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「ハート大阪 秋まつり」事業の概要「ハ ト大阪 秋まつり」事業の概要
1. 御堂筋エリア「御堂筋kappo」
日時：平成20年10月12日（日）12:00～16:00日時：平成20年10月12日（日）12:00 16:00
場所：御堂筋（梅田新道～本町通）
概要：家族連れなどが御堂筋を自由に散策、思い思いに楽しめる空間を演出
①なにわ自慢 リア①なにわ自慢エリア
②ジュニア・キッズエリア
③市役所前広場 企業参加ステージ③市役所前広場 業参
④大阪と全国の観光・物産展
⑤ミュージックストリート

2. 中之島エリア「10月12・13日の中之島は大きな帆船」
日時：平成20年10月12日（日）13日（祝・月） 10:00～16:00両日とも
場所 中之島 帯（ほたるまち 八軒家浜）場所：中之島一帯（ほたるまち～八軒家浜）
概要：水都大阪とは何か、どんな所かを様々な角度から体感
①大きな帆船楽団コンサート①大 帆船楽団
②パイレーツ・オブ・ナカノシマン
③中之島の景観をたどる
④プライベートクルーズ④プライベートクルーズ
etc.

3



なにわの今昔屋
・kappoツアー
なにわ自慢エリア～淀屋橋「御堂筋コース」
出発 12：30 13：30 14：30なにわ自慢エリア

なにわ自慢エリア～露天神社「近松を歩く 曽根崎心中
コース」

出発 13：00 14：00 15：00
・文楽紹介・人形とのふれあい
・紙芝居 「わが町大阪観光と産業自慢！」「大阪なにわ
伝統野菜紹介」
・甲冑の試着、切り絵

なにわの稽古屋
・さをり織り体験
・アルハープ（ミニハープ）のお稽古
・太極拳のお稽古
・和楽器のお稽古和楽器のお稽古
・日本舞踊のお稽古
・話芸のお稽古 など

なにわのだいじにしい屋
・アロマキャンドルづくり
・ゲーム・ゲーム
・ふろしきのつつみ方
・自転車発電体験
・おばあちゃんの知恵袋紹介 ほか

なにわの出たがり屋
ジ～ ステージ ～

12：30 日本民謡 隆勢会
大阪の民謡の演奏と踊り

12：55 十三堂楽坊
中国民族楽器の演奏

13：20 音太小屋バンド
フォークソングの演奏

13 45 関西アクテ ング協会13：45 関西アクティング協会
歌謡曲を現代舞踊にアレンジした踊り

14：10 アルハープ
アルハープの演奏と歌のアンサンブル

14：35 ＮＰＯ法人 夢乱舞
よさこいの実演

15：00 東放エンターテイメントスクール
サムライショサムライショー

15：25 楊名時健康太極拳
健康太極拳の実演

なにわの着るもん屋
・モンゴルとインドの民族衣装の試着

なにわのともだち屋
・歌体操体験
・大正琴体験・演奏
・ミュージックベル体験
・手話コーラス体験講習
・ダウン症の子ども達のダンスパフォーマンス

・きものバンク ウクライナ
・人形とのふれあい
・わたのできるまでの紹介

「わたくりと糸つむぎ体験」
・国際手書き文字Art展

・一輪車・コマまわし・ケン玉体験
・おもちゃ図書館紹介
・絵本読み聞かせ
・.障がい者の人達によるコーラス
・ふれあい休憩所 4



ジュニア・キッズエリア（スポーツ）

場所 名称 内容 実施団体

A 御堂筋ストリート陸上 50ｍ走、リレーバトン実演等 ストリート陸上実行委員会

B サッカー キックターゲット セレッソ大阪

B フットサル スピードチャレンジ シュライカー大阪

C ラグビー ラグビー体験教室 近鉄ライナーズ

御堂筋ストリート陸上コースイメージ
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ジュニア・キッズエリア
キャラクター大集合 ゲゲゲの鬼太郎・ねこ娘・ねずみ男 等
水道クイズ 「ほんまや」配布、着ぐるみ
キッズダンス パフォーマンス、レクチャー、キッズＤＪタイム 等
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大阪と全国の観光・
物産展

