
14：00-15：00
生涯スポーツとして、「太極拳で健
康 促 進」を 目 的 に 市 民 交 流 広 場 で
活 動 中。太 極 拳 の 表 演 と 来 場 者 も
交えた体験を実施します。

12

ント
3.20 (日) 10:00 〜15:30

ガシ横マーケットプラス！
堺東商店街（南海高野線 堺東駅下車すぐ）

3.24(木)・25(金)・26(土)
「３世代で遊ぼ！商店街で遊ぼ！」がテーマ。

手作り雑貨が所狭しと並ぶノスタルジックな雰

囲気と、出店者が丹精込めて演出したブースを

（毎月第 3 日曜日開催）
じっくりお楽しみください。

ガシバル（堺東まちなか”逸品バル”）
堺東駅周辺で開催

９回目を迎える堺東商店街の
名物イベントです。
スペイン風居酒屋（バル）を
イメージした「飲み物と逸品」
を気軽に。
堺 東 の 美 味 い 逸 品（一 品）
をバルスタイルでご堪能くだ
さい！

3.27(日) 8:00 〜12:00 ※雨天決行

革新一者「堺かふぇマル」
阪堺線 綾ノ町電停前 西側歩道界隈

綾乃町

朝かふぇマルシェ
（阪堺線綾乃町駅前周辺）
神明町

堺のメインストリート、ちんちん
電車が走る大道筋に美味しい朝

素敵なお花で日曜日の朝をさわ
やかに過ごしませんか？
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●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ガシバル
（堺東駅前周辺）

ガシ横
マーケットプラス！
（堺東駅前商店街）

リンクスクエア
2016

堺東駅

ごはんメニューに無 農 薬 野 菜、

阪堺線

こだわりのお店の心を込めた朝

阪堺電軌

ごはんが集まります！

妙国寺前

SAKAI CITY

リンクスクエア

3.11 (金)〜 21 (月・祝)

さかいアルテポルト黄金芸術祭
堺市各地で開催。
リンクスクエア2016にも出展しています！

3.22(火)

14:00 〜16:00

にじゆら「手ぬぐいワークショップ」
堺市役所地下1階「森のキッチン」
で開催

自由なアートに満ちたまちを楽しみたい。今、芸術

都市” 堺” をテーマに、まちそのものが美術館になる

「さかいアルテポルト黄金芸術祭」を開催します。

堺の染工場が「注染」伝承のために立ち上げた手
ぬぐいブランド。親子で楽しめる手ぬぐいを使った
ボンボンヘアゴム作りを行います。

リンクスクエア 2016 参加者リスト

（カテゴリー別・50音順）

飲

食

eni-bru（エニブリュ）

3.27(日)

飲

〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-71イルグランディB1
（eni-bru)

072-255-8317

飲

食

3.27(日)

堺観光ボランティア協会
呈茶チーム 茶々の会

3.21(月)
22(火)・23(水)
24(木)・25(金)

〒590-0077 堺市堺区中瓦町2-3-24

HP http://eni-bru.com

革新一者

食

072-233-0531

飲

食

HP http://www.nposakai.org/

3.20(日)
23(水)

堺のめぐみマルシェ

〒558-0031 大阪市住吉区沢之町1-4-25

090-9874-9723

革新一者−かくしんいっしゃ
飲

食

ガシバル実行委員会

〒590-0077 堺市堺区中瓦町2-3-20

070-5343-0086
飲

食

〒599-8107 堺市東区白鷺町1-12-28

飲

食

堺泉酒造

072-222-0707
食

3.20(日)
21(月)

飲

堺カリー

072-229-9989

3.20(日)
21(月)

食

HP http://www.pan-slowlife.com/

泉北だんぢりキッチン

3.27(日)

〒591-8025 堺市北区長曽根町130-42 さかい新事業創造センター314号

072-246-2248

飲

3.27(日)

飲

HP http://www.sakaicurry.jp/

slow life

072-242-7426

3.20(日)・21(月)
22(火)・23(水)
24(木)・25(金)

〒590-0040 堺市堺区三条通7-23

食

〒590-0026 堺市堺区向陵西町4-11-15

HP http://www.ｑuello-ｑuella.com

〒590-0074 堺市堺区北花田口町1丁1-23

飲

飲

HP http://gashi-bar.com

くえろ・くえら

072-286-0075

3.24(木)
25(金)
26(土)

HP http://www.facebook.com/sakaimarche/

食

泉北だんぢりキッチン

そや堺ええ街つくり隊

〒590-0077 堺市堺区中瓦町2-3-20

090-4906-7449
食

3.21(月)

