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Wonder Experience
イルミナイト万博

［入園料］大人250円、小中学生70円

「銀河の輝き」

（自然文化園・日本庭園共通）

［問い合わせ］
総合案内所
（9：30～17：00）
☎０６-６877-7387 ※水曜定休（11月は無休）

※画像はイメージです

ビームペインティングとは...
従来の映像投影(プロジェクション)技術を
進化させ、凸凹面や曲面に投影しそれを補
正する投影方法です。凹凸面ではうまく表
現できなかった映 像 内容も、この 手法に
よって飛躍的に美しくご覧いただけます。
※『Beam Painting』は株式会社タケナカの登録商標です

制

作

関西初の本格的なビームペインティング（プロジェクションマッピング）
とイルミネーションの連動による、

映像と音楽のコラボレーション！リニューアルされた太陽の塔の真下には40万球以上のLEDを駆使した
光の散歩道も出現します。家族で、友達同士で、
カップルで…♪

万博記念公園で、
ロマンチックでスペシャルな夜を過ごしてみませんか？
期間

12/1（土）
・2（日）、7（金）～ 9（日）、14（金）～ 16（日）、21（金）～ 25（火）※
各日17：00～21：00（入園は20：30まで）雨天決行、荒天中止

※12/25（火）はイルミネーションのみ

［会場］自然文化園
（太陽の広場ほか）［入園］16：30以降は中央口、
日本庭園前ゲートのみです。
［駐車場］16：30以降は中央駐車場、
日本庭園前駐車場をご利用ください。
（入庫は20：30まで）
［主催］万博記念公園マネジメント・パートナーズ

出かけて

みよっ 2

万博記念公園に咲く花の写真コンテスト

西日本最大級のラーメンイベント

11/30（金）～12/2（日） 第 3 幕 12/14（金）～16（日）
第 4 幕 12/21
（金）～25
（火）
12/7（金）～9（日）
11：00～21：00（ラストオーダー・入園は20：30まで）
第1幕
第2幕

［場所］
お祭り広場

入場無料※別途自然文化園入園料が必要

ラーメン券

（全店共通）

1杯 650円

さらに

〈主催〉ラーメンEXPO2018実行委員会/シティライフ
〈問い合わせ〉☎06-6338-0641

1,200円

2杯セットで

1,300円→

※店舗通常サイズより若干少ないお手頃サイズです。
※前売り券あり。詳細は公式サイトにて http//ramen-expo.com

※この写真はイメージです

～16（日）、
）

～9（日）、12/14（金
第2～4幕 12/7（金）
と同時開催
～25（火）
1 金）
12/2（

と同時開催
～12/2（日）
第1幕 11/30（金）

さばEXPO 初開催

全店共通500円
（チケット制）

さば寿司を始め多彩な
さば料理が味わえる！

ギョーザEXPO

ご当地餃子！
1皿500円
（チケット制）

有名なご当地ギョーザなどこだわりのギョーザ店が今年も大集合！

後援：一般社団法人日本さば文化協会
一般社団法人日本さば文化協会
会長 右田孝宣
（株式会社鯖や）

観覧
無料

29

推薦作品

今年も全国から選りすぐりのラーメン店 40 店が集結！
会場には暖房機を入れたあったかブースも多数用意されている
ので、おいしいラーメンをゆっくり、たっぷりお楽しみください。

平成 年度

作品募集！

ラーメンEXPO 2018 in万博公園

「白梅匂う」 大西 隆 氏

第6回

平成30年度

〈題材〉花や紅葉など、万博記念公園の魅力を表現した写真
（ハスは除く、平成29年11月以降に撮影したもの）
〈応募点数〉一人3点以内
〈応募サイズ〉A4サイズまたは四ツ切（ワイド不可）
印画紙仕上げ
〈応募要項〉応募作品（プリント）の裏面に、作品の題名・
応募者氏名・年齢・住所・電話番号を明記の
上、下記宛先まで郵送してください。
〈応募期間〉11/3（土・祝）
～11/24（土）※当日消印有効
〈宛先〉
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-1-25 JTBビル6F
（株）JTBコミュニケーションデザイン内
「万博記念公園に咲く花の写真コンテスト」係
〈主催〉万博記念公園マネジメント・パートナーズ
〈協力〉ホテル阪急エキスポパーク
カメラのキタムラ ららぽーとEXPOCITY 2F
TSUTAYA BOOK STORE内店
京阪園芸株式会社
応募に関する著作権や肖像権等の注意事項は、下記HP
より応募チラシをご確認ください。