出展地域・団体等 出展品目（主なもの） キャラクター、主なイベント 

北海道 農産物、農畜産物加工品 馬の着ぐるみ、羊毛の実演手紡ぎ 

北海道・東北ブロック連絡協議会 菓子類、加工食品類  

富山県 銅器小物（風鈴）、漆器小物（携帯ｽﾄﾗｯﾌﾟ）、鱒寿司 特産品ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ（300 個） 

物産展 石川県 能登天然塩・海藻類、輪島塗・珠洲焼 のとドン 

福井県 鯖の棒寿し、浜焼さば寿し  

三重県 干物、めはり寿司、たかな漬け  

奈良県 柿の葉すし、菓子類（くず餅、柿ｹｰｷ） せんとくん 

出展地域・団体等 出展品目（主なもの） キャラクター、イベント等 

京都府 お茶、抹茶飴、黒豆ポン菓子  

和歌山県 じゃばら製品（果汁、あめ）、梅干 平安衣装「きのくにフレンズ」との記念撮影 

兵庫県 観光案内  

香川県 さぬきうどん、しょうゆ豆  

徳島県 すだち、なると金時 すだちくん 

出展地域・団体等 出展品目（主なもの） キャラクター、イベント等 

愛媛県 タルト、みかんジュース  

山口県 外郎（ういろう）、夏みかん菓子  

鳥取県 氷温熟成（米 ソバ 梨 干もの） とっとりバーガー とりぴー ゲゲゲの鬼太郎等鳥取県 氷温熟成（米、ソバ、梨、干もの）、とっとりバーガー とりぴー、ゲゲゲの鬼太郎等 

島根県 ゆずドリンク､お茶  

広島県 観光案内  

長崎県 長崎カステラ、いりこ、味付け焼あご  

大分県 かぼす加工品、柚子加工品  

宮崎県 農産・畜産・水産加工品 焼酎 青果物 ザッキー グリーンザウルス宮崎県 農産・畜産・水産加工品、焼酎、青果物 ザッキー、グリーンザウルス 

沖縄県 黒糖、沖縄限定菓子  

出展地域・団体等 出展品目（主なもの） キャラクター、イベント等 

岡山県 乳製品（ジャージーヨーグルト・バター飴） ももっち、ジャージー子牛（※実物） 

鹿児島県 ボンタンアメ、さつま芋キャラメル、黒砂糖  

茨木市 銘茶、菓子類  

泉大津市 毛布、膝掛け  

南河内観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ協議会 最中、シフォンケーキ、こんにゃく  

四條畷市 柿、みかん  

大阪伝統工芸品産業振興協議会 伝統工芸品  

大阪府ファームレディネットワーク 農産物・農産加工品  

大阪南農業協同組合 大阪きゅうりのＰＲ きゅうり 3000 本無料配布 

泉州野菜市場 野菜（ほうれんそう、しろな等）、ｲﾁｼﾞｸｼﾞｬﾑ  

食博覧会実行委員会 「‘09 食博覧会・大阪」のＰＲ フッピー 

㈳大阪府食品産業協会 「大阪特産品」のＰＲ  
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出展地域・団体等 出展品目（主なもの） キャラクター、イベント等 

㈳大阪府食品産業協会（加盟１５社）

菓子類（７）、飲料類（４）、漬物等（４） 

大阪の特産品（水なす漬け・大阪昆布・粟

おこし・柏原ワインなど） 

 



街角コンサート &
ユニセフ・チャリティユニセフ チャリティ
コンサート

セフ チ リテ ンサ トユニセフ・チャリティコンサート
シティーホール（大阪市役所）で楽しむ
クラシックコンサート
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リュックサック展覧会

リュックサック展覧会

ステージ 設置位置 名称 メニュー

Ａ 淀屋橋～北浜３丁目 珈琲専門店 三番館 コーヒー、紅茶、ジュース、焼き菓子

Ｃ
今橋３丁目～高麗橋３丁目

TULLY‘s COFFEEタリーズ） コーヒー、ジュース（設置店舗からのテイクアウト方式併用）オープンカフェ
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Ｃ TULLY s COFFEEタリ ズ） コ ヒ 、ジュ ス（設置店舗からのテイクアウト方式併用）

