
市民コンサート

桜カフェ
※詳しくは 5ページを
　見てください。

３月31日 土

点灯式
３月30日 金

※詳しくは 4ページを
　見てください。

桜スイーツ

～今年もいいね！ 寝屋川市の桜～

サクラ☆プロジェクト
　２年目を迎えたサクラ☆プロジェクト。今年も桜のライトアップ、桜
カフェ、桜をイメージしたスイーツの販売などを行います。
　昨年の桜のライトアップでは、延べ3万5,000人が来場し、大いにに
ぎわいました。今年は新たな取り組みを行うなど、市民の皆さんにより
楽しんでもらえる内容となっています。夜桜を眺めに出掛けませんか。

問　企画政策課

　桜の名所である打上川治水緑地の北側遊歩道沿い約400メートルの両側の桜約200本をライトアップします。
　照明はカラーのLEDを使用し、淡い桜色、薄紫色、珊瑚色などの４色に変化します。関西では珍しいグラデーションが楽し
めるライトアップです。
※�中止の場合は、当日午後５時に、市ホームページ「新着情報」に掲載します。また、電話応答サービス（☎824・2037）で
も確認できます（自動音声で応答します）。

午後６時30分～９時
３月30日�　～４月８日金 日 雨天決行のライトアップ

桜

お土産は、
いかがですか？

夜桜を眺めな
がらゆっくり
しませんか
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３月30日　金 午後６時30分

３月31日　土 午後４時

※�雨天のとき、プログラムの変更、中止の場合があります。

点灯時に寝屋川市音楽団によるファンファーレの演奏で
イベントを盛り上げます。

寝屋川市音楽団が「イン・ザ・ムード」「シング・シ
ング・シング」などの名曲を演奏します。

◆点灯式

◆市民コンサート

※雨天中止

　桜並木を色鮮やかにライト
アップ。提供していただいた帯
をお姫様に見たてた桜に飾り結
びし、ドレスアップ。「姫桜」
を演出します。

　シャボン玉が飛び交う小道で子どもた
ちも楽しくなる夢のようなひとときです。

　地面にも注目！目線を下に向
けてみると！？

　今年は新たに、打上地区の竹細工
愛好家が手作りしたランタンを貸し
出します。夜桜ピクニックや園内で
ゆっくり過ごす際のお供にぴったり
です（１日限定100個）。

竹細工ランタンで
今年は夜桜ピクニック♪

園内で語らい、
ホロ酔い～♪

○ライトアップ実施時間中は、会場への自転車での進入・北側遊歩道付近での
ランニングを禁止します（自転車を押して進入することもできません）。

○会場内のロープなどで規制された区域への立ち入りはできません。
○会場内は全面禁煙です。
○会場及び周辺の路上などでドローンなどの無人飛行物の持ち込みなどは禁

止します。
○会場内でのバーベキューは禁止します。
○会場内の遊歩道上にシートを敷くなどの行為は禁止します。
○「姫桜・回廊」の東行き一方通行、「夢の小道」から続く遊歩道の西行き一

方通行に協力をお願いします。
○遊歩道途中にある階段・スロープは封鎖しますので、通行できません。

＜会場での注意事項・お願い＞

○小学生以下の人は、保護者同伴が必要です。
○会場に駐車場はありません。公共交通機関又は徒歩・自転車などで来場す

るか、市役所の駐車場（無料）を利用してください。
○自転車で来場する場合は、交通ルールを守り、指定の駐輪場を利用してください。
※①整列駐輪をお願いします②飲酒運転は犯罪です。自動車、自転車で来た人

は絶対に飲酒しないでください。
○ライトアップ実施中は交通対策として、府道枚方交野寝屋川線の路側帯に

カラーコーンを設置します。

＜来場時の注意事項・お願い＞

今年は

市役所敷地内
の

桜もライトアッ
プ

します。

　市マスコットキャラクター「はちかづきちゃん」と
「ねや丸くん」がキラキラの衣装で遊びに来ます。
　��いつ来るかはお楽しみ。あなたは出会えるかな？

※�天候状況などにより、登場を取りやめる場合があります。

はちかづきちゃん＆
ねや丸くんが登場!

遊びに来てね! 光る!

　会場内の本部にて配布します。
会場を照らすライトアップの�
一員になっちゃおう！（１日限定300個）

サイリウムブレスレットを配布
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昨年8,820個売り上げ！
（平成29年３月25日～４月30日）

昨年9,945個売り上げ！
（平成29年３月25日～４月30日）

昨年も大好評でした!
一度食べたら癖になる
おいしさです！

大
ヒット!

スイーツ桜

塩味のきいた桜あんと
クリームチーズが絶妙に

マッチした期間限定の和菓子

桜あんをふわふわ
のスポンジ生地で
包んだ和菓子

　桜をイメージした各店舗オリジナルスイーツを販
売します。
　今年は、寝屋川市内の小学校５年生・６年生から
「キミが食べたいオリジナルスイーツ」のイラストを
募集しました。1,948件の応募の中から、最優秀賞に
輝いた２つのスイーツを販売します。子どもたちの思
いが詰まったお菓子を食べてみてください。