そや堺 ええ街つくり隊
HP http://e-sacai.com/

つなぐキッチンそらのいろ

3.20(日)

〒559-0005 大阪市住之江区西住之江3-2-22

06-4977-4015

HP http://kitchen-soranoiro.blogspot.jp/
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リンクスクエア 2016 参加者リスト

（カテゴリー別・50音順）

飲

ナカモズグレイト！(ガシバル）

食

3.26(土)

〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-83キラリ8-1ビル203

072-250-1450

HP http://nakamozugreat.com

ノースサイド

飲 食・展 示

3.27(日)

〒591-8003 堺市北区船堂町2丁10-22

3.27(日)

〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-83キラリ8-1ビル2F
（Bar kiln)

072-250-1450

飲

HP http://nakamozugreat.com

パン屋kotubu

食

3.20(日)

〒592-0004 高石市高師浜1-15-28

072-220-9077

飲

HP http://ameblo.jp/kotubu2009/

3.26(土)

〒599-8273 堺市中区深井清水町3987東野ビル1Ｆ

090-6972-1600

飲

深井ファン

やまさん阪本

食

〒590-0823 堺市堺区石津北町63

3.20(日)・21(月)
27(日)

072-243-0419

物販[食品]

〒590-0106 堺市南区豊田450-2

物販[食品]

3.25(金)
26(土)

HP http://store.shopping.yahoo.co.jp/en-dhiors/

伊勢屋食品株式会社
「利休の郷 いせや」

3.26(土)・27(日)

物販[食品]

HP http://iseyashokuhin.co.jp/

大阪府生菓子協同組合堺支部
おかよし味匠庵

3.24(木)

3.23(水)

HP http://www.osaka-ainou.jp/

お菓子の国ふ〜ゆ

物販[食品]

大醤株式会社

3.24(木)

〒590-0823 堺市堺区石津北町20番地

072-243-0184
物販[食品]

HP http://www.dai-sho.co.jp

Happy マルシェin関西

3.22(火)・23(水)
24(木)・25(金)

06-4705-8687

物販[食品]

HP http://www.hana-rosso.com/

浜寺餅 河月堂

3.24(木)

〒592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中1丁80-3

072-261-1534
物販[食品]

HP http://namamochi-kagetsudo.jp/

株式会社メリーグラウンド

3.20(日)

〒599-8273 堺市中区深井清水町3832

物販[食品]

HP http://merry-takuhai.com

株式会社柚子辛凛

3.20(日)・21(月)

〒593-8324 堺市西区鳳東町７丁821-7

090-5063-0183
物販[食品]

HP http://www.yuzukararin.com

Le café de soeurs（ルカフェドスール）3.20(日)

072-222-5581
物販[クラフト]

HP http://lecafedesoeurs.sorawin.com/

川澤刃物工業株式会社

3.24(木)

物販[クラフト]

堺線香工業協同組合

3.24(木)

〒590-0952 堺市堺区市之町東3-2-23

〒599-8264 堺市中区小阪西町8-8

物販[食品]

3.23(水)

072-228-0300

大阪愛農食品センター

072-270-5411

丈六愛菜市

〒590-0008 堺市堺区南庄町2丁5-2

〒590-0011 堺市堺区香ヶ丘1丁14-13

072-229-6518
物販[食品]

物販[食品]

HP http://www.morinokitchen.com/

〒550-0048 堺市堺区一条通16-21大成マンション101号

〒590-0024 堺市堺区向陵中町1-1-1

072-255-3019

072-228-3939

072-201-1831

En dehors（アンディオール）

072-320-7035

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1堺市役所本館地下1階

〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目7番14号ふみの木ﾋﾞﾙ3Ｆ

深井ファン！(ガシバル）

食

3.23(水)

072-234-6847

Bar Kiln（バー・キルン）

食

社会福祉法人コスモス 森のキッチン

〒599-8122 堺市東区丈六371番地

090-9165-7755

飲

物販[食品]

3.20(日)・21(月)

072-233-4913

HP http://www.sakaisenkou.net/

物販[クラフト]

T EPPO

3.27(日)

物販[クラフト]

錦ロイヤル

3.25(金)

〒590-0027 堺市堺区榎元町5丁4-2

072-205-9855
物販[食品]

HP http://ameblo.jp/feuille-210/

株式会社グリーンクロックス

3.23(水)

〒599-9409 堺市中区学園町1-1大阪府立大学Ｃ22棟

072-289-8508

物販[食品]

堺昆布加工業協同組合
株式会社マツモト

3.24(木)

