同時資料提供

平成１７年９月２１日

大阪市政記者クラブ
大阪府政記者会
大阪経済記者クラブ

担当： 広報･渉外部 市村､渡辺
TEL 06-6942-2006

「大阪秋のまつり」報道説明会の資料提供
財団法人大阪２１世紀協会は、平成１７年９月２１日(水)に、大阪キャッスルホテルで
「御堂筋パレード２００５」の説明を中心に「大阪秋のまつり」報道説明会を開催しました。
その資料を、お配りします。
【 イベント・事業の説明 】
・ 御堂筋パレード２００５
・ 御堂筋パレード前日祭
・ 中之島リバーサイドフェスティバル２００５
・ 国際マーチング in 万博公園
・ 水の都大阪 秋の舟運まつり（主催：水都ルネサンス大阪実行委員会）
・
・
・
・
・

大阪文化祭
「街角コンサート〜LIVE2005〜」FINAL LIVE
アートストリーム・リバープレイス２００５
「大阪秋のまつりバナー」の掲揚
「大阪秋のまつり」総合イベントガイドブックの発行

（参考）
「大阪秋のまつり」報道説明会
・日 時 ： 平成１７年９月２１日(水) 11:00〜11:30

御堂筋パレード２００５
平成１７年１０月９日(日) 14:00〜18:30（雨天決行）

日 時
会

場

大阪・御堂筋 （大江橋（起点）〜難波（終点） ３．３km）

テーマ

メインテーマ 「世界をつなごう！ 御堂筋パレード」

参加者

８５隊 約１万人 （予定）

参加者の構成（予定数）
部門

２００４年度

２００５年度

１． フロート
（１） フロート
（２） オープンカー
２． マーチング
（１） ﾏｰﾁﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ
（２） 鼓笛隊
３． 芸能・スポーツ
（１） 全国郷土芸能
（２） 世界のまつり・踊り
（３） 民踊
（４） 子どもみこし
（５）スポーツ・その他

１８
１４（内 海外隊２）
４（内 海外隊２）
１９
１７（バトン７）
２
４８
８
１２
※〈１６〉
２
２
２４

２０
１７（内 海外隊２）
３（内 海外隊３）
２０
１８ (バトン７ )
２
４３
１４
１１ ※〈１６〉
２
２
１４

合計

８５

８３

※〈 〉内は、海外のフロート、オープンカーを加えた数字
進行計画
行

事

オープニングセレモニー

時

１３：４０〜１４：０５

第一部「咲かそう人の花」
キタ隊（大江橋〜本町）
先頭隊スタート
最終隊スタート

１４：０５
１４：５５

ミナミ隊(本町〜難波)
先頭隊スタート
最終隊スタート

１４：３０
１５：２５

第二部「つなごう世界の華」
先頭隊スタート
最終隊スタート
フィナーレ
最終隊の終点到着時間

間

１５：００
１７：１０
１８：１５〜１８：２５
１８：３０

備

考

市役所前で実施
全距離行進
（先導車、広報車等）
４隊
１／２行進
キ タ隊 １８隊
ミナミ隊 １５隊

全距離行進
４８隊

御堂筋パレード２００５の特色
13:40〜14:05

多彩な演出によるオープニング

◇パレードを