問　産業振興室

桜もちぃず

桜ふわわ

●�

洋
菓
子

サクラの
タルトケーキ

桜の
ロールケーキ

一力総本店
☎ 821・0409
早子町19番11号

虎屋
☎ 826・0772
東大利町13番16号

万寿堂
☎ 826・0161
高柳一丁目12番５号

つくし
☎ 839・3905
黒原城内町２番３号

みよしや本舗
☎ 826・3448
池田旭町９番２号

翁堂
☎ 832・9943
成田南町３番４号

池田家
☎ 833・4960
成田町１番13号

日の出餅
☎ 831・0278
香里本通町10番20号

ちとせ菓舗
☎ 831・0832
香里本通町10番13号

販売和菓子店一覧

昨
年
植
樹
し
た
十
月
桜

（
寝
屋
川
駅
前
線
）

抹茶やあんこをいちご味
のスポンジ生地で包んだ
和洋折衷のロールケーキ。

家族で分け合える
ようにロールケー
キにしたのでみん
なで楽しく食べて
ほしいです。

原鈴佳さん考案
（市立池田小学校）

丸いタルト生地に桜
色のババロアをのせ
たケーキ。

受賞を一緒に喜ん
でくれたクラスの
みんなに食べても
らいたいです。

藤岡菜々さん考案
（市立石津小学校）

●�

和
菓
子

販売洋菓子店一覧

ティ・コ・ラッテ�
ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ
< 香里園店 > 
☎ 833・8383
香 里 南 之 町 28 番 24- 
108 号
< 寝屋川店 >
 ☎ 823・7766
豊野町 15 番６号

ケーキショップ
カプリス
☎ 802・0101
香里新町３番 13 号

パティスリー�フリアン
☎ 826・5733
池田南町 1 番４号

シフォンケーキ専門店
めれんげ
☎ 813・4200
日之出町１番５号

虹彩菓子工房
プリュム・ダンジュ
☎ 865・2509
昭栄町 11 番６号 
マリーヴィレッジ１階

洋菓子工房�
ボストン
☎ 822・8640
八坂町７番７号

オリジナルスイーツ

サクラのタルトケーキ

桜のロールケーキ

販 売 店

☆�最優秀賞スイーツと和菓子
はライトアップ会場でも販売
します。
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のにぎわいづくり桜 　市内外からの集客を促進し、地域産業の活性化を図るため、市内商
業団体などと連携したイベントなどを行います。

問　産業振興室

３月中旬～４月中旬

　鉄道駅を拠点として、市内に点在する桜の
名所へのルートを桜街道としてつなげます。
　昨年は市内２か所に74本の桜を植樹し、今
年は市内計４か所に22本の桜を植樹します。
※�「市桜の植樹計画」に基づき、計画的に
行っています。

問　水・みどり室

●�桜カフェ�●
　打上川治水緑地に毎日違った市内のお
店が出店します。桜を眺めながら飲食を
楽しみませんか。

●�桜セール�●

　市商業団体連合会加
盟の商店街などがいろ
いろなセールを実施し
ます。
※ 実施日は商店街など

により異なります。

の植樹桜

●�打上川治水緑地
●�東寝屋川駅前広場

●�打上川左岸
●�焼却場南交差点付近

＜今年の植樹場所＞

ライトアップ期間中
毎日実施

日　程
店　名

自慢の一品・ドリンク
（メニューは下記以外にもあります）

３月30日（金）

●和食レストラン�猩々（しょうじょう）
・大葉ジェノベーゼのパスタ・ホットワイン
●かつ辰　
・おでん・甘酒（ノンアルコール）

31日（土）

●和食レストラン　猩々（しょうじょう）
・大葉ジェノベーゼのパスタ・ホットワイン
●Ｔwo�Spark（とぅー�すぱーく）
・ねやバーガー・ビール

4月１日（日）

●かたぐるま　
・鯛焼き（さくらあん）・生ビール
●おかめ　
・うどん・ビール

2日（月）

●korean�food�&�café日・韓茶�ta－yon
・韓国のり巻きキンパ・韓国茶
●和ダイニング�八坂�いそ平　
・サザエ壺焼き・日本酒

3日（火）

●活魚・かに料理�磯平　
・かに汁・生ビール
●Ｏsteria�Campana(オステリア�カンパーナ）
・ミニピザ・自然派ワイン

4日（水）

●ビストロカフェ�ディセット　
・串焼き・さくらスパークリングワイン
●CAFE�BON�VOYAGE（カフェ�ボン�ボヤージュ）
・ミックスサンドイッチ・コーヒー

5日（木）
●ビストロカフェ�ディセット　
・串焼き・さくらスパークリングワイン
●米芳商店　・おつまみセット・季節の日本酒

6日（金）
●ファーストキッチン寝屋川ビバモール店
・フライドチキン・ソフトドリンク
●米芳商店　・おつまみセット・季節の日本酒

7日（土）

●brown�blanc�café（ブラウン�ブラン�カフェ）
・海老のビスク（スープ）・ホットコーヒー
●寝屋川市商業団体連合会青年部　
・たこ焼き・生ビール

8日（日）

●一休　
・焼きそば・缶ビール
●寝屋川市商業団体連合会青年部　
・たこ焼き・生ビール

◆ 出店予定表 ◆
●平日…午後５時～９時　●土・日曜日…正午～午後９時

※４月７日（土）は、野だても開催します＜雨天時は８日（日）＞。

ハッシュタグ「＃ねやがわサクラP」を付けて、
サクラ☆プロジェクトの素敵な写真を投稿しよう!!

＃ ねやがわサクラ P

Instagramに
投稿しよう!

　桜の開花情報など、サクラ☆
プロジェクトの最新情報は、市の
ホームページ、フェイスブック、
市公式アプリでお知らせします。

iOS用 Android用

もっと寝屋川

市公式アプリ
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