
八尾市北亀井町2-7-15

CafeBar　Donna

海鮮酒菜　げんげ

食楽遊酒　ちゃらんぽらん

焼肉　千久左

つかさ屋コロッケ

串焼酒場　あいだ

酒惣菜　味楽

和っか

懐石料理　佑和

炭焼ｷｯﾁﾝ　とりこ

わっちょい

炭焼ステーキ　PAU HANA

リビングバー　シュガーベイブ

お好み焼・鉄板焼　まま家

博多もつ鍋　まぁる。

ビンドゥ

お好み焼き・鉄板焼　ぐー

shrimp＆Bar  エビル

くつろぎ屋　我心

江戸もんじゃ　お好み焼き　えん

麺匠　はなみち

あかね色

ろばた焼　いり新

鶏屋　くだかけ

炭焼尚店

炭焼きとり　えんや

揚げ物屋　ひょうたん

ステーキ　海鮮　鉄板だぶだぶ　ww

ｲﾝﾄ ・゙ﾈﾊﾟｰﾙ料理　アレンカレン

ｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　蒼天

ヤキタテピザ佐野　大阪八尾店

HAMBURGER SHOP　BUNSMAN

しあわせのチーズケーキ

あわびの炭火ホイル焼き

やきそば

カルビ角煮

つかさ屋のコロッケ

自信あります！鶏の唐揚げ

冷製茶碗蒸し

美湯豚たれ焼

焼肉肉巻き

鴨つくねの炭焼き

フライドポテト

ステーキ

キャラメルポップコーン

道頓堀焼きそば

名物　やきもつ

タンドリーチキン・ナン

山芋入り ふんわり とん平

トリプルガーリックシュリンプ

ポテトフライ

スタミナ焼

炙りチャーシュー

たこ焼

なると金時さつまバター

唐あげ

焼き物

唐揚

コロッケ

いか焼

カレー・ナン

炭火焼

ナポリピザ

炭火ハンバーガー

メインステージ

サブステージ

ふれあいステージ 10:00～ 18:30 軟式野球場

リサイクルフェア 10:00～ 16:00 軟式野球場

協力：アリオ八尾
　　（こども遊具）

宇宙ステーション

富士宮やきそば
岡山から揚げえびす
松阪ホルモン焼きそば
九条ネギねぎ焼き本舗うえむら
横手焼きそば
もっちりロングポテト
恵那鶏やきとり
京都ポーク亭
鹿児島黒豚の焼き小籠包
佐世保　黒船ドッグ

マルシェ de オンド 11 ： 00～ 20 ： 00　陸上競技場

● 大阪府立八尾高等学校
● 大阪府立八尾北高等学校
● 大阪府立八尾翠翔高等学校
● 陸上自衛隊 中部方面音楽隊

● 八尾市立曙川南中学校
● 八尾市立久宝寺中学校
● 八尾市立亀井中学校
● 八尾市立大正中学校
● 八尾市消防音楽隊
● 合同演奏  （曙川南中学校・久宝寺中学校・亀井中学校・大正中学校・八尾市消防音楽隊）

① 風になりたい　② ジャパニーズグラフィティーⅩⅣ　③ 宝島
① J-POP甲子園2013 Vol.2　②夏色（ゆず）
① OLA！　② R・Y・U・S・E・I　③ がむしゃら行進曲
① セントルイス・ブルース・マーチ　② トロンボーンとバンドのためのサマータイム
③ 涙そうそう（Vo : 鶫   真 衣 １等陸士）　④ ルパン３世のテーマ

① ドレミの歌    ほか     
① 学園天国　② キセキ　③ sing sing sing 
① なるほど　ザ　亀井中ワールド   
① アルセナール　② J-BEST Choo Choo TRAIN ～ Rising Sun　③ We're All Alone
① ハローファイヤーマン　② 愛燦燦
     
① ソウルシンフォニー　② We are the world　③ 雷神

第38回八尾河内音頭まつりは
J:COMとの共同企画により
実施しています。

サブステージ
メインステージ

※お車・自転車でお越しの方・未成年者へはアルコールのご提供はできません。
　自転車でも飲酒運転になります。
※ごみはごみ箱へ必ず捨てて下さい。
※当日は水分補給をこまめに行い、熱中症にはくれぐれもご注意下さい。