ラーメンと漫才って最高やんっ！

こだわり焼餃子

おでかけ！よしもと漫才劇場
in ラーメン EXPO 2018

http://www.expo70-park.jp/event/25769/

〈問い合わせ〉
（株）JTBコミュニケーションデザイン
06-7176-3875（平日10：00～17：00）

※出演者など詳細はラーメンEXPO公式
サイトにて随時アップいたします
©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

見取図

マルセイユ

博多ひとくち餃子

浜太郎餃子

［タイトル］

遅咲きの向日葵

出かけて

みよっ 3
日時

ロハスフェスタ蚤の市

昨年に引き続き、ロハスフェスタで人気の手作り雑
貨が多数登場！ クリスマスを盛り上げる季節限定の
雑貨も出店されます。

［場所］
お祭り広場
入場無料※別途自然文化園入園料が必要
〈主催〉
〈問い合わせ〉
シティライフ☎06-6338-0641

期間

菊の総合花壇

［日時］開催中～11/25（日）
※菊 の 開 花 状 況に
より早く終 了する
場合がございます。

［場所］
日本庭園、
自然文化園
「紅葉渓」

公園内のイロハモミジやヤマモミジなど、約 20 種約 1 万本の木々が色づく季節、
日本の秋を五感で楽しめる様々なイベントを開催します。皆様ぜひお越しください。

［場所］
日本庭園 中央休憩所前
大菊・懸崖菊・だるま菊等計 100 点以上を展示

日本庭園茶室
「汎庵・万里庵」特別公開

［日時］開催中～12/2（日）10：00～16：00

紅葉まつりの開催に合わせて
汎庵・万里庵を特別公開します。

武家住宅様式の書院造りをイメージして造られた汎庵
と藁ぶきの小さな建物の草庵をイメージして造られた
万里庵が互いに添景となるように建てられています。

茶室「汎庵」呈茶

［場所］日本庭園中央休憩所
※雨天決行（荒天時中止）

11/25（日）12：00～、14：00～

［日時］

［篠笛演奏］
［出演］森田玲（モリタ アキラ）

「森の音楽会」
ミニコンサート
11/23（金・祝）11：00～、13：00～、15：00

［ラトビア音楽（クアクレ・ヴァイオリン）］
［出演］ウズマニーブ

〈問い合わせ〉EXPOアーティストinフォレスト事務局 ☎06－6535－8545 EXPOアーティスト 検索

アカウントは 「EXPO70PARK」

太陽の塔内部公開入館予約受付中！
大阪万博テーマ館の一部として、芸術家・岡本太郎のデザイン
により設置された太陽の塔。塔内には、
「 生命の樹」やプロロー
グ空間に復元された
「地底の太陽」
など
「人類の進歩と調和」
を
テーマにした大阪万博の熱気を感じられる展示があります。一
度に入館できる人数に限りがあるため、事前予約が必要です。
予約は「太陽の塔オフィシャルサイト」から受け付けています。
なお、予約日にご来館できない場合は、3日前までにキャン
セルをお願いいたします。
●太陽の塔 開館時間延長のお知らせ
「Wonder Experience イルミナイト万博」の開催期間中、
開館時間を延長いたします。
［期間］
12/1
（土）
・12/2
（日）
、12/7
（金）
～9
（日）
、12/14
（金）
～16
（日）
、
12/21
（金）
～25
（火）
の13日間
（「Wonder Experience イルミナイト万博」開催日と同じ）
［時間］
21：00まで
（最終入館は20：30）
※予約状況など詳細は太陽
の塔オフィシャルサイトにて
ご確認ください。

太陽の塔オフィシャルサイト

本格的な
茶室「汎庵」
で、
おいしい和菓子と
お抹茶をお楽しみ
ください。

［場所］自然文化園 紅葉渓
※雨天中止
［日時］

公式インスタグラムをチェック！

〈問い合わせ〉
☎0120－1970－89

［日時］開催中～12/2（日）
10：00～16：00
（受付は15：30まで）

EXPOアーティスト

事務局で審査後、万博記念公園の
公式インスタグラムにアップします。

※掲載させていただく場合は、事務局よりご連絡させていただきます。※画
像加工アプリなどで写真を加工する場合、加工前の写真もなるべく手元
に残しておいてください。※写真撮影の際に、三脚で通路を占拠したり、花
畑へ侵入することは周囲の方のご迷惑となりますので、
ご遠慮ください。