Ｄ
高麗橋３丁目～伏見町３丁目

EXCELSIOR CAFFÉ(エクセルシオール) ソフトドリンク他通常メニュー（設置店舗からのテイクアウト方式）

Ｆ 備後町３丁目～本町３丁目 カフェ ウィーン コーヒー、紅茶、ジュース、焼き菓子、アイスクリーム

オ プンカフ



御堂筋ｋａｐｐｏ市役所前ステージの概要
オープニングセレモニー

・御堂筋の東西南北、さらに水上からマーチングバンドが登場。
・壮大なファンファーレを演奏。
・開会宣言
・御堂筋を大阪府知事、大阪市長をはじめ、関経連、大商、同友会の各代表、ゲストを先頭にマーチング隊とともに南下、闊歩。
・「着物でおでかけ隊」御堂筋を闊歩。
・ファッションモデルが御堂筋を闊歩。

企業参加ステージ

「御堂筋kappo」は 車が優先だった御堂筋を 音楽があふれ アートや全国の物産展が楽「御堂筋kappo」は、車が優先だった御堂筋を、音楽があふれ、ア トや全国の物産展が楽
しめる、人間が主役のストリートに変える新しいお祭りです。

「中之島のバラ
コンサート」

「水都大阪の再生」

水都大阪の再生を祈願し

「地球への祈り」

・井上真実＆AZUMAﾕﾆｯﾄ
音楽「水 命 地球」

「中之島」を彩るバラにちな
んだ名曲のコンサート

水都大阪の再生を祈願し、
アジアの水都から大阪に

エールを送る音樂ステージ

音楽「水・命・地球」
・能「岩船」
・堀江謙一トークショー
・ゴスペル

テーマ：環境（エコ）への提案

フィナーレ 10



■ 中之島のバラコンサート 構成

中之島を彩るバラ園、１００万本のバラ運動を通じ、大阪の緑化を呼びかける。

ちなみに 「青いバラ」は「夢 の挑戦」を意味する

進行 内容

シーン１

「野バラ」に寄せて

有名なゲーテの詩「野ばら」は、ゲーテ自身のロマンティックなエピソードと相まって数多くの作曲家たちがその詩をもとにして作曲をしています。

その数はベートーベンやモーツアルトなども含め154人とも言われています 中でも有名なシューベルトとウェルナーの「野ばら」を聞き比べます

ちなみに、「青いバラ」は「夢への挑戦」を意味する。

「野バラ」に寄せて その数はベートーベンやモーツアルトなども含め154人とも言われています。中でも有名なシューベルトとウェルナーの「野ばら」を聞き比べます

M1♪野ばら（シューベルト）

M2♪野ばら（ウェルナー）

シンガー：関西二期会 森原明日香（ソプラノ）、角地正直（テノール）

ゲストプレーヤー：シーナ きのはら（ヴァイオリン）、遠藤真理子（アルトサックス）

シーン２

世界のバラ

世界各国で親しまれている「バラ」の名曲によるステージです。

M3♪ばらメドレー

〜♪バラ色の人生〜♪酒とバラの日々〜♪Rose Room〜♪テキサスの黄色いバラ

M4♪Rose

M5♪ローズガーデンM5♪ローズガーデン

シンガー：MINAKO（ポップス）

ゲストプレーヤー：シーナ きのはら（ヴァイオリン）、遠藤真理子（アルトサックス）

シーン３

日本のバラ

日本のよく知られたバラの歌

M6♪5月のバラ （塚田三喜夫の大ヒットで知られる曲。他に、尾崎紀世彦、秋川雅史から演歌の香西かおりなどもレパートリーに）

M7♪百万本のバラ （加藤登紀子の歌で大人気。ロシアのヴォズネセンスキー作曲の原曲に松山善三が作詞をしている）

シンガー：MINAKO（ポップス）

ゲストプレーヤー：シーナ きのはら（ヴァイオリン）、遠藤真理子（アルトサックス）

〜ENDING♪バラが咲いた （マイク真木の名作）

全員参加で1cho〜出演者紹介〜演奏のみになって終了

●ゲストプレーヤー：

・シーナ きのはら（ヴァイオリン） 、遠藤真理子（テナー・サックス）

●歌手：

・クラシック歌手＝関西二期会より角地正直（テナー）、森原明日香（ソプラノ）

・ポップス＆ロック歌手＝MINAKO（女性歌手）

●演奏：●演奏：

・大西ノリフミ バンド
