
天理教南団体待合所 

団体利用のない日は、市民の憩いの場になります。知育玩具や絵
本のスペース、また学生が勉強したり、読書に適したスタディスペー
ス、また講座やワークショップなどのイベントができる設備もあります。 
お隣りのステーションストアには授乳室とオムツ交換室もあって、小さ
なお子様づれにも立ち寄りやすい広場になっています。 

 
イマジネーション・ 
プレイグラウンド 

 
子供たちの創造力と構成力を
刺激する１７種類のフォームブ

ロックです。 
バラバラのパーツを並び替え
組み替えながら、等身大の家
具やシーソー・乗り物を作った
り、大きな玉ころがしのコース
を作ることができます。 

スーパーノバ 
 

傾斜した輪がダイナミックに回
転するバランス遊具です。 
輪の上をバランスを取りなが
ら歩いたり、仲間を乗せて回し
て遊びます。ひとりで自分の
可能性に挑戦することもでき
ますが、グループで遊ぶと、そ
の楽しさや難易度が変化し、
シンプルな中にもチャレンジす
る楽しさが溢れています。 

マグフォーマー 
 

磁力でくっつく画期的なブロック。パチッとくっつく間隔が、
磁力の不思議を体験でき興味を刺激します。組み立てや

取り外しも簡単で、小さい子どもから遊べます。 

JR天理駅高架下 南団体待合所 

すりばちコフン 

ふわふわコフン 

４月１日～９日 子育てウィーク 
駅前広場には、人気の「ふわふわコフン」「すりばちコフ

ン」の他にも楽しい遊具など、子ども向けのしかけが
いっぱい。 
春休みは子育てウィークとして、ワークショップや演奏
会など楽しいイベントが盛りだくさん。 

４月10日～16日 健康ウィーク 
  健康長寿に役立つ遊具などがあり、健康づくりの場と   
  して活用していただけるよう、健康ウィークとしてメディ 
  カルセンターと連携したイベントを開催します。 
 



新入生歓迎プチステージ 
新歓ウィークは新入生を天大生がコンサート
で歓迎。 
時間： 8:15～8:45 
☆4/3（月）～7（金）の毎日同時間開催 
場所：ステージコフン  料金：無料 
問合せ：0743-62-7530 （天理大学学生自治会） 

平成29年 春の交通安全県民運
動出発式 
春の交通安全県民運動初日、パトカーの出
発式を行います。 
 
時間： 14:00～15:00 
場所：南団体待合所 料金：無料 
問合せ0743-63-1001（内線270） 

     （天理交通対策協議会） 

７日 

●ひつじの親子・わらべうたチャ
リティーイベント 
●東日本大震災から６年,NPO法人わらべうた

ベビーマッサージ研究会有志にて、全国で
チャリティを開催 
●南団体待合所 
●10時～15時 
●1講座500円 無料ブースあり 
●NPO法人わらべうたベビーマッサージ研究
会有志  
●090-9165-1684 

９日 
●コフフンマルシェ（第2・4日曜） 
●市・県内各地の農・林・食のＰＲと地域のに
ぎわい空間づくりとなる「コフフンマルシェ」を開
催 
●天理駅前広場 
● 
●有料 
●天理市 色雲 
● 

１１日 
●脳活講習会 
●高齢者の認知症予防意識を喚起するため、
「日常生活の中で取り組める脳機能の向上
（仮）」をテーマに講話と活脳教室の体験をし
ます。 
●南団体待合所 
●10時～12時 
●無料 
●天理市介護福祉課 
●0743-63-1001（内線740） 

１１日 
●真美健康体操 

jazz live by 「市川純也カルテット」 & 
「memeとゆかいな仲間達band」 
天理市出身の市川純也さんのカルテットと、 
佐坂めぐみさんのバンドステージ 
 