吹田市菊花連盟による

開催中～12/2（日） 9：30～17：00

1

しています！

あなたが撮影した万博記念公園の写真を
「honbu1@expo70-park.jp」まで送信！

件名に
「万博特派員応募」
と明記し、名前
（ペンネーム希望の場合はペン
ネームも併記※ペンネームがない場合は本名を本紙やweb、
インスタグラ
ムなどに記載することがあります）
、連絡先
（連絡の取れやすい電話番号と
メールアドレス）
、写真の説明、撮影日時、撮影場所を記入の上ご応募くだ
さい。※写真はなるべく高解像度のものをお送りください。

2

昨年の様子

紅葉まつり

「紅葉の調べ」
ミニコンサート

万博記念公園の
魅力を伝える

投稿の流れ

※入園は20：30まで

みよっ 4

［ 撮影者］Field さん

特派員を募集

11/30（金）～12/2（日）、
12/7（金）～9（日）、
12/14（金）～16（日）、
12/21（金）～25（火）
11：０0～21：00

出かけて

［場所］花の丘

〈料金〉季節の和菓子と抹茶セット700 円
（畳の間でのお点前による呈茶体験も実施）
※別途日本庭園入園料が必要
※割引入園券付抹茶券も販売（大人 880 円、小人 750 円）

検索

森のトレイン
自然文化園エリアを走る「森のト
レイン」。風景を楽しみながら、
エリア内をめぐります。12/2（日）
まで毎日運行します
（雨天時等、
運休する場合があります）。
〈料金〉300円（3歳以上、一人当たり）
〈運行時間〉9：50～16：25

〈問い合わせ〉
（有）
クレイズ トレイン事務所
☎080－8506－8636

年末年始の開園及び駐車場周辺の混雑予想

ちょっと
より道♪

年末年始の開園状況について
○
○
○

日本庭園・自然文化園
総合案内所
EXPO’
70パビリオン

２9
３０ ３１ 1/1
2
3
4
5
(土) （日） （月）（火・祝）（水）（木）（金） （土）

年末年始休業
年末年始休業

自然観察学習館

○

国立民族博物館

休園日

12/27 ２８
(木) (金)

○
○
○

○
○
○

年末年始休業
※３月初旬まで休館【 12/17（月）～ 】

大阪日本民芸館

○
○
○
○
○

12月

A

A

1
（土）

2
（日）

C・D・F
8
（土）

9
（日）

14
（金）

15
（土）

B・C・D・F A・B・C・D・F B・C・E・F B・C・E・F B・C・E・F B・C・E・F B・C・E・F
16
（日）

21
（金）

22
（土） 23
（日・祝） 24（月・振休） 25
（火）

B・C・E・F B・C・E・F B・C・E・F B・C・E・F B・C・E・F B・C・E・F
A …「パナソニックスタジアム吹田ガンバ大阪ホームゲーム」
B …「Wonder Experienceイルミナイト万博」
C …「ラーメンEXPO」

刺激するため、運動効果が高く、年齢性別を問わず、誰
でも気軽に楽しめるエクササイズです。

コースがあるのをご存知ですか？ この季節は、
冷たく

30
（金）

7
（金）

ポーツ。2本のポールを使って歩くことで全身の筋肉を

（JNFA）
に公認されている、
ノルディックウォーキング

下記の日程は、駐車場が満車となり、公園外周道路等が大変混雑します。
公共交通機関でのご来園にご協力お願いします。
25
（日）

ノルディックウォーキングは、
フィンランド発祥のス

連盟（INWA）、日本ノルディックフィットネス協会

！ 公共交通機関で万博記念公園へ！
24
（土）

えきすぽっと

ノルディックウォーキングで
有酸素運動！

万博記念公園には、国際ノルディックウォーキング

駐車場の状況はホームページにて最新情報をお確かめください。
http://www.expo70-park.jp/guide/parking/

11月

ExSpot

D …「さばEXPO」
E …「ギョーザEXPO」
F …「ロハスフェスタ蚤の市」

澄んだ森の空気の中、心地よいウォーキングを楽しむ
事ができます。
運動不足になりがちな、冬の健康づくりにピッタリ！
ぜひ、
役立ててみてはいかがでしょうか。

施 設・イベント情 報
E X P O ' 7 0 パ ビ リオ ン

年末年始展示イベント「いのしし」

時 間 10:00〜17:00
（入館は16:30まで） 休 水曜
（11月は無休）

日本庭園

料 金 高校生以上200円
（中学生以下無料/別途自然文化園入園料

時間 9:30〜17:00
（入園は16:30まで） 休 水曜
（11月は無休）
料金 大人250円、
小中学生70円
（自然文化園と共通料金）
電話 06-6877-7387
（総合案内所）

