
を トン楽しもう！
だ

出会い！

体験！

写真映え！

五月平展望台
五月山ドライブウェイを車で約5分。都心からも30分もあれば着いてしまう
絶景パノラマビューポイント。関西夜景百選にも選ばれている。

最後は大阪髄一のパノラマビューで

池田で撮った写真はぜひハッシュタグをつけてSNSに投稿してください！ #ハッピィ池田フォト　#うまいde池田

カメラガールズは、「カメラが好きな友達がほしい～！」というTwitterの声が
きっかけで誕生した日本最大のカメラ女子サークル。そんな彼女たちと一緒に、
このまちを撮影したものを本誌にまとめてみました。あなたもこのまち池田で、
あなたらしい素敵な写真を撮ってみてはいかがでしょうか。

Find Colorful IKEDA!  Feel Happi IKEDA!  
撮りたい！が見つかる

いけだ ハッピィ
フォトブック

#ハッピィ池田フォト

撮影協力： あじゃり、池田呉服座、池田城跡公園、一夢庵、逸翁美術館、KIKYU、北田呉服洋品店、旧加島銀行池田支店（インテリアカワムラ）、観光案内所、ゲストインフォメーション、
 小林一三記念館、サカエマチ商店街、五月山公園、五月山動物園、Shokuの店、DAYZ、ハウスオブトビアス・ヤコブセン、poco a poco、落語みゅーじあむ（敬称略・50音順）

発行年：2019年
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#五月山公園　#みんなでポーズ

#ハウスオブトビアスヤコブセン　#北欧好き

#五月平展望台　#夜景　#キラキラ

#池田の長屋　#古民家カフェ #ハウスオブトビアスヤコブセン　#北欧好き

#サカエマチ商店街　#食べ歩き

#水月公園
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#池田

#観光案内所　#イケカラ

#マンホールにウォンバット

#五月山動物園　#ウォンバット

#ふわふわウォンバット #観光案内所　#ウォンバットがいっぱい

#ふくまるくん

#池田城跡公園

#チキチキソフト #五月山公園

#五月山動物園 
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#小林一三記念館　#華麗な#古民家　#梅

#旧加島銀行池田支店

#ハウスオブトビアスヤコブセン #逸翁美術館　#お茶

#古民家カフェ　#火鉢

#呉服座　#ほぼ毎日上演中

#池田城跡公園　#アイス売ってる #ハウスオブトビアスヤコブセン

#落語みゅーじあむ　#上方落語の資料館

#石畳通り　#酒蔵　#まちあるき

#池田

#池田
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#池田 #池田

Find Colorful IKEDA! Feel Happi IKEDA!

#サカエマチ商店街　#懐かしい　#お店がいっぱい　#北田呉服洋品店

#サカエマチ商店街　#懐かしい　#お店がいっぱい　#北田呉服洋品店 #サカエマチ商店街　#懐かしい　#お店がいっぱい

#サカエマチ商店街　#懐かしい　#お店がいっぱい #サカエマチ商店街　#懐かしい　#お店がいっぱい

#あちこちにウォンバット

#あちこちにウォンバット

#商店街で食べ歩き

#美味しい珈琲飲み歩き#ビリケンさん　#願い事

#あちこちにウォンバット
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住所：池田市栄本町12-4｠シャンティ池田１階　電話：072-754-1258 
営業時間：8:30～18:30（モーニング/8:30～10:30、ランチ/11:00～14：00、カフェ
タイム/14:00～、夕食/17:00～21:00［予約制］）※クレジットカードの利用不可
席数：14席  駐車場：なし　定休日：不定休
ホームページ：https://ajyari2009.on.omisenomikata.jp
※第1・第3水曜日16時30分～篠笛教室

神宮茶処　あじゃり
体にやさしい料理が楽しめる茶屋

住所：池田市栄町10-10　電話：072-753-0123
営業時間：9:30～19:30　定休日：火曜日　
駐車場：なし（お買上3000円以上で、ハローワーク前、
本町モータープールの駐車券を進呈）　
ホームページ：http://kitada-gofuku.com/

北田呉服洋品店
サカエマチ商店街の老舗店

ご家族で来られる

方も多いそうです！

精進料理を元にした、やさしいメニューが嬉しい。
五月山動物園までの坂をのぼる前に
家族でゆっくり腹ごしらえ、していこう。

地元の人たちにおなじみの商店街のお店。
数え切れない人を迎え入れてきた広い店内は、お屋敷みたい。
思わぬ掘り出し物が見つかりそうな予感。

#気配りメニュー　#身体にやさしいごはん　#子どもにもやさしい　#こだわり料理

#老舗呉服店　#洋服も和服も　#店内探検　#掘り出し物を探す
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デザートは

ワッフルが

おすすめ！

２階の雑貨店は子供たちも大喜び！

Find Colorful IKEDA! Feel Happi IKEDA!

住所：池田市栄町3-12 ２F　電話：072-751-2810　
営業時間：11:00～23:00（ランチタイム11：00～17：00
／ディナータイム17:00～23:00）(LO23:00)
席数：28席　駐車場：なし　定休日：不定休
ホームページ：https://pocoapoco-grevi.jimdo.com/

カフェバール poco a poco
サカエマチ商店街のくつろぎカフェ

住所：池田市栄町3-2　電話：072-702-3659
営業時間：11:00～22:00 (L.O 22:00)
席数：23席　駐車場：なし　定休日：月曜日
ホームページ：https://cafeandbardayz.owst.jp/

ローカーボ・バル DAYZ
低糖質にこだわる隠れ家カフェ＆バル

低糖メニューだけど、お肉もしっかり本格派。
オリジナルのレトルトカレーや低糖食材が並ぶ
店内は、遊び心がいっぱい。
ライブやイベントもあって、いつ行っても飽きない。

ランチもデザートも、なんといっても彩りがすごい。
家族みんなでわけあって、お腹いっぱい！
商店街の二階で、意外にくつろげるのも嬉しいな。

#親子ランチ　#おしゃれランチ　#カラフルメニュー　#スイーツ　#サカエマチ商店街

#気配りメニュー　#こだわり料理　#隠れ家
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小さな子供たちにも

野菜に触れて

もらっています

Find Colorful IKEDA! Feel Happi IKEDA!