時間： 13:00～ /15:00～ 市川純也カルテット 
/14:00～ /16:00～ memeとゆかいな仲間達band 
場所：ステージコフン 料金：無料 

９日 
●「たけのこクラブ」パフォーマン
ス 
●朝和学童「たけのこクラブ」の子供たちによ
る元気いっぱいのパフォーマンス！ 
●ステージ 
●11時～11時半 
●無料 
●天理市朝和学童「たけのこクラブ」 
●0743-66-3321（平日13:00〜18:30） 

お家de簡単ママヨガ 
育児をがんばるママのための簡単ヨガです。 
ヨガ初心者の方、大歓迎 
 
時間：10:00～10:30／11:00～11:30 
場所：南団体待合所 料金：参加費500円 
問合せ：080-6218-8953（坂田有加） 
対象：生後7か月～未就園児のお子様との同伴・お子様連れ

でない女性も参加可（産後まもない方は医師の許可をとってか
らご参加下さい）・妊娠中の方はご遠慮いただきます。 

４日 

●ひつじの親子演奏会・読み聞
かせ 
●幼稚園・小学生のお友達によるヴァイオリン
とピアノの小さな音楽会、絵本を楽しむ会 
●南団体待合所 
●14時～15時 
●無料 
●ひつじの親子  
●090-9165-1684 

 

子育てカーニバル 
 

赤ちゃんから大人まで楽しめる子育
てイベントは、ステージやフリーマー
ケット、手作り市、模擬店などで親子
で楽しめるイベントが盛り沢山です。
ご家族揃って遊びにきてください。  
 
時間： 10:00～16:00 
場所：ステージコフン／広場／ 
    南団体待合所 
料金：無料（有料ブースあり） 
問合せ： 0743-25-4180  
     （NPO法人Salon de kid’sネット） 

 

天理シティーオーケストラPresents 

「野外でクラシック！」 
結成17年目のわが町のオーケスト

ラ。子どもも大人も楽しめる音楽を
届けます。 
 
時間： 15：00～15：30／16：00～16：30 
場所：ステージコフン 
料金：無料 
問合せ： 0743-63-5779 
    （天理シティーオーケストラ） 

いちょう体操・天理 （第1・3土曜） 
天理市のご当地体操で朝から元気に！ 
場所：ステージコフン 
時間：8:45～9:00 ☆次回からは8:30～8:45開催です。 
料金：無料 
問合せ： 0743-63-1001（天理市スポーツ推進委員会） 

(Sat) 

コフフンを描こう！ 
水彩絵の具でコフフンを描きましょう。ぽか
ぽか工房のアート指導者が講師です。 
 
時間：10:00-12:00 /14:00～16:00 
場所：南団体待合所 料金：参加費無料 
問合せ：0743-63-1001（内線463）（市総合政策課） 
※予約優先各回先着15名／対象：小学生／持参
するもの：特になし 

(Sun) (Mon) (Tue) 

(Wed) 
(Tue) 

小さなお友達による音楽と、絵本
を楽しむ会 
お友達の演奏するヴァイオリン＆ピアノの小さ
な音楽会と、絵本の読みきかせ会。 
 
時間： 14:00～15:00 
場所：南団体待合所 料金：無料 
問合せ： 090-9165-1684 （ひつじの親子） 

「めぐみめぐるてんり」発表・天理
市異業種交流会 
天理ブランド「めぐみめぐるてんり」発表・トーク
セッションと名刺交換会 
時間： 15:30～16:30「めぐみめぐるてんり」発表 
    17:00～20:45トークセッション＆名刺交換会 
場所：南団体待合所 料金：無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線271） 

（市産業振興課） 

(Thu) 

わらべうたベビマで笑顔、震災
チャリティー 
わらべうたを使ったベビーマッサージ体験
など。震災チャリティイベントです。 
 
時間：10:00～15:00 
場所：南団体待合所  
料金：参加費１講座500円（無料ブースあり） 
問合せ： 090-9165-1684 （ NPO法人 わらべうた
ベビーマッサージ研究会有志） 