日本庭園ボランティアガイド
日時 ①11/25
（日）②12/1
（土）③12/9
（日）

いずれも13：00〜14：30

料金 無料
（別途日本庭園入園料が必要）
受付 日本庭園中央休憩所

ハス及び象鼻杯の写真
コンテスト
入賞作品展示

期間 展示中〜12/18（火）
※入賞作品以外の展示はありません。

が必要） 電 話 06-6877-4737
公式Facebookに「いいね！」
しよう

EXPO 70パビリオンの前身
の鉄鋼館は、日本鉄鋼連盟
が出展したパビリオンです。
大阪万博40周年を記念して
2010年より万博記念館とし
て広く一般に公開されてい
ます。現在、
ホワイエには、彫
刻家・フランソワ・バシェによ
る音響彫刻が展示されてお
り、
また、施設の中心であったスペース・シアターも、
ガラス越し
で当時の姿をご覧いただくことができます。

平成30年度推薦作品 「雨休み」

自然観察学習館
時間 10:00〜16:00

休 水曜
（11月は無休）

料金 無料
（別途自然文化園入園料が必要） 電 話 06-6877-6923

公園内の自然をわかりやすく紹介する展示や、直接ふれてい
ただく実習活動
（観察、工作）
などを行っています。

時 間 9:30〜16:30
（利用受付） 休 水曜
（11月は無休）

料 金 1名
（3歳以上）
30分400円
（別途自然文化園入園料が必要）
※小学生未満のお子様は保護者同伴
（有料）
でご利用ください。
電 話 06-6875-7755
（問）
自転車センター万博事業所

ミニ門松作り

松の葉や竹などを使って卓上型
ミニ門松を作ります。

日時 12/15
（土） 13:30〜15:30
（受付は13:00〜）
※雨天決行
料金 １作品500円※一対ではありま
せん※1家族につき１作品
定員 抽選40作品
（要事前申込）
申込方法 往復はがきに参加者
（保護
者も含む）全員の住所、氏名、年齢、電話番号、希望日、作品数（1家
族1作品）
、催し名「ミニ門松作り」
を明記のうえ、
〒565-0826 吹田市千里万博公園1-1 3Ｆ指定管理事務所
「ミニ門松作り」係まで
申込締切 12/1
（土）消印有効

※各小学生以下の参加は要保護者同伴※雨天中止
※受付 観察会：自然観察学習館、工作：森の教室

野鳥観察会

時 間 9:30〜16:30
（利用受付） 休 水曜
（11月は無休）
料 金 2人乗り20分 900円、
4人乗り20分1,200円（別途自然文化園
入園料が必要） ※小学3年生までのお子様は保護者同船でご利用く

（問）
自転車センター万博事業所
ださい。 電 話 06-6875-6643

バ ー ベ キュー コ ー ナ ー
時 間 ①10：00〜12：30 ②13：30〜16：00

コンロ１つ（炭網付き5人用）600円（別途自然文化園入園料が必要）
予 約 要事前予約
電 話 06-6875-5503
（問）
（株）
プラス・ワン
※12/1
（土）
〜2019年春まで改装のため休業いたします。

国立民族学博物館
時 間 10:00〜17:00
（入館は16:30まで）

季節の植物観察会

H P http://www.minpaku.ac.jp/
みんぱく友の会「ミュージアム会員」募集中!

日時 12/16
（日）13:30〜15:00（受付

は13:00〜）
料金 1名100円

定員 先着30名

アルプ行列の人形
（スイス）

展示観覧料でご覧いただけます。

第486回みんぱくゼミナール

「毛沢東バッジの過去と現在」
毛沢東の肖像が入ったバッジは、
主に1960年代後半に中国各地
で集中的に製造され、当時の人び
とのファッションに定着しました。
バッジ の 関 係 者 の 語りをとおし
て、時代の装飾品の系譜とその意
味の変化を追ってみます。

