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『堺のふとん太鼓・だんじり』へは公共交通機関をご利用ください!
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※１ 常設展観覧料は障がいのある方と介護者、堺市内在学の小中学生と
　　 引率教職員、未就学児は無料

本格的な茶室で
茶の湯を体験（最終入館午後５時３０分）

（最終入席午後4時45分）

中学生以下

※１

申込

〒590-0950　堺市堺区甲斐町西一丁1番35号　TEL.072-233-5258

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

第 2回

堺W（和菓子）-1
グランプリ開催!
日時：平成30年11月3日（土祝）

10：00～16：00
※荒天中止

場所：さかい利晶の社　バス駐車場、
フロントコート、
堺山之口商店街



※掲載の日時等は、2018年7月5日時点の予定です。変更となる場合がありますので、ご注意ください。
※祭礼時、神社周辺道路は交通規制されます。各神社へは電車・バスなど公共交通機関をご利用ください。

担ぐリズムと共に揺れるふとん太
鼓の房にも注目。房が力強く揺れ
る様子は必見です！

見どころ

ふさ ふさ

9月7日【金】～
　　9月13日【木】

9月7日・8日  19：00～22：00
9月8日・9日  10：00頃～15：00
予定なし
9月8日13：30～ 渡御祭  引き続き巡行有り
9月8日15：00～16：00 子ども神輿
9月12日10：00～ 例大祭斎行
9月13日10：00～ 田実神事

試験担ぎ：
その他：

9月7日【金】・
　　9月8日【土】

その他：

9月7日・8日　20：00～21：00
9月8日・9日　10：00～
9月8日　16：00～　子ども神輿
9月7日　18：00～　奉納民謡ほか
9月8日　19：00～　奉納民謡ほか

9月14 日【金】～
　　9月16日【日】

9月14日・15日  19：00～
9月15日・16日  13：00～
9月 2日  18：00～（各地域にて）
9月 9日  18：00～（各地域にて）
9月16日  9：00～ 子どもふとん太鼓宮入
9月15日  16：00～ 子ども獅子踊りパレード
9月16日  14：00～ 子ども獅子踊り奉納

試験担ぎ：
（予備日）

その他：

その他：

雨天中止になる事があります。

9月15日【土】～
　9月17日【月・祝】

9月15日  20：30頃～
9月16日  20：30頃～
9月17日  12：30頃～
稚児行列 9月15日15：30宮入
9月15日19：00～ ハワイアンフラ
9月15日19：30～ 堺太鼓
9月16日19：00～ ジャズクインテット
9月16日19：30～ すずめ踊り

JR阪和線「百舌鳥」駅から徒歩約10分
または南海高野線「百舌鳥八幡」駅から徒歩約10分
または地下鉄御堂筋線「なかもず」駅から
徒歩約20分
9月22日  11：00～22：30
9月23日  9：30～22：00

（大太鼓 9台、子ども太鼓 9台）

9月22日【土】・
　　9月23日【日】

10月4日【木】・
　　10月5日【金】

試験担ぎ：予定なし

～

10月5日【金】～
　　10月7日【日】

10月5日  20：00～
10月6日  20：00～ パレード
10月7日  かつぎ合い
10月8日  午前中
未定試験担ぎ：

10月6 日【土】・
　　10月7日【日】

10月6日  19：00～ ・ 20：00～
（2台共境内に停泊）
10月7日  8：00～ ・ 18：30～
9月23日  13：00～
10月7日 11：30～20：00 お神楽 
10月5日 10：00～ 秋季例大祭 

試験担ぎ：
その他：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月6日  17：00～
10月7日  午後
9月30日  午前
10月6日  18：00～ 夜店
10月7日  午前
 子どもだんじり  1台

試験担ぎ：
その他：

地下鉄御堂筋線「新金岡」駅から
徒歩約20分

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月7日  15：00頃～
9月30日
10月7日  午前中
 子どもだんじり  1台

試験担ぎ：
その他：

地下鉄御堂筋線「新金岡」駅より
南海バス「野遠」から徒歩約5分



※掲載の日時等は、2018年7月5日時点の予定です。変更となる場合がありますので、ご注意ください。
※祭礼時、神社周辺道路は交通規制されます。各神社へは電車・バスなど公共交通機関をご利用ください。