(Fri) (Sun) 
バードコールを作ろう！ 
「バードコール」を作ってコフフンに鳥を呼ぼう。
ぽかぽか工房のDIY指導者が講師です。  
時間： 10:00/10:30/11:00/ 
14:00/14:30/15:00 
場所：南団体待合所  
料金：参加費無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線463） 
 （市総合政策課） 
予約優先各回先着5名／対象：小学生／持参するも
の：なし 

「たけのこクラブ」パフォーマンス 
朝和学童「たけのこクラブ」の子どもたちによる、
元気いっぱいのパフォーマンス。 
 
 
時間： 11:00～11:30 
場所：ステージコフン  
料金：無料 
問合せ： 0743-66-3321（平日13:00〜18:30） 
（天理市朝和学童「たけのこクラブ」） 
 

 

コフフンマルシェ 
「天理マルシェ」が「コフフンマルシェ」と名前をか
え、天理や奈良県産の農作物と食を発信します。 

☆毎月第2・4 日曜日開催（4/9,23、5/14,28、
6/11,25） 
時間：開催日により異なります。 
場所：広場    料金：無料（有料ブースあり） 
問合せ： 0743-63-1001（内線260）  
（市農林課） 

(Sun) 

活脳教室啓発（認知症予防）講演会 
高齢者の認知症予防意識を高めるお話な
ど、暮らしにとりいれたい「脳を鍛える」楽し
い取組を体験できます。 
 
時間： 10:00～12:00 
場所：南団体待合所  
料金：参加費無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線740）  
（市介護福祉課） 

(Mon) 

 
時間： 10:00～11:30 
場所：ステージコフン  
料金：参加費無料 
問合せ： 0743-85-6656 
（まちかど相談室） 

 
創作ミュージカル 
「卑弥呼夢がたり」全曲 
天理市の黒塚古墳から発掘された三角縁神
獣鏡への市民の喜びと、女王卑弥呼の宮殿
を幻想的に再現して歌い踊る。 
 
時間：13:00～14:00 
場所：ステージコフン 
料金：無料 
問合せ：0743-63-1616 
（山の辺ミュージカルの会・藤本） 



(Fri)(Thu) 

日常の運動量を知る活動量計の活用と 

ノルディックウォーク体験 
健康ステーションと連携し、健康寿命をのばす
のに適した中強度のウォーキングによる健康
づくり体験。 
時間： 10:00～11:30 
場所：ステージコフン、広場  
料金：無料（有料ブースあり） 
問合せ： 090-6900-7071 
（三木スポーツ商会） 

jazz live by 
 「岡田恭子カルテット」 
メンバーそれぞれが各地のライブなどで活躍
する≪岡田恭子カルテット≫によるライブ 
 
時間： 14:00～16:00 
場所：ステージコフン 
料金：無料 

太極拳体験教室 
太極拳初級の動き等（ゆったりとした呼吸と
大きな動作）で若さを保ち、健康になりま
しょう。 
 
時間： 10:00～12:00 
場所：ステージコフン 料金：参加費無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線740）  
（市介護福祉課） 

(Wed) 

(Sun) 

コフフンで健康遊具を体験！ 
天理大学体育学部による、健康づくりに役
立つ遊具をつかった講習会です。 
 
時間： 10:30～12:30 
場所：広場健康遊具周辺  料金：参加費無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線463） 
（市総合政策課） 
要事前申込み：先着30名（受付4月1日～13日） 

食べて福興！東北支援祭り 
被災地支援を目的とし、現地の食ブースや
ステージイベントを開催します。 
 
時間： 11:00～15:00 
場所：ステージコフン、広場 
料金：無料（有料ブースあり） 
問合せ： 080-5309-5930（天理文化の会） 

(Tue) (Sun) 