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■水都大阪の再生 構成

水都大阪の再生を祈願し、アジアの水都から大阪にエールを送るステージ。

進行 内容

国際的な出演者、団体による彩り豊かな舞踊や音楽をお楽しみ頂きます。

平松邦夫大阪市長が登壇。

シーン１
清渓川復元（ソウル）

韓国の経済発展とともに、著しく水質が悪化した清渓川（チョンゲチョン）を約2年かけて復元・整備。

ソウルの脱工業化の都市イメージを確立し、２１世紀の文化環境都市を訴求。

□「ナムサダン」伝統舞踊

男寺党とは、新羅時代初期から朝鮮王朝末期に至るまで、全国を放浪し、民衆に娯楽を提供

した流浪芸人集団と言われています。大韓民国重要無形文化財第3号に指定されています。

□「SISTA FIVE」歌 （協力：四天王寺ワッソ）

世界のエンタ テインメント分野に類を見ない ５人姉妹のア ティスト世界のエンターテインメント分野に類を見ない、５人姉妹のアーティスト。

幅広い世代に向けて、世代の壁を越えて、音楽＆ダンスを発信している。

シ ン２ ２００９年に行われる「水都大阪２００９」の概要を実行委員会会長の平松市長が説明シーン２

水都大阪２００９（大阪）

２００９年に行われる「水都大阪２００９」の概要を実行委員会会長の平松市長が説明。

□出演

水都大阪２００９実行委員会会長：平松邦夫市長（～14:30）

聞き手：マナカナ（三倉茉奈、三倉佳奈） 大阪市観光大使

シーン３

バンドのウォーターフロント（上海）

上海・外灘（バンド）の夜景は美しく、歴史ある水都。

□上海万博の魅力を語る（上海市政府）

□中国舞踊（胡紅侶舞踊研究室、日本花架拳協会）

中国古典舞踊と中国武術中国古典舞踊と中国武術

□李広宏コンサート

中国蘇州市出身。６歳より初舞台１６歳中国伝統劇滬劇団に入団、蘇州青年演劇祭において最優秀演出賞を受賞 。

２００７年、中国語バージョン「千の風になって」発表

12



■ 「地球への祈り」 構成

●音楽「水・命・地球」：井上真実/AZUMAユニット●音楽 水 命 地球」 井 真実/ ット

●能「岩船」：山本能楽堂

●トークゲスト：堀江謙一（海洋冒険家）

●ゲストミュージシャン：アノインテッド・マス・クワイヤ（ゴスペル）●ゲストミュージシャン：アノインテッド・マス・クワイヤ（ゴスペル）

進行 内容

シーン１
「水 命 地球

□イントロダクション「命・水・地球」（5分）
「水・命・地球」 ・大阪在住のシンセサイザーアーチスト東祥高と篠笛奏者井上真実のユニットによる導入音楽

□能「岩船」（いわふね） 協力：山本能楽堂（10分）

廷臣が中国の宝を買い取る市を開く為住吉の浦に下る。

海中より水の神、龍神が現れ、宝の山を積んだ「岩船」を海中より水の神、龍神が現れ、宝の山を積んだ 岩船」を

見事に浜に引き寄せる。

水都大阪らしい演目を山本能楽堂が演じる。

シーン２

「夢へのチャレンジ」

□トークゲスト堀江謙一氏「堀江謙一の大航海」 （15分）

海洋冒険家の堀江謙一氏を迎え、

なぜひとりで冒険に出ようと思ったのか

冒険をして得たもの、大切と感じたもの

堀江氏の冒険家としてみる「地球環境」を語っていただきます。堀江氏 冒険 環境」を語 す。

司会：関西テレビアナウンサー

シーン３

「地球への祈り」

□地球環境への思いをゴスペルにのせ、祈ります(20分）

出演：アノインテッド・マス・クワイヤ総勢１５０名

全国で活動を展開。愛・地球博 愛知万博 Love the earth finalでは、松任谷由実とも共演。

「忘れていたものを想い出させるサウンド」「感動の伝道師」などの評価を得る。
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市役所前ステージタイムスケジュール（１）