観光地や骨董品店で流通しているバッジ。
瀋陽 2003年 韓敏撮影

日時 12/15
（土）
13:30〜15:00
（開場13:00）
場所 特別展示館 講師 韓敏
（本館教授） 参加費 無料

ウィークエンド･サロンー研究者と話そう
みんぱくの研究者が展示場に登場し、展示や研究についてお
話しします。
①12/2
（日）
「ボリビア・アマゾンの旅」
（本館教授）
齋藤晃
②12/9（日）
「声の力−新聞連載を通じて
考えたこと」広瀬浩二郎
（本館准教授）
③12/16
（日）
「ザンビア、
チェワの村で
の暮らし」𠮷田憲司
（本館館長）
※各日14:30〜
（30〜60分）
場所 本館展示場など 参加費 無料
（要展示観覧券/申込不要）

大阪日本民芸館
時間 10:00〜17:00
（入館は16:30まで） 休 水曜
（12/17
（月）
〜3月

初旬まで冬季休館） 料金 一般700円、高校・大学生450円、小・中学
生100円
（自然文化園・日本庭園入園料を含む）
電話 06-6877-1971

は、高校生の方は無料で観覧できます

冬の植物観察会

休 水曜
（11月は無休）

料 金 大人600円/人・小中学生300円/人・幼児無料

日時 12/8
（土）10:20〜11:50（受付は
10:00〜）
料金 1名100円 定員 先着30名

日時 12/14
（金）13:30〜15:00
（受付
は13:00〜）
料金 1名100円 定員 先着30名

会期 12/6
（木）
〜2019年1/22
（火）
場所 本館ナビひろば
観覧料 本館

日時

夢 の 池 サ イ ク ル ボ ート

要事前申込イベント

当日受付イベント

万 博 お もしろ 自 転 車 広 場

2 0 1 9 年 の 干 支である「 い のし
し」をテーマに、みんぱく所蔵の
資料や写真を展示し、世界各地の
「いのしし」
にかかわる興味深い
情報をご紹介いたします。

H P http://www.mingeikan-osaka.or.jp/

秋季特別展「民藝のバスケタリー
休 水曜

料 金 一般420円、
高校・大学生250円、中学生以下無料※毎週土曜
電 話 06-6876-2151

企画展「アーミッシュ・キルトを訪ねて
―そこに暮らし、そして世界に生きる人びと」
無地の服を着て馬車を駆る北米のキリスト教再洗礼派アー
ミッシュがつくるキルトを素材として、日々の暮らしや物語、キ
ルトが結ぶ世界との交流を訪ねます。
会期 開催中〜12/25
（火）
場所 本館企画展示場 観覧料 本館展示観覧料でご覧いただけます。

月替わり平日15分プログラム
12月：干支（いのしし）の工作

かご ざる みの

―籠・笊・蓑―」

バスケタリーとは、広義には
木の皮、蔓、竹、草などの植
物素材を、組んだり編んだり
して作る編組品のこと。種類
は実に多く文字通り籠や笊、
箕などの運搬具、保存容器
から、蓑、背中当てといった
身に纏うものまで様々です。
ほか、染色家・芹沢銈介「み
のけら図二曲屏風」
「
、ばんど
り図 四 曲 屏 風 」も併 せてご
紹介します。
会期 開催中〜12/16
（日）

みんげいゼミ

「芹沢銈介と東北-ばんどり図四曲屏風」、
「みのけら図屏風」を中心に-」

料金 無料
（作品は持って帰れます）
時間

日時 12/2
（日）
14:00〜15:30
（開場13:30） 場所 大阪日本民芸館・
会議室 講師 濱田淑子氏
（元東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館学芸
員） 定員 20名
（要予約） 聴講料 300円
（別途入館料が必要）

平日10：30〜15：00（随時）
※材料がなくなり次第終了します。
※団体での利用はご遠慮ください。

ギャラリートーク（学芸員による展示解説）
日時 12/9
（日）
、15日
（土）各回14：00〜14：30
参加費 無料
（別途入館料が必要）

〈企画展〉越冬する昆虫たち

寒い冬を昆虫たちはどのように過ごしているのでしょうか。越
冬している昆虫たちの様子をわかりやすく解説します。

子供用ベッドカバー
（クリブキルト）
国立民族学博物館蔵

■大阪日本民芸館では
「友の会」会員を随時募集しています。
詳細はお問い合わせください。
問い合わせ 大阪日本民芸館
電話 06-6877-1971

こんなボランティアイベントも
万博記念公園では、ボランティアによる様々なイベントが開催されています。
小さいお子様も楽しくご参加いただけるものから、
専門性の高い知識を学べるものまで盛りだくさん。ぜひ公園内の自然を体感してください。