〒593-8324 堺市西区鳳東町6丁629

072-274-1818
15

HP http://www.matsumoto-kombu.co.jp/

〒590-0006 堺市堺区錦綾町2-1-18

072-229-5536
物販[クラフト]

boon boon

HP http://www.nishikiroyal.com

3.26(土)
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物販[クラフト]

Re*Q

〒590-0953 堺市堺区甲斐町東2-1-6-1F

3.22(火)・23(水)
26(土)・27(日)

090-9881-3227 HP http://minamiosaka-shop.com

ワークショップ

あい情報（株式会社アイエスト）3.23(水)

〒590-0035 堺市堺区大仙町3-29

072-224-0501

ワークショップ

HP http://i-joho.com

アロマサークル citrus

3.22(火)

ワークショップ

堺格子実行委員会Quas

〒590-0047 堺市堺区二条通り2-17

072-229-8155

ワークショップ

HP http://quas-sakai.jimdo.com/

堺 自転車のまちづくり・市民の会

072-228-7636

ワークショップ

HP http://bicycle-sakai.com/

堺市世界文化遺産推進室

ワークショップ

3.24(木)

HP http://www.city.sakai.lg.jp/

072-228-7014

アロマテラピー 然・禅〜ＺＥＮ 3.20(日)

3.25(金)

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1

〒590-0078 堺市堺区南瓦町３番１号

ワークショップ

3.21(月)

kanko/rekishi/sei/index.html

さかい市民にぎわい市

3.21(月)・27(日)

〒590-0075 堺市堺区南花田口町1-2-18榮茶論内
HP http://zen2438.exblog.jp
ワークショップ

榎小学校PTAリサイクルサークル

3.22(火)

070-5660-1934

さかい市民にぎわい市

堺消防署

ワークショップ

3.22(火)

〒590-0077 堺市堺区中瓦町2-3-25

072-228-0119

ワークショップ

大阪府堺警察署交通課

3.25(金)

〒590-0951 堺市堺区市之町西1丁1番17号

ガシ横マーケット

ワークショップ

3.20(日)

3.27(日)

〒590-0952 堺市堺区市ノ町東2丁1-3

ワークショップ

食

サイクルアーマーズ

サイクルヒーロー
（サカイサイクル株式会社）

3.20(日)

ワークショップ

3.25(金)

ワークショップ

HP http://www.cycle-hero.com/

堺エコロジー大学

072-228-7440

3.25(金)

さかい環境学習クラブ

3.25(金)

072-297-9030

堺観光ボランティア協会 3.21(月)〜25(金)

〒590-0077 堺市堺区中瓦町2-3-24

072-233-0531

NPO法人 堺者（さかいもん） 3.27(日)

090-5162-7233
ワークショップ

HP http://www.sakaimon.info

Charla＊Muchacha

（チャルラ＊ムチャチャ）

3.20(日)・21(月)

HP http://chalamacha.exblog.jp/
ワークショップ

注染手ぬぐい

にじゆら

3.22(火)

072-271-1294

ワークショップ

HP http://www.nijiyura.jp

日本ボーイスカウト 堺第1団

072-252-2975

3.20(日)・21(月)
26(土)・27(日)

ボーイスカウト堺第１団

パフォーマンス

環濠茶論

パフォーマンス

さかいアルテポルト黄金芸術祭

3.27(日)
（展示は全日程）

HP http://www.sakai-ecodai.jp

〒590-0113 堺市南区晴美台2-18-9

ワークショップ

HP http://www.sakai-syakyo.net

〒599-8266 堺市中区毛穴町338-6

〒559-0005 大阪市住之江区西住之江2-13-10

06-6672-7110

ワークショップ

HP http://www.kami-cafe.jp/

HP http://cycle-armors.jimdo.com/
飲

3.26(土)

〒590-0952 堺市堺区市之町東2-1-4

ガシ横マーケットプラス

紙café produced by
TOUR DE SAKAI

072-228-5201

さかいボランティア連絡会

072-232-5420

〒590-0077 堺市堺区中瓦町2-3-20

090-6242-2770

kurashi/bosai/shobo/

〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-1（堺市総合福祉会館）堺市社会福祉協議会内

072-223-1234

ワークショップ

ワークショップ

HP http://www.city.sakai.lg.jp/

3.20(日)
21(月)

072-232-0682（ギャラリーいろはに内） HP http://sacayarteporto.com/
パフォーマンス

SAKAI UNPLUGGED 3.20(日)〜27(日)
FESTIVAL Vol.2

HP http://www.nposakai.org/
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パフォーマンス