(Mon) 

jazz live by 「中村さくら
(vocal) & 大山理保
(piano)」 
ボーカルの中村さんは昨年、関西
テレビ「よ～いドン！」となりの人間
国宝さんに認定されました。 
時間： 13:00～16:00 
場所：ステージコフン  料金：無料 

天理駅前広場コフフン竣工記念式典 
天理大学による雅楽の演奏、天理教校学園高等学校マーチングバンド部の演奏
もある式典に続き、広場をデザインした佐藤オオキさんと、天理市ブランディング
プロデューサー服部滋樹さんらによるトークライブ。 
夕方には星空上映会も！ 
時間： 12:45～14:00 式典／14:15～15:00 地方創生トークライブ 
場所：ステージコフン、広場、南団体待合所 
料金：無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線463）（市総合政策課） 

真美健康体操 
公開レッスン 
老若男女が音楽に合わせて簡
単にできる、楽しく元気の出る
体操を体験。 
時間： 10:00～11:30 
場所：ステージコフン 
料金：参加費無料 
問合せ： 0743-63-2545 
（真美健康体操協会） 

(Sat) 
天理駅前広場オープン記念  

カルメラライブ 
天理市ＰＲ大使の辻本美博さんが所属 
するジャズバンド「カルメラ」が、駅前広 
場のオープンを祝してライブを開催します。 
時間：12:00～12:40カルメラ／ 
13:00～15:30天理大学 ALS Jazz Orchestra、天理高校ﾌｫｰｸｿﾝｸﾞ部OB 

場所：ステージコフン 
料金：無料 

問合せ： 0743-63-1001（内線463）（市総合政策課） 
 

(Sun) 

天理第九合唱団 

すもーるコンサート 
ふるさと天理に日本の名曲と外国
の名曲をお届けします。無料です
のでぜひお立ち寄りください。 
時間： 13:30～14:10／14:30～15:10 

場所：ステージコフン 
料金：無料 

問合せ： 0743-63-5779 
（天理市文化センター） 
 

 

(Thu) 

お家de簡単ママヨガ 
育児をがんばるママのための簡単ヨガです。ヨガ初心者の方、
大歓迎です。 
 
時間： 10:00～10:30／11:00～11:30 
☆5/5（金・祝）同時間に開催 
☆5/6（土）13:00～13:30・14:00～14:30開催 
場所：南団体待合所 
料金：参加費500円 
問合せ： 080-6218-8953 （坂田有加） 

対象：生後7か月～未就園児のお子様との同

伴・お子様連れでない女性も参加可（産後まも
ない方は医師の許可をとってからご参加下さ
い）・妊娠中の方はご遠慮いただきます。 

Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ真美  

体操＆ダンスフェスタ 
真美体操の楽しいダンスショー。ジュニアから大人ま
で笑顔いっぱいのステージです。 
 
時間： 10:00～11:15/ 
     12:00～13:15/ 
     14:00～15:15 

場所：ステージコフン 
料金：無料 

問合せ： 0743-63-2545 
（チームＨａｐｐｉｎｅｓｓ真美） 
 

16:30～ 
天理大学創立100周年にむけた 
「天理ビジョン2025」発表 

(Tue) 

いきいきはつらつ教室 
（健康づくりと介護予防の教室）くらしの 
知恵袋運動編 真美体操 
イス体操や脳トレ体操など、介護予防のた
めの楽しい真美体操です。 
時間： 10:00～11:30 
場所：ステージコフン  
料金：参加費無料 
問合せ： 0743-85-6656 （まちかど相談室） 

しんび 

しんび 



(Sat) (Sun) 

(Sat)