万博水域環境調査隊
ボランティア養成講座（全２日間）

万博記念公園の池や川は井戸水
と雨水を水源とし、園内で循環活
用されています。公園内の生物多
様性を育む水質維持のための水
生生物や水質の調査法、子ども対
象の環境イベントの手法について
学びます
（事前申込要）
。
〈日時〉第1回 12/12（水）、第2回 2019年1/9（水）
雨天決行 10：30～15：00
〈料金〉1名 2,000円（２日分）※別途自然文化園入園料が必要
〈対象〉20歳以上で月2回程度水曜日に万博記念公園でボラン
ティア活動できる方 〈定員〉
１0名（先着順）
〈申込・問い合わせ〉NPO法人 インクルージョンプログラムラボラトリ
☎・FAX 06－6877－6993（電話平日15：00～17：00）
メール ofﬁce@inclusionlab.jp
※年末年始休業 12/22（土）
～2019年1/7（月）

ガンバ大阪
電話 06-6875-8111
（平日10:00〜17:00、
ホームゲーム開催日を除く）

ガンバ大阪ホームゲーム

J1リーグ

11/24（土）14:00キックオフ VS V・ファーレン長崎

ガンバ大阪 U-23ホームゲーム

J3リーグ

11/25（日）14:00キックオフ VS ギラヴァンツ北九州
12/2（日）13:00キックオフ VS セレッソ大阪U−23
場所…パナソニックスタジアム吹田

駐車場予約制についてのお知らせ
パナソニックスタジアム吹田で実施されるガンバ大阪主催試合（J3
リーグを除く）観戦目的での駐車場のご利用は、全て予約制となりま
す。観戦チケット購入端末等で駐車券を事前にご購入いただかない
と、観戦当日に駐車場に入庫することができません。詳しくはガンバ大
阪HP、
もしくは クラブハウスまでお問い合わせください。
ご来場は公共
交通機関をご利用ください。

万博で健康寿命をのばす

もみじ＆冬咲さくらガイド

～ストレッチ・指ヨガ～

自 然 文 化 園 内、
約 30 分 間 の ネイ
チャーガイドツアーです
（事前申込不
要）
。
ただし学校等の団体で参加の
場合は事前申込が必要です。

簡単な柔軟性のチェック後、身体を柔ら
かくするストレッチ等を体験します
（約40
分間）
。マット持参不要、運動ができる服
装で参加してください
（事前申込不要）
。
〈日時・料金〉11/30(金)、12/7(金)
・初めての方対象（参加費無料）
各日9：40～、11：40～
・参加2回目～の方対象（参加費1名500円/回）
各日10：40～、12：40～
※雨天決行、別途自然文化園入園料が必要
〈対象〉成人〈定員〉各回12名（先着順）
〈受付〉参加希望の回の開始時間10分前までに自然文化園中央休憩所
〈申込・問い合わせ〉NPO法人 大阪府民循環型社会推進機構
☎・FAX 06－6877－6991（電話平日15：00～17：00）
メール volu-expo70@comet.ocn.ne.jp
※年末年始休業 12/27（木）
～2019年1/7（月）

ホテル阪急エキスポパーク
バ イ キ ン グ レ スト ラ ン「 ヴ ェ ル デ 」
時 間 ランチ （平

日）
11:00〜15:00
（L.O.14:00）
（土日祝）
11:00〜16:00
（L.O.14:30）
ディナー 17:00〜21:00
（L.O.20:30）
電 話 06-6878-3404
（ヴェルデ直通）
※受付9:00〜21:00

〈90分制〉
「ウィンターコレクション」
バラエティ豊かな洋食や繊細な味付けの和食、スイーツが食べ放
題。期間中はビーフステーキ・にぎり寿司(ディナー限定)も登場！
季節替わりで楽しめる料理の数々をお召しあがりください。
期間 12/1
（土）
〜2019年1/14
（月・祝）

※12/22
（土）
〜24
（月・振休）
のディナー
（宴会場拡大営業）
、1/1
（火・祝）
〜3
（木）
は営業時間・料理内容が変わります。
費用〈ラ ンチ〉
大人
（平 日）
2,100円（土日祝）
2,300円
〈ディナー〉
大人
（土日祝）
3,400円
※ディナーは12/22（土）
〜24（月・振休）
と1/1（火・祝）
〜3（木）
の毎日営業
（期間中は特別料金）
本 誌 持 参 で ●大人ランチ200円OFF、
ディナー300円OFF
●小学生・幼児はいずれも100円OFF
●ホテル駐車場6時間無料※各種割引併用不可