上だんじり、下だんじり、型の異
なるだんじりの迫力あるやりまわ
しが見どころ！

見どころ

10月6日  9：00頃～
10月6日  10：00頃～
10月7日
未定

10月5日【金】～
　　10月7日【日】

試験曳き：
10月5日  8：20～（2台）・
10月6日  8：20～（4台）
10月5日  9：00～（2台）・
10月6日  9：00～（4台）
9月23日  13：00～16：00試験曳き：

10月5日【金】～
　　10月7日【日】

試験曳き：
その他：

10月6日  6：50～
10月6日  8：00～
9月23日 13：00～17：00
10月5日 宵宮祭
             湯立神事
             17：00～18：00
10月6日 本宮祭（宮入）
10月7日 後結祭

10月5日【金】～
　　10月7日【日】

10月6日 7：10～  7日 8：25～
10月6日 7：45～  7日 9：15～
9月23日13：00～
子どもだんじり 2台
宮入 10月7日10：00～、宮出 11：00～
お神楽 10月7日11：30～20：00
秋季例大祭 10月5日10：00～

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

宮入：
宮出：
試験曳き：
その他：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月7日　 8：30頃～
10月7日　10：15～
9月30日
「氏子入り」「お神楽」 10月7日  8：00～
秋季大祭 10月7日  10：20～
国選択府指定無形民俗文化財「こおどり」奉納
 10月7日  11：00～

試験曳き：
その他：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月 7日  10：00頃～
10月 7日  13：00頃まで
9月23日  12：00～
9月30日  17：00～20：00
伊勢大神楽奉納 10月12日

試験曳き：

その他：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月7日  9：30～
10月7日  11：30～12：30
9月23日
例大祭 10月7日  9：00～
子ども神輿だんじり 2台

試験曳き：
その他：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月7日  10：00頃～（真福寺地区）
10月7日  14：00頃～（野地区）
10月7日  11：00頃～（真福寺地区）
10月7日  15：00頃～（野地区）
予定なし
秋大祭  10月10日
子ども輿　未定

試験曳き：
その他：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月6日  10：00～（6台）・
10月7日  9：30～（8台）
10月6日  11：30頃（6台）・
10月7日  11：30頃（8台）
9月23日  午後～
（時間は各町により異なります）

試験曳き：

-1

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月6日  13：00～（2台）
10月7日  10：00～

15：00（10台）
随時
未定
各種作品展 10月5日
　　　　　　  ～8日

試験曳き：
その他：

4丁1889

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月7日  7：00～
10月7日  8：00～
9月23日  13：00～16：00試験曳き：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月7日  午前中
10月7日  午前中
未定試験曳き：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月7日  8：30～
10月7日  9：30～
例大祭  10月7日  10：00～その他：

試験曳き：
その他：

10月6日【土】・
　　10月7日【日】

10月6日 18：00～20：00
10月7日 10：00～12：00
9月30日 10：00～12：00
模擬店大会 10月7日 16：00～20：00

10月13日【土】・
　　10月14日【日】

10月13日  8：00～（2台）・
10月14日  午前中 （3台）
10月13日  9：00～（2台）・
10月14日  午前中 （3台）
9月30日  午後～
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堺市中区福田484-9
072-236-6356
南海高野線「北野田」駅より
南海バス「福町」から徒歩すぐ

試験曳き：

10月13日【土】・
　　10月14日【日】

10月13日  9：00～
10月13日  12：00～
9月30日
（時間は各町により異なります）
例大祭  10月13日  10：00～

試験曳き：

その他：

10月19日【金】～
　　10月21日【日】

10月19日～10月21日

 9月30日  13：00～17：00

地車曳行：
10月20日  7：45～
10月20日  8：45～

試験曳き：
例大祭 10月6日



10/20（土）10/202020（土）10/20（土）10/202020（土）21（日）212121（日）21（日）212121（日）

45第 回

http://www.sakai-tcb.or.jp/s-matsuri/ Facebookを
「いいね！」
しよう！堺まつり公式HPを

チェックしよう！！

Instagramを
「フォロー！」
しよう！

大安寺妙國寺 南宗寺

アパホテル 堺駅前
南海線「堺駅」から徒歩1分
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＊は堺ホテル協会加盟ホテルです。
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TEL:072-225-6111