堺市水素エネルギー社会推進協議会 3.25(金)（展示は全日程）

遊び・スポーツ

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1（堺市 市長公室 企画部 企画推進担当内）
HP http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/

072-228-7480

パフォーマンス

〒590-0901 堺市堺区築港八幡町１番地

072-233-2264

suisoenergy/suisoenergysociety.html

堺少女歌劇団

3.20(日)

遊び・スポーツ

ソプラノ歌手 谷内暁子

3.21(月)

3.23(水)
セレッソ大阪
（大阪サッカークラブ株式会社）
HP http://www.cerezo.co.jp

遊び・スポーツ

〒585-0005 南河内郡河南町大宝3-7-18

072-238-2121

日本氷彫美術協会

3.20(日)

06-6789-8808

yoga aksara
.

3.26(土)

遊び・スポーツ

Yogaroom まるさんかくしかく

3.27(日)

日本氷彫美術協会

堺区太極拳の集い

3.27(日)

090-7363-9041 HP http://www.marusankakusikaku.com/

HP http://taijisakai34.web.fc2.com/
遊び・スポーツ

さかい市民にぎわい市

3.27(日)

展

示

大阪府立農芸高校

3.21(月)〜25(金)

〒５８７−００５１ 堺市美原区北余部５９５−１

〒590-0075 堺市堺区南花田口町1-2-18榮茶論内

070-5660-1934

HP https://kidokid.bornelund.co.jp/sakai-takashimaya/

遊び・スポーツ

〒577-0052 東大阪市新喜多2-3-15関西アイスカービング
（株）

遊び・スポーツ

ボーネルンドあそびのせかい 3.26(土)・27(日)
堺タカシマヤ店

〒590-0028 堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地9階

090-9045-7240

パフォーマンス

HP http://www.blazers.gr.jp

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1（キンチョウスタジアム）

HP http://www.sakai-shoujokagekidan.com
パフォーマンス

3.27(日)
堺ブレイザーズ
（ブレイザーズスポーツクラブ）

さかい市民にぎわい市

072-361-0581

HP http://www.osaka-c.ed.jp/nogei/

ゴルフを愛する人に若い心でご挨拶
ゴルフクラブ他ゴルフ用品全般・ゴルフ衣料（メンズ）
・カップ
トロフィー・コンペ商品・ゴルフ会員権・コースエントリー等

ゴルフショップ

グリーンヒル

堺市堺区熊野町東4丁4-24・大小路ビル１Ｆ
営業時間：AM10:00〜PM7：00（土曜日PM6:00迄）日曜・祝日定休
各種クレジットカード取り扱っています。

SAKAI OSHOJISUJI
TEL.072-222-4188
URL
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http://g-hill.sakura.ne.jp

自家肥育黒毛和牛専門店

堺市役所

堺市堺区一条通 15-18 大成ビル 1F

鹿児島県出水市に
自社牧場があり、
黒毛和種の肥育に
力をいれています。

072-232-0206

吉野家

中

★

央

定休日

水曜日

営業時間

10：00〜20：00

環

状

線

やまさん阪本

ベルマージュ堺店
堺市堺区田出井町 1-1-100

072-233-1029

ミートスタジアム

一条通

やまさん

堺市堺区石津北町 62 番

072-243-1867

新町
ローソン

姉妹店もよろしくお願いします。

ミート＆デリカ

高島屋

やまさん阪本 一条店

堺東駅

安心かつ
美味しい
お肉を
皆様に！！

アート・クラフト・健 康・スポーツ・エコロジー・キッズ・
文化・歴 史・伝 統 産 業・子育 て・グルメ e t c…
堺 で 活 躍 する 様 々 な 人 たち が 広 場 に 集 い 、日 替 わりで
楽しいプログラムを 繰り広げ ます！

本ガイドブックはリンクスクエア2016終了後も
大切に保管し、今後のご交流にご活用ください。
●記載されている内容は、2016年2月現在のものです。諸般の事情により、予定を変更する場合がございま
す。●雨天、強風などによりプログラムを中止または変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●ご
来場には公共交通機関をご利用ください。●お車を運転される方へのアルコールの提供は行いません。

共 催

つくるさ会、堺市

問合せ 堺市 都心まちづくり課 TEL 072-228-7514

南海高野線「堺東駅」西出口より徒歩約5分

[協賛] 熊田石油株式会社 / 株式会社髙島屋 堺店 / 谷和医院 / 株式会社ナカニ / ヒグチデザイン / やまさん阪本商店株式会社（50音順）