時間 進行 内容

11:45 オープニング
アクト

□市役所前に関西が誇る高校マーチングバンドが集結

●クィーンズランド州警察パイプ＆ドラムバンドによる開会告知演奏（船上にて）

●京都橘高等学校

●金光大阪高等学校

●大阪府立淀川工科高等学校●大阪府立淀川工科高等学校

12:00 オープニング
セレモニー

ファンファーレ
開会挨拶 □大阪21世紀協会会長 熊谷信昭開会挨拶

開始宣言
テープカット

□大阪21世紀協会会長 熊谷信昭
□大阪府知事 橋下徹様 鳥取県知事 平井伸治様

□大阪市長 平松邦夫様

12 15 チアリ ディング □ファンファ レ終わりでチアガ ル(箕面自由学園)が登場し新しい祭りの開幕を祝う演技12:15 チアリーディング

kappo

□ファンファーレ終わりでチアガール(箕面自由学園)が登場し新しい祭りの開幕を祝う演技

●セレモニー出席者８名、箕面自由学園、関西吹奏楽連盟

●朝原宣治さん

●三倉茉奈さん、三倉佳奈さん

●着物の女王３名、歴代の着物の女王数名

●上田安子服飾専門学校生によるエコファッション

●キャラクター大行進（せんとくん、ゲゲゲの鬼太郎など）●キャラクタ 大行進（せんとくん、ゲゲゲの鬼太郎など）
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市役所前ステージタイムスケジュール（２）

時間 進行 内容

12:45 中之島の
バラコンサート

□中之島を彩るバラ園、１００万本のバラ運動を通じ、大阪の緑化を呼びかけるコンサート

●「野バラ」によせて：野バラの聴き比べ

●世界のバラ：世界各国のバラの名曲

●日本のバラ：日本のバラの名曲

「 生 「 生 キ ペ13:30 「こころの再生」
キャンペーン

□「こころの再生」キャンペーン

●寺尾仁志＆ゴスペル

13:50 水都大阪の再生 □水都大阪の再生を祈願し、世界の水都から大阪にエールを送るステージ

●韓国：ナムサダン（伝統舞踊）、SISTA FIVE（歌手）

●水都大阪２００９：平松邦夫実行委員会会長/聞き手：三倉茉奈 三倉佳奈●水都大阪２００９：平松邦夫実行委員会会長/聞き手：三倉茉奈、三倉佳奈

●上海万博PR：上海市政府

●中国：胡紅侶舞踊研究室、日本花架拳協会（中国舞踊）李広宏（歌手）

14:50 知事トーク □知事トーク

●橋下大阪府知事＆東国原宮崎県知事●橋下大阪府知事＆東国原宮崎県知事

15:00 地球への祈り □イントロダクション「命・水・地球」

□能「岩船」（いわふね） 協力：山本能楽堂

廷臣が中国の宝を買い取る市を開く為住吉の浦に下る。

海中より水の神、龍神が現れ、宝の山を積んだ「岩船」を見事に浜に引き寄せる。

□テーマトーク：「夢へのチャレンジ 〜地球と共に〜」

●トークゲスト：堀江謙一（海洋冒険家）

□「地球への祈り」

●ゲストミュージシャン：アノインテッド･マス･クワイヤー（ゴスペル）

グ15:50 エンディング □井上真美/AZUMAユニット
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10月12・13日の中之島は大きな帆船
中之島の景観をたどる ～ウォ ク&クル ズ～中之島の景観をたどる ～ウォーク&クルーズ～
東コース
≪クルーズ≫淀屋橋港⇔八軒家浜
≪ウォーク≫御堂筋⇔中央公会堂⇔東洋陶磁美術館⇔難波橋

⇔土佐堀通⇔天神橋⇔八軒家浜
西西コース
≪クルーズ≫ほたるまち⇔淀屋橋港、ほたるまち⇔八軒家浜
≪ウォーク≫はたるまち・玉江橋⇔大江橋⇔御堂筋
参加料
1,000円（小学生500円）・・・特別クルーズ一日乗放題乗船券