国際障害者交流センター ビッグアイ
泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」から徒歩3分

TEL:072-290-0900

コンフォートホテル堺 
南海線「堺駅」から徒歩3分

TEL:072-233-7111

堺ゲストハウス
南海線「堺駅」から徒歩6分

TEL:072-320-5946

堺サンホテル石津川
南海線「石津川駅」から徒歩1分

TEL:072-244-7771

シティホテル青雲荘
南海線「湊駅」から徒歩3分

TEL:072-241-4545

ダイワロイネットホテル堺東
南海高野線「堺東駅」から徒歩5分

TEL:072-224-9055

東横INN 堺東駅
南海高野線「堺東駅」から徒歩6分

TEL:072-282-1045

DREAM CAMP
南海線「堺駅」から車で10分

TEL:072-282-0100

ビジネスホテル なか
JR阪和線「鳳駅」から徒歩10分

TEL:072-264-0630

ビジネスホテルニュー大浜
南海線「堺駅」から徒歩8分

TEL:072-221-2515

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
南海線「堺駅」から徒歩1分

TEL:072-224-1121

ホテルサンプラザ堺　ANNEX
南海線「堺駅」から徒歩5分

TEL:072-222-6633

SAKAINOMA Café & Residence 熊
南海線「堺駅」から徒歩約10分

TEL:072-275-7060ゲストハウス堺東ニコニコ
南海高野線「堺東駅」から徒歩約8分

TEL:072-295-6200

ホテルステージ
南海線「高石駅」から徒歩3分

TEL:072-266-0070

臨海ホテル 北店
南海線「湊駅」から徒歩5分

TEL:072-247-1111

大阪ベイプラザホテル
南海線「堺駅」南出口から徒歩12分、車で3分

TEL:072-232-0303

ホテルリバティプラザ
南海高野線「堺東駅」から徒歩10分

TEL:072-232-2211

ホテル1・2・3堺
南海高野線「堺東駅」から徒歩12分

TEL:072-223-0077

臨海ホテル 石津店
南海線「石津川駅」から徒歩3分

TEL:072-244-0115

ザ・ベース・堺東・アパートメントホテル
南海高野線「堺東」から徒歩5分

TEL:072-242-3855

SAKAINOMA Residence 錦
南海線「七道駅」から徒歩約15分

TEL:072-275-7060

ホテルサンプラザ堺本館
南海線「堺駅」から徒歩3分

TEL:072-222-0818 天然温泉&カプセルホテル　コパーナ
南海線「堺駅」から徒歩15分

TEL:072-221-4555

大阪グリーンホテル 三宝荘
南海線「七道駅」から徒歩6分

TEL:072-247-9766 ホテルルートイン大阪高石－羽衣駅前－
南海線「羽衣駅」から徒歩2分

TEL:050-5833-3890

特典付

お得なチケット情報お得なチケット情報

ホテル一覧ホテル一覧

有効区間や特典内容、発売場所の詳細については、ホームページをご参照ください。

「堺で味わうおもてなしの刻」をテーマに、堺の歴史的な寺社仏閣等１３カ所を公
開します。是非、堺のまちをめぐり堺に残る歴史文化をお楽しみください。
■時 ９：３０～１６：３０（１６：００受付終了）※公開箇所によって公開日時が異なります。　
■場 妙國寺、南宗寺、大安寺ほか
■料金 拝観料400円※無料公開箇所あり
公開期間中は、有料公開箇所や市内観光案内所等で、お得な共通拝観券を販
売いたします。
問（公社）堺観光コンベンション協会　072-233-5258

秋季堺文化財特別公開
１１月３日土 ・4日日 ・１0日土 ・１1日日

とき

［9/22（土）・9/23（日）］

［10/4（木）・10/5（金）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［9/7（金）・9/8（土）］

［9/15（土）～9/17（月・祝）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［9/14（金）～9/16（日）］

［9/7（金）～9/13（木）］

［10/5（金）～10/7（日）］

［10/5（金）～10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［１０/5（金）～10/7（日）］

［10/5（金）～10/7（日）］

［10/6（土）・10/7（日）］

［10/１3（土）・10/１4（日）］

［10/１3（土）・10/１4（日）］

［10/19（金）～10/21（日）］

※掲載内容は、2018年7月5日時点の予定です。変更となる場合があります。
※地図上に表示されている各神社の位置については、この位置付近に所在することを表すものです。

愛宕神社
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