万博テニスガーデン
電話 06-6877-3449 （予約・申込）

テニススクール無料体験レッスン受付中

海外、国内ライセンスを持ったコーチ陣が指導、選手１人１人
の長所を伸ばし、夢に向かってチャレンジする子供たちを全
力でサポートします！※詳しいスケジュールはお電話でお問い
合わせください。
クラス設定 月・火・木・金開講中

モノレール沿線ぶらり1ｄａｙチケット
大阪モノレールでは、毎月第3土曜
日にご利用いただけるお得な乗車
券を発売します
（前売りのみ）。また、
当チケット提示で万博記念公園入
園料の割引等、お得な特典がありま
す。詳しくはHPをご覧ください。
有効区間 モノレール全線乗り降り自由 発売金額 大人600円、小児
200円
（大人1枚につき小児2枚まで購入可能） 有効日 12/15
（土）
発売期間 12/8
（土）
〜14
（金）

お 知 ら せ・お 願 い

園内の一部通行規制について
11月下旬〜3月中旬の間、
マラソン大会等の開催に伴い、園内の
一部を通行規制いたします。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解・ご協力
をお願いいたします。

開催時間中、
コース内において通行規制が行われる場合がございます
のでご了承ください。
イメージ

〈駐車場の混雑状況をチェック〉駐車場の混雑状況は、万博記念公園HP
でご案内しております。
（スマートフォンからもアクセスできます）
おでかけ前の

◎一般成人クラス
（中学生以上） 初心/初級/初中級/中級/上級
◎キッズ・ジュニアクラス
４歳〜中学３年生まで５段階のクラス設定

フットサルスクール無料体験レッスン受付中

大 阪 モノレ ー ル
電話 06-6832-0202
（お客様係 平日9:00〜17:45）

日時 12/23日
（日・祝） 場所 万博記念競技場発着 自然文化
園特設 クロスカントリーコース

クラス設定

電話 06-6877-3356
（予約・申込）

「森の足湯」は12/1（土）から2019年2/17（日）
まで
冬季休業中です。

2018 万博クロスカントリー大会

テニスが初めての方から上級者の方まで、目的に合わせてお
楽しみください。※詳しいスケジュールはお電話でお問い合
わせください。
■ラケットはレンタル無料！

万 博 フット サ ル ク ラ ブ

〈日時〉11/20～12/4の火・木曜、
11/23（金・祝）
①9：40～、②10:20～、③11：00～、
④11：40～、⑤12：20～、⑥13：00～ ※荒天中止
〈料金〉無料※別途自然文化園入園料が必要
〈定員〉各回15名（先着順）
〈受付〉参加希望の回の開始時間までに自然文化園中央口
〈問い合わせ〉NPO法人 大阪府民循環型社会推進機構
☎・FAX 06－6877－6991（電話平日15：00～17：00）
メール volu-expo70@comet.ocn.ne.jp

ご確認にご利用ください。
〈受動喫煙防止について〉受動喫煙防止のため、

EXPOCITY
時 間 ららぽーとEXPOCITY[物販・フードコート]10:00〜21:00[外部飲

食棟]11:00〜22:00
（一部店舗、
その他エンターテインメント施設は施設
（10:00〜18:00）
ごとに異なる） 電 話 06-6170-5590
H P http://www.expocity-mf.com/

「ららぽーとブラックフライデー」

11/23(金・祝)〜26(月)の期間中、対象のショップにておト
クな特典や割引をご用意いたします。おトクにお買い求めい
ただけるこの機会をお見逃しなく!!

指定された場所以外での喫煙を禁止しています。特に、子ども、妊婦、健康等
に問題がある方への配慮のため、
ご協力ください。詳しくはホームページまで。
〈お願い〉●万博記念公園では、園内で発生する間伐材・剪定枝などのリサ
イクル、
自然エネルギーの利用による省資源・省エネルギー対策などを通じて、
快適な環境を保全し環境にやさしい公園となるよう努めています。このため、
園内では、
ごみの減量、空き缶、ペットボトル類の分別、
タバコのポイ捨て禁止
など、皆様のご理解とご協力をお願いします。●ペット類・自転車・危険物の持
ち込みはご遠慮ください。●カメラ・ビデオ撮影をされるお客様は、三脚の利用
等で他のお客様のご迷惑にならないようお願いします。
駐車場の出庫について イベントやスポーツの試合が終了した後は出庫が
集中するため、出庫ゲートが大変混雑し、出庫にかなりの時間を要しますので
ご了承ください。なお、当日は混雑緩和のため各駐車場に設置している事前
精算機をご利用ください。 ※事前精算は必ず出庫前に行ってください。精算

