
2 募集条件 - Recruitment conditions

3 参加費 - Palticipation fee

4 服装 - dress code

6 アクセス - access

5 応募方法 - application method

1 概要 - Overview

◆
　境内に集合できる方。
　※午後５時までには解散予定※
◆お祭りが好きで、健康で元気な方。
◆日本語でコミュニケーションが出来る方。
　または、出来る方と一緒に参加。
◆外国籍である。※日本国籍不可※
◆
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◆
　to around 5:00 PM.
　Those who can gather in the precinct.　
◆Those who likes festivals,
 　is healthy and energetic.
◆Those who can communicate in Japanese
　or join with those who can.
◆Only foreign nationality.
   Unfortunately, people who have Japanese
   citizenship cannot participate.
◆
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◆ 
　┗お弁当
　┗木札     ★プレゼント★
　┗法被

◆
　┗lunch box
　┗kifuda　　　　★present★
　┗outfit(happi)

◇はちまき
◇木札
◇法被
◆白シャツ
◆さらし
◆白パンツ
◆足袋(シューズ可)

◇hachimaki
◇kifuda
◇outfit(happi)
◆white shirt
◆sarashi
◆white pants
◆tabi(shoes can also be)

2,000円 2,000円 ※応募先着50名 無料※ 2,000 ¥2,000 ※First 50 applicants are free※

◇は用意します。

〒541-0059 
大阪府大阪市中央区博労町4丁目1番3号

【地下鉄】
心斎橋　駅3番出口-徒歩5分
本町駅１３番出口-徒歩５分

〒541-0059
4-1-3, Bakurocho, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka, 

【Subway】
Shinsaibashi Station Exit 3 - 5 min walk
Honmachi Station Exit 13 - 5 min walk
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You can get ◇ items. 

２０１８年１０月７日(日)午前９時 Sunday, October 7, 2018 9:00 AM
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難波神社境内にある博労稲荷は、大阪を
代表する「お稲荷さん」として古くから信仰
を集めました。神輿巡行は恒例行事として
長らく行われて来ましたが、人口減少など
により昭和40年に途絶え、地域イベントの
「船場まつり」に合わせ、平成24年に47年
ぶりに復活しました。
日本の文化をより知ってもらう為、外国人
を対象としたお神輿体験を開催します。

Bakuro Inari, which is located in Namba Shrine 
grounds , gathered faith as a representative of 
Osaka "Oinarisan" from long ago. Although the 
mikoshi cruising has been held as an annual event 
for a long time, it stopped in 1960 lecause of the 
declining population. However , it was revived for 
the first time in 47 years in 2012 in accordance with 
the "Semba Festival"of regional event.
This time, we hold the event that foreigners can 
have Mikoshi - experience because we want you to 
know about Japanese culture.

右のQRコードまたはURLよりアクセスし、
必要事項を明記の上、応募下さい。

お神輿体験に関するお問い合わせは
下記へ連絡下さい。
E-mail : info@namba-mikoshi.com
担当：石川　

Please access from the right QR code or URL
and fill in the required information.

If you have any questions about this event,
please contact us at.
E-mail: info@namba-mikoshi.com
Contact Person: Ishikawa

Portable shrine experience

締切　2018年９月１５日（土）
Deadline Saturday, September 15, 2018

https://goo.gl/forms/bS0KAZtNdajx75393https://goo.gl/forms/bS0KAZtNdajx75393


