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食の文化祭実行委員会アート班 

2018年秋「アートの森 ～Art Street～」出展者資料 

 

1.「食の文化祭 ～高槻ジャズとグルメフェア～」について 

 イベントの趣旨 

 近年、画一的な都市デザインが定形化している中心市街地。とくに飲食店にいたっては、どの駅に

降りてもハンバーガーショップや牛丼店が乱立し、そのまちのオリジナリティー（独自性、特色）を

まったく感じることができません。わがまち高槻も例外ではなく、多くの商業テナント床には大手が

出店するフランチャイズ店舗が軒をならべ、高槻らしさ、高槻の伝統、高槻の文化などが失われてい

ます。 

 2009年、『食』というテーマのもとに、高槻の知られざる名店の紹介や、高槻ブランドの発掘、高

槻の地産地消の食育を広くＰＲできるイベントを立ち上げ、大きな成功を収めました。今年もまた、

２日間にわたって開催することを計画致しました。 

 ジャズの演奏と美味しい味を楽しみながら、すてきな高槻ブランドを発見しましょう。 

 高槻の街を盛り上げ、このイベントを運営していくため、今年もみなさまにご支援・ご協力いただ

けますようお願い申し上げます。 

 開催日時 

2018年 10月 13日(土)・14日(日) / 10:00～17:00 

 開催場所 

高槻城跡公園、高槻市立第一中学校グラウンド（2016年度から会場が変更） 

 イベント内容 

食に関する展示販売（約 60 ブース/日）、ジャズの演奏（約 20 バンド/日）、アートの森（約 40 ブー

ス/日）、フリーマーケット（約 40ブース/日）、社会貢献ブース（約 15ブース/日） 

 問い合わせ先 

食の文化祭実行委員会（開催当日は第一中学校グラウンドに運営本部を設置） 

 E-mail: info@food-festival.jp  URL: http://www.food-festival.jp/ 

高槻まちづくり株式会社（大阪府高槻市城北町 1-2-8 JKカフェ 3F） 

 E-mail: jazz@0726.info 

 

2. 「アートの森 ～Art Street～」について 

 イベントの趣旨 

 「アートの森 ～Art Street～」はアーティスト・来場者間の相互に出会いの場を提供し、自身の芸

術活動を広くアピールしていただくことで、アーティストを支援することを主な目的としています。

作品の販売行為に制限はありませんが、自身の利益のみにとらわれず、参加者全体の利益および芸

術・創作分野の発展にご協力ください。 

 出展対象 

独自性の高い手作りの芸術作品（飲食物、ナマ物、その他法律・条例に違反する物品の出展はできま



せん。また、石けんや香水などの化粧品の製造・販売もできません） 

 開催日時（雨天中止） 

2018年 10月 13日(土)・14日(日) / 10:00～17:00 

 開催会場 

大阪府高槻市城内町（阪急「高槻市駅」より徒歩約 10分） 

高槻城跡公園（公園内西側） 

 出展料（開催当日の朝に受付で徴収。両日の場合は 1日目に両日分） 

手荷物ブース 大: 2000円/日 小: 1000円/日 

※ブルーシートや机、高さ調節の木片など、開催当日に必要な物品は各自でご用意ください 

 出展数 

手荷物ブース 大: 約 10ブース/日 小: 約 20ブース/日 

 出展スペース（出展内容やブースの場所によって多少の変動・凹凸などあり） 

手荷物ブース 大: 幅 2m×奥行き 2m 小: 幅 2m×奥行き 1m 

※テントは「手荷物ブース 大」のみ使用可能 

 出展ブースの場所 

出展内容を精査の上、開催日までに実行委員会側で決定・公開（十分な歩行スペースを確保するため、

出展ブースが歩道に入らないようにしてください） 

 開催当日の受付 

7:00 以降に城跡公園内の中央付近で行い（9:30 以降については公園中央トイレ横のスタッフテント

へ移動）、雨天中止の場合は 7:00ごろにメールやWebサイトで連絡 

     食の文化祭: http://www.food-festival.jp / 

 搬入・搬出 

 会場内への搬入は受付を済ませた後になります。周辺環境への配慮があるため、7:00 以前には搬

入を行わないでださい。 

 会場からの搬出については、イベント終了後からを予定しています。人の流れなどの状況により変

動する恐れがあり、その場合は各ブースにてお知らせします。 

 開催当日の駐車場 

 搬入時の 7:00～8:30 のみ、荷下ろしのための停車場所を用意しています。詳細は以降のページに

記載しています。また、公園北の一般有料駐車場は 2017年 6月に閉鎖されており、周辺道路へは一

時的にも駐停車しないでください。 

 その他 

 実行委員会からのメールが届かない場合があるため、受信設定などにはご注意ください 

 公園内や隣接する第一中学校グラウンドでは飲食や演奏などの各種催しが行われます 

 忘れ物は公園中央のスタッフブースか第一中学校グラウンドの本部で一時的に預かりますが、

破損や紛失などについて実行委員会は一切の責任を負いません 

 両日出展であっても、開催時間外の会場に物品を置いたままにしないでください 

 来場者の安全を優先するため、イベントの円滑な運営にご協力ください 



 問い合わせ先 

食の文化祭実行委員会アート班（開催当日は公園中央のトイレ横にブースを設置） 

 E-mail: art@0726.info  出展一覧: http://tjs.osaka.jp/entry/?p=600 

※開催当日はスタッフのほとんどが会場にいるため、メールなどに対応できない場合があります 

 

3. その他イベントの連絡事項 

 ボランティアへの参加のお願い 

 現在、イベントの運営を支えるボランティアが慢性的に少ない状態です。お忙しいとは思いますが、

前日・翌日の準備や片付けでも結構ですので、ボランティアとしてご参加ください。 

 開催当日の具体的な作業は以下などがあります。女性スタッフでないとできない作業もあるために

毎年難渋しており、お手すきの 5分、10分を使っていただけると次の開催につながります。 

 テント設営（7:00～9:30、軽作業）・撤収（17:00～、軽作業） 

 日中のトイレ掃除 

 第一中学校グラウンドのテーブルや椅子の設置・撤収 

 資材積み込み 

 お手伝いいただける方は実行委員会へメールしていただくか、開催当日に多目的広場へ直接お越

しください。 

 エコへの取り組み 

 イベントでは市民グラウンドや城跡公園にエコブースを設置してゴミを分別し、地球にやさしいイ

ベントを目指しています。 

 分別対象となるゴミ（※ゴミの分別はエコブースにて各自で行ってください） 

 燃えるゴミ、アルミ缶、スチール缶、ビン、ペットボトルなど 

 くれぐれもゴミの放置、タバコのポイ捨てはしないでください。また、ゴミが大量に出る場合や、

塗料などの特殊・巨大なゴミについてはご自身でお持ち帰りください。 

 喫煙について 

 会場や公共施設内は全面禁煙ですので、禁煙を厳守してください。特に、開催当日は小さなお子様

連れのお客様が多数来場されるので、子供の火傷被害を防ぐためにも、歩きタバコはお止めください。 



城跡公園会場（手荷物ブース 大・小） 
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周辺地図 

 

 

◆開催日周辺のスケジュール 

10月 12日 09:00～ 前日準備 

13日・14日 07:00～ 当日受付 

 10:00～ アートの森、食に関する展示販売、フリーマーケットなど 

 11:00～ 演奏（16:00または 17:00まで） 

 17:00～ 手荷物ブース 大・小の撤収・搬出 

15日  翌日の後片付け 

 

市民グラウンド 

（工事中） 
グラウンド 

（飲食ブース） 