八尾市立山本小学校区こども河内太鼓（和太鼓）
大阪府立八尾高等学校
大阪府立八尾北高等学校
大阪府立八尾翠翔高等学校
陸上自衛隊　中部方面音楽隊
八尾市立曙川南中学校
八尾市立久宝寺中学校
八尾市立亀井中学校
八尾市立大正中学校
八尾市消防音楽隊
市内中学校+八尾市消防音楽隊　合同演奏

9:50～10:00
10:00～10:20
10:20～10:40
10:40～11:00
11:00～11:30
11:30～11:50
11:50～12:10
12:10～12:30
12:30～12:50
12:50～13:10
13:10～13:30

山陽株式会社

八尾自動車興産株式会社

大阪中河内農業協同組合

大阪市民共済生活協同組合

八尾小売市場連合会

八尾市商店会連合会

大阪ガス株式会社

八尾菊花ライオンズクラブ

株式会社　Midori

(医)気象会　東朋八尾病院

八尾商工会議所　青年部

大阪中河内農業協同組合

八尾中央ライオンズクラブ

八尾菊花ライオンズクラブ

八尾市市民憲章推進協議会

協賛企業（団体）入場ゲート看板

協賛企業（団体）ステージ看板

大阪シティ信用金庫

大阪シティ信用金庫

こども河内太鼓
曲目：獅子爆進

GORL

START

ふわふわ

有料老人ホーム。サービス付高齢者向け住宅のことなら

※会場へは公共交通機関をご利用下さい。
　近鉄八尾駅・地下鉄八尾南駅から無料シャトルバスを運行します。
※シャトルバスの運行表の詳細はホームページでご確認下さい。
※自転車でお越しの方は所定の自転車置場へお願いします。

( 一社 ) 八尾市観光協会

ご協賛
誠にありがとう
ございました。

八尾市私立幼稚園協会

● テツマロ（風船）
● モジャ博士（シャボン玉）

● たまちゃんの紙芝居
● HIX（パフォーマー）

B級グルメでおなじみの全国有名店が勢揃い！！

30

31

32

八尾でおなじみのおいしいお店が続々出店！！

河内四国県人会
大分県宇佐市
岡山県和気町
和歌山県新宮市
奈良県五條市

八尾火災予防協会・八尾市消防本部
近畿日本鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
大阪市交通局
近鉄バス株式会社

ア
イ
ウ
エ
オ

八尾もの展
長野県須坂市
宮城県石巻市
八尾菊花ライオンズクラブ
福井県大野市

カ
キ
ク
ケ
コ

サ
シ
ス
セ
ソ

八尾市観光ボランティアガイドの会
八尾ものづくり研究会
市役所啓発ブース
マルシェ本部
ジュニア・エコノミーカレッジ

タ
チ
ツ
テ
ト

B-1 グランプリ人気急上昇！

佐世保から

黒船ドックがやってきた！！
B-1 グランプリ人気急上昇！

佐世保から

黒船ドックがやってきた！！

30 31 32

河内音頭グランプリ受付

八尾市佐堂町２-１-22

小学4・5・6年のみんなが
仲間と会社をつくって
ビジネスに挑戦します。

八尾河内音頭まつり
マルシェde オンドエリア開催

株式会社 ドリームストア／株式会社 龍小 ファイブ／株式会社 ハッピースイーツ
株式会社 ＮＥＷ ＹＯＲＫ・ＴＮ ／ 株式会社 ＴＹＫ／株式会社 レインボードリーム
株式会社 向日葵／株式会社ドリームキッズ

B-1グランプリ常連

王者富士宮やきそば !!B-1 グランプリ常連

王者富士宮やきそば !!