ＹＡＭＡＴＯスポーツフェスタ 
本格アスリートも仲良しファミリーも楽しめる、
体力チェック・フィジカルチェック体験。 
 
時間： 10:00～17:00 

場所：ステージコフン 
料金：無料（有料ブースあり） 
問合せ： 050-3703-3233  
（ＹＡＭＡＴＯ muscle base） 

天理駅前がダンスフェスティバルになる１日！  
本格派ヒップホップカルチャーイベント。 
 
時間： 13:00～20:00 

場所：ステージコフン 
料金：1000円（別途フードorドリンク券） 
問合せ： tenrigoodfellows@gmail.com 
［oSaam (sucreamgoodman)/MOCCHIN (D‘OAM)/PHAT DANCE STUDIO(0743-62-5151)］ 

天理和太鼓倶楽部猛虎会「こど
も教室」18期生開講公開講座 
猛鼓会メンバーと教室生による演奏と和太
鼓体験もあります。 
 
時間： 10:00～11:30 
場所：ステージコフン 
料金：無料 
問合せ： 090－8484－7304 
（天理和太鼓倶楽部猛虎会） 

TENRI  GOOD FELLOWS 
 

(Sun) 

(Sat) 

第51回 天理市子ども大会 
天理市子ども会のリーダー認定式。子ども面
白体験コーナーもあります。 
 
時間： 13:00～16:00 

場所：ステージコフン 
料金：無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線510） 

（天理市子ども会指導者連絡協議会） 

親子で楽しむ音楽会 
小さなお子さまと一緒に、アコースティックギ
ターに合わせて歌を歌いましょう。 
 
時間： 10:00～11:30 
場所：ステージコフン  
料金：無料 
問合せ： 0743-63-1001（内線238） （市児童福祉課） 

欧州の食 EXPO2017 In Tenri 
ベルギービール、生パスタなど、天理に欧
州の食材が集結します。 
 
時間： 11:00～16:00 
場所：広場、南団体待合所 
料金：無料（有料ブースあり） 
問合せ： 0743-63-1070 

（欧州の食EXPO2017 In Tenri実行委員会事務局
(株)大一電化社内） 

(Sun) 

jazz live by 「YY Quintetto」 
アルトサックス2管をフロントにすえたモダン
ジャズ。スウィング感溢れる演奏です。 
 
時間： 13:00～16:00（予定） 

場所：ステージコフン 
料金：無料 

天理シティーオーケストラPresents
「野外でクラシック！」 
結成17年目のわが町のオーケストラ。子どもも
大人も楽しめる音楽を届けます。 
 
時間： 17：00～17：30 
場所：ステージコフン  
料金：無料 
問合せ： 0743-63-5779（天理シティーオーケストラ） 

ヤァ！ヤァ！ヤァ！ 
なら万葉プロレスがやってきた！
奈良県で活動するプロレス 
団体が天理市で初の試合 
を開催します。 
時間： 13:00～15:00 
場所：ステージコフン  
料金：無料 
問合せ： 090-2197-7820 
（なら万葉プロレス） 

(Sat) (Sun) 

ピエーナミニコンサート 
歌えバンバン、銀河鉄道９９９、歌がいっぱい、
君をのせて他、全８曲 
 
時間： 11:00～11:30 

場所：ステージコフン 
料金：無料 
問合せ： 0743-62-3095 

（天理ピエーナ少年少女合唱団） 

二階堂高校 
コーラス部  
コフフンコンサート 
「天理の第九」にも出演した二階堂高校コーラ
ス部がステージコフンでコンサート！ 
時間： 13:00～13:30 
場所：ステージコフン  
料金：無料 
問合せ： 0743-64-2201（二階堂高校コーラス部） 

(Sat) (Sat) (Sun)

SDC BAILAR in  
天理 
高校生のみで結成された 
”SDC”が天理市を盛り上げ
るために踊ります。 
時間： 13:00～15：00 

場所：ステージコフン 
料金：無料 
問合せ： 090-6201-4246

（ SDC ） 

てんりミュージックスト
リート2017 
本通り商店街の音楽の祭典が、
今年は広場に飛び出し、駅周
辺を音楽でうめつくします。 
場所：ステージコフン、本通り商店
街  料金：無料 
問合せ：0743-63-4868（てんりミュー
ジックストリート実行委員会事務局（天理
本通商店街事務所内）） 