・幼児コース
（4歳〜幼稚園年長） ・低学年コース
（小学1〜3年生）
・高学年コース
（小学4〜6年生）

後、一定の時間が過ぎますと、事前精算時から超過した時間分について再度
精算することとなります。
団体バスの駐車場予約の受付について 中央駐車場及び日本庭園前駐
車場における、団体バス
（マイクロバスを含む）利用の10日前までの事前予

迎賓館

約受付制については、万博記念公園ホームページをご確認ください。

時間 11:00〜19:00
（土日祝は10:00〜19:00） 休 水曜
（祝日は開

館） 電 話 06-6877-3330

H P http://www.geihinkan.com

「迎賓館パーティープラン」
広大なガーデン、美しい日本庭園
に臨む個 室での 会 食などを承っ
ております。
（ 土日祝を除く）。
※食事を伴うご利用は10名以上
で、事前にご予約が必要です。

「毎週火曜日は火曜限定プラスポイント」

※2019/1/1(火・祝)は除く。
2019/3/26（火）
までの期間中火曜日限定で、対象11店舗
がおトクにポイントアップ。また、
ららぽーとEXPOCITYにて3
店舗以上で合計5,000円
（税込）
以上ご利用のうえ、当日中に
購入レシート3枚を1F 光の広場 ポイントカード申込受付ポ
スト前にてご提示いただくと先着300名様に500円分のお買
物券プレゼント!!

料金 洋食フルコース
（ランチ）
6,720円〜
（ディナー）
8,960円〜
洋食ビュッフェ5,600円〜
（いずれも税別・サ込）
その他、パーティや各種
展示会などのご利用も承っております。
休 12/26
（水）
〜2019/1/3
（木）

A B C ハウジング 千 里 住 宅 公 園
電話 06-6876-1521
（10:00〜18:00） 休 水曜
（祝日は営業）

12月フェア開催!
期間中素敵なプレゼントや
楽しいイベント、また住まい
づくりに役立つセミナーを
開催。イベントの日時など、
詳しい情報は「ABCハウジ
ング」
で検索!
期間

12/1
（土）
〜12/25
（火）

万博記念公園（自然文化園・日本庭園）
時間 9：30〜17：00
（入園は16：30まで） 休 水曜
（11月は無休）
料金 大人250円、
小中学生70円
（自然文化園・日本庭園共通）
交通 大阪モノレール
「万博記念公園駅」
から徒歩約5分 吹田ICより車で
約5分 H P http://www.expo70-park.jp/

発行／万博記念公園マネジメント・パートナーズ
電話／06-6877-7387
（総合案内所9：30〜17：00）
〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園1-1 平成30年11月20日発行

万博記念公園の管理体制の変更について
万博記念公園では、10/1
（月）
から指定管理者制度を導入しております。
それに伴
い、万博記念公園日本庭園・自然文化園・スポ―ツ施設・駐車場等
（一部を除く）
の
維持・管理・運営等については
「万博記念公園マネジメント・パートナーズ」
が実施い
たしますのでお知らせします。万博記念公園からのお知らせ等については、
引き続き
ホームページ
（http://www.expo70-park.jp/）
をご確認ください。

源気温泉 万博おゆば
電 話 06-6816-2600

時 間 10:00〜25:00
（受付24:00まで）

料 金 中学生以上/平日750円
（720円）
・土日祝800円
（750円）
、4歳〜

小学生 370円、3歳以下100円 ※
（ ）
は会員料金 ※万博オールパスを
お持ちの方は割引あり。
H P http://oyuba.com/banpaku/#no=0

療養泉にも指定されている茶褐色の掛け流し源泉風呂が有
名。 HOTヨガやカキラも開催中
（各別途料金必要、定員制）
。
ランナーズステーション、男性サウナ限定ロウリュも是非おた
めしください。詳しくはHPにて。

編集後記
本格的な冬の始まりです。万博記念公園では、12月1日から、今年
もイルミナイト万博を開催します。今回は、Wonder Experienceと
銘打って「銀河の輝き」
をテーマに、
これまでのイルミナイト万博と
は全く異なる演出で皆様をお出迎えします。気象庁の予報では、関
西は暖冬になると予報されていますが、冬の天候は変わりやすいも
の。皆様、温かい恰好で、
お越しください。それでも寒いときは、同時
開催のラーメンEXPOで体の中から温まりましょう。