だいたい毎週末に開催しています。予定確認、お申し込みは、Facebookから
どうぞ。https://ja-jp.facebook.com/hatakedeasagohan/
お問い合わせ先　電話：090-3283-2565(吉岡）
Information
場所：池田市古江町の畑（詳細はご予約時にご案内します）
参加費：大人1,250円、小学生750円、幼児500円、2歳未満無料。
　　　  野菜のお持ち帰りは別途、量り売りさせていただきます。
服装・持ち物：長靴（汚れて良い靴）、着替え、帽子、レジャーシート、
　　　　　　 マイ食器、野菜以外の朝ごはん、お好みの調味料、飲み物
定員：５組程度

畑で朝ごはん
採れたて野菜でつくる朝食体験イベント

自分で採った野菜ってこんなに美味しかったんだ！
収穫から調理、そしてみんなで朝ごはん。貴重な体験にドキドキ！
子供たちはもちろん、大人も夢中になっちゃいそうです。

#採れたて野菜　#野菜が美味しい　#収穫体験　#野菜と触れ合う　#親子体験　#畑



住所：池田市綾羽2丁目5-33
電話：072-752-7082（池田市緑のセンター）
営業時間：9:15～16:45
定休日：火曜日（祝日の場合は直後の平日）
駐車場：五月山公園駐車場など（有料）
料金：無料

五月山動物園B

住所：池田市栄本町6-15　
電話：072-752-0529
営業時間：昼の部12:30～、夜の部18:00～
休館日：各月末日、中間に1日、年末※年末・中間の
休みは不定期のため劇場にお問い合わせください。
駐車場：《契約駐車場有り》本町モータープール
料金：大人/1,900円、小人/1,400円、
ショー割引/1,400円、前売り券/1,700円、
桟敷席/300円UP、指定席料金/300円

池田呉服座I

住所：池田市伏尾町128-１
電話：072-751-3540　
営業時間：11:00～21:00（日帰り入浴）
駐車場：300台（無料）
入浴料：大人/1,600円、お子様/800円

伏尾温泉 不死王閣A

住所：池田市栄本町7-3
電話：072-753-4440
営業時間：11:00～19:00※イベント開催
により入館制限を行う場合がございます。
休館日：火曜日、年末年始
駐車場：近隣の民間の有料駐車場
料金：入館無料(落語会は木戸銭が必要)

落語みゅーじあむH

住所：池田市綾羽2-5-9
電話：072-752-6301
営業時間：9:00～17:00
休館日：月曜日、火曜日、祝日、年末年始
駐車場：なし
料金：入館無料（実費が必要なプログラムあり）

五月山児童文化センター D 住所：池田市城山町3-46（池田城跡公園管理棟）
電話：072-753-2767
営業時間：9:00～19:00（11～3月/9:00
～17:00まで）
休園日：火曜日（祝日の場合は直後の平日）
12月29日～1月1日
駐車場：五月山緑地駐車場（有料）
料金：無料

池田城跡公園E

住所：池田市綾羽2丁目5-33（五月山公園総合案内所）
電話：072-751-3070（池田市公園管理センター）
営業時間：9:00～17:00（公園はなし）
定休日：火曜日（公園は無休）
駐車場：五月山公園駐車場など（有料）
料金：無料

五月山公園C

住所：池田市建石町7-17　
電話：072-751-3865
営業時間：10:00～17:00（入館16:30まで）
休館日：月曜日(但し、月曜日が祝日・振替休
日の場合は開館、火曜日休館)
駐車場：10台（無料）
料金：一般300円/中学生以下：無料

小林一三記念館G

住所：池田市栄本町12-27
電話：072-751-3865
営業時間：10:00～17:00（入館16:30まで）
休館日：展覧会会期中の月曜日（ただし、月
曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
駐車場：22台（無料）
料金：一般：700円/高校・大学：500円/中学
生以下：無料/65歳以上：500円

逸翁美術館F

で トン楽しもう！家族

IKEDA HAPPY MAP
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全国７頭のうちの５頭が集結！
ウォンバットに会える動物園

江戸時代の大衆演劇が甦った?!
踊りもお芝居もほぼ毎日上演

ひと足のばせば別世界へ
五月山を正面に望む大阪奥座敷

全国でも珍しい上方落語資料館
アマチュア落語家を輩出中！

子ども向け体験型科学館
プラネタリウムでは爆笑体験?!

地方豪族・池田氏の居城跡地から
池田のまちを一望できる

桜、つつじ、紅葉と四季折々
ロング滑り台を始め遊具も充実

阪急電鉄創始者の軌跡を辿り
華麗なる時代を追体験

石畳通り

さ
く
ら
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り

サ
カ
エ
マ
チ

商
店
街
二
番
街

サ
カ
エ
マ
チ

商
店
街
一
番
街

D

E

F

G

H

I

A

B

C

ビリケンさん

旧加島銀行池田支店
（インテリアカワムラ）

ハロー
ワーク池田

阪急 池田駅
ゲストインフォメーション

観光案内所

ハウスオブ
トビアス・
ヤコブセン

一夢庵

Shokuの店
KIKYU

「逸翁」は小林一三氏の雅号
会期中の土日にはお茶体験ができる