プライベートクルーズ
一人でも、カップルでも、グループでも小型船を貸切って楽しい
クルーズ！水晶橋桟橋を発着場にして、小型船をグループ毎で
貸切れる（30分間）プライベートクルーズを運航します。貸切れる（ 分間） ライ クル を運航します。
参加料
一人500円

「大きな帆船楽団」コンサート
中央公会堂前にしつらえた帆船の帆をあしらったステージの前で中央公会堂前にしつらえた帆船の帆をあしらったステ ジの前で
行う、ブラスバンドコンサート。
演奏プログラム
12日
10:30 三田村管打団？
11:30 箕面自由学園高等学校吹奏楽部

帆船食堂
韓国、メキシコ、フィリピン、中国、バングラディッシュ、タイ、日本の料理が 11:30 箕面自由学園高等学校吹奏楽部

12:10 向陽台高等学校
12：50 大阪市市立文の里中学校吹奏楽部
13：30 大阪ジュニアバンド
14：10 箕面市青少年吹奏楽団
14 50クイ ンズランド州警察音楽隊

ふしぎな水鳥をつくろう～Bird Scape OSAKA2008～
中之島に絵本から飛び出したようなカラフルな『水鳥』たちのシルエットが
登場。この『水鳥』をつくるワークショップもあります。一人でも 家族でも

韓国、 キシ 、 ィリ 、中国、 グラディッシ 、タイ、 本 料
楽しめます。

14：50クイーンズランド州警察音楽隊
13日
10:30 三田村管打団？
11:30 大阪市立喜連中学校吹奏楽部
12:10 四條畷学園高等学校吹奏楽部

登場。この『水鳥』をつくるワ クショップもあります。 人でも、家族でも、
友人とても、絵が上手でも苦手でも、鳥に詳しくても、詳しくなくても、どなた
でも参加できます！
参加条件：当日先着順 無料
※小さなお子様は保護者と一緒にご参加ください。
※水性ペンキ マ カ を使います 服が汚れる場合があります 12：50 大阪市立扇町総合高等学校吹奏楽部

13：30 東海大学付属仰星高等学校吹奏楽部
14：10 大阪市立城陽中学校吹奏楽部
14：50クイーンズランド州警察音楽隊

※水性ペンキ・マーカーを使います。服が汚れる場合があります。

その他、いろいろなイベントが楽しめます。
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”パイレーツ・オブ・ナカノシマン衣装発表”

親子で探検しながら中之島の歴史や風景にふれるプチ冒険
”パイレーツ・オブナカノシマン”のキャスト衣装をご紹介
します。

　当日、中之島に現れる海賊”ジャック・スイト”のアジトを
目指して参加者は船に乗ったり、大阪にまつわるクイズに答え
たり、工作や体操などに挑戦します。

～海賊ジャック・スイト衣装～

◆衣装デザイン＆制作◆

ヨダ ミカ(Gato-Gato）

関西の数々の小劇団において衣装制作
を担当する人気衣装製作者。

◆総合演出◆

石原正一（石原正一ショー主宰）
1989年に劇団そとばこまちに入団。99年退団後は
自主ユニット「石原正一ショー」を旗揚げ。
翌年からオリジナル作品での上演にこだわり、
精力的に活動。08年からはMBSラジオ「サウンド
キングダム」のメインパーソナリティとしても活躍。



”パイレーツ・オブ・ナカノシマン”のイロイロ

◆図工海賊◆

ラリー途中で親子が遭遇する、図工海賊”クイーン・エメ
ラルヤン”とその手下たち。
海賊コンパスか、望遠鏡（じつは万華鏡）どちらかをえら
んで制作してもらいます。

◆海賊になろうワークショップ（海賊タトゥー&メイク体験）◆
　　　By　ECCアーティスト専門学校
　　　　　特殊メイク科学生の生徒さん

特殊メイク科の学生さんが海賊になれるタトゥー/メイクを
体験してもらえるブースを運営します。
（１回３００円）

内容構成（ルート表）

プロムナード

海賊コンパスもしくは
望遠鏡（実は万華鏡）を
つくります。

冒険してきた子供達の勇気をたたえ
海賊ジャックスイトからあるモノが・・・