自転車駐輪禁止

八尾市桜ケ丘１-11
TEL.072-995-0202

米　よ　し
大阪市北区野崎町５-9
TEL.06-6366-2338

読売新聞わいず倶楽部

八尾市南本町２-５-59
TEL.072-915-4065

倉内雅寛税理士・行政書士事務所

八尾市桜ケ丘1-88ベルドミール桜ケ丘203
TEL.072-992-1110

大阪経済法科大学　琉舞・三線友好会
・

南大阪チアリーディングクラブ　CLOVERS
ふるさとやお（河内音頭健康体操）

大阪府立大学　サークル名：奇術部
大阪工業大学　サークル名：大阪工業大学ジャグリング
大阪芸術大学　サークル名：芸大パフォーマンスドール

近鉄八尾駅バスターミナル　午前8時30分～午後8時

会場（久宝寺緑地）　午前8時50分～午後9時30分

地下鉄八尾南駅　　午前9時40分～午後7時10分

3

アリオ八尾経由（降車のみ）

ダンスコンテスト受付

八尾市立中学校・市内高等学校吹奏楽部参加団体・曲目一覧

やおカラ頂上決戦やおカラ頂上決戦

第
３
回

500円であなたも参加しょう！
＜先着２００名様限定＞
※ドリンク１杯付

500円であなたも参加しょう！
＜先着２００名様限定＞
※ドリンク１杯付

※全ての演目等はイベント進行の都合により変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。
※会場内、緑地公園内は全面禁煙です。所定の喫煙場所をご利用下さい。
※全ての演目等はイベント進行の都合により変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。
※会場内、緑地公園内は全面禁煙です。所定の喫煙場所をご利用下さい。

会場で待ってるよ！

第38回八尾河内音頭まつりPR大使第38回八尾河内音頭まつりPR大使

第38回八尾河内音頭まつりPR大使
安 田　欣 司

八尾警備業協同組合

11:30～
生中継　9/6（日）Ｊ：ＣＯＭチャンネル　11ｃｈ　一部11：30～ 14：45（関西全域）　二部15：00～ 18：00（かわち局、東大阪局、大阪局）
特別番組　9/27（日）Ｊ：ＣＯＭチャンネル　12ｃｈ　19：00～ 20：00　ジェイコム全国放送

休憩所 八尾菊花ライオンズクラブ
共働作業所　風
ライフサポートおいばら
Picapica 作業所

ベーカリーハウス えいか
ひまわり福祉会
ゆうとおん
紬

八尾市内交通事業者合同ブース

こどもの楽園
10：00 12：00 13：00

休憩所

14：00 15：00 16：00 18：0017：00 20：00

～体験コーナー～

巣箱づくり･木のアクセサリー･植木鉢ペイント

竹クラフト･ウグイス笛･コマ回し

的当てゲーム

ダーツ･矢吹き･年間行事パネル･風船割り

ノア・インドアステージ久宝寺

地下鉄八尾南

地下鉄谷町線

八尾火災予防協
会

八尾市消防本部

オリジナル歯ブ
ラシ

チャリティ販売
！！

八尾火災予防協
会

八尾市消防本部

オリジナル歯ブ
ラシ

チャリティ販売
！！

ふれあいステージはこども達やファミリーに楽しんで頂ける憩いの場所です。
市内中・高校生による吹奏楽演奏で心なごむひとときをお過ごし下さい。
この日の為に練習を重ねた大道芸のパフォーマンスで盛り上げてくれます！
大人顔負けの若いパワー溢れるこども達のダンスコテストも要注目 !!

ふれあいステージはこども達やファミリーに楽しんで頂ける憩いの場所です。
市内中・高校生による吹奏楽演奏で心なごむひとときをお過ごし下さい。
この日の為に練習を重ねた大道芸のパフォーマンスで盛り上げてくれます！
大人顔負けの若いパワー溢れるこども達のダンスコテストも要注目 !!

八尾市八尾木北２-8
TEL.072-923-0481

八尾市跡部本町３-４-44
TEL.072-991-0521

YOU CAN DO IT. 夢をつかむ。

経法祭
皆様の来場心よりお待ちしております

開催日：2015年11月7日 (土 )
　　　　　　　　　11月8日 (日 )
開催場所：花岡キャンパス
　　　　　八尾駅前キャンパス

開催日：2015年11月7日 (土 )
　　　　　　　　　11月8日 (日 )
開催場所：花岡キャンパス
　　　　　八尾駅前キャンパス

第４４回第４４回