天理音楽院 
“ふらっとセブン”演奏 
プロの指導の下、アンサンブル
を楽しんでいます！あなたも一
緒に演奏しませんか？ 
時間： 13：00～14：00 
場所：ステージコフン 
料金：無料 
問合せ： 0744-47-3100 
（株式会社 天理楽器） 

 

第17回山の辺ゴスペ
ルフェスティバル 
ゴスペルグループが多数集
まり、多彩な歌声を本格的に
響かせます。 
時間： 13:00～16：30 
場所：ステージコフン 料金：無料 
問合せ： 0744-42-7818/090-6518-
5726（山の辺キリスト教会） 

(Sun) 



天理駅前広場コフフンのイベント使用について 

品名 型番・仕様等 
電子ピアノ YAMAHA CP4 STAGE×１ 

PAセット 

メインスピーカー×４、モニタース
ピーカー×４、CDプレーヤー×１、
無線マイク×４、有線マイク×４ 
ピンマイク×２ 
※携帯音楽プレーヤー等も接続可
能 

映像設備 スクリーン×１、プロジェクター×１ 

野外ステージ使用料 

  平日 土日祝 

８：００～１３:００ ３７４０円 ４５００円 

１３：００～１７：００ ３０００円 ３６００円 

１７：００～２１：００ ４０００円 ４８００円 

８：００～２１：００ １０７４０円 １２９００円 

超過料金１時間につき ８３０円 １０００円 

※

た
だ
し
、
平
成
３
０
年
度
以
降
は
所
定
の
料
金
が
か
か
り
ま
す
。 

Park Side Kitchen 
（パークサイドキッチン） 
地元食材を使った飲食を
和カフェスタイルで提供 

4/15（土）11:00プレオープン 

イベントで野外ステージや広場の使用を希望されるとき 
①ホームページのイベントカレンダーで空いている日を確認。 
②使用許可申請書をダウンロードする。 
③必要事項を記入し企画概要と合わせて送信する。 
④後日、使用許可書等をお渡しします。 
※使用申請手続きもふくめ、現場見学や事前打ち合わせについても、駅前広場にいる施設スタッフ（コフフンス
タッフ）が対応しますので、お気軽にお声がけください。 

その他に必要な関係官庁（保健所・警察・消防署など）への届出は主催者において行なってください。使用前に必ず、使用内容についての事前協議
を施設スタッフと行なってください。配置・音量・その他の事項について施設スタッフの指示に従えない場合は、使用承認を取り消すことがあります。 

２００人以上収容できる音響設備の整った野外ステージ 
ステージ使用料や備品の貸し出しはH２９年度のみ無料 
一緒に音楽やダンスの発信源天理駅前広場を盛り上げよう 

インフォ＆ラウンジコフン 

天理駅前広場のデザインを担当 

佐藤オオキさん 
デザインオフィスnendo 

 

まちの魅力のひとつである
「古墳」の響きや 

市民が「ふふん♪」と 
自慢げに思う語感。 

英語で「共に」「楽しむ」 
「喜ぶ」意味を合せ 

CoFuFunコフフン 

と名付けました。 

コフフンショップ 

天理を中心とした
逸品といえる地域
産品を展示販売す
るアンテナショップ 

Information 
（インフォメーション） 
観光案内、観光情報の
発信、ノルディックウォー
クポールの無料レンタル 

4月初旬オープン 

Bicycle Color 
（バイシクルカラー） 
周遊観光の拠点、TREK

社製スポーツバイクの販
売修理とレンタサイクル 

4/15（土）11:00オープン 

毎月第２第４日曜日は、 
コフフンマルシェ 

 
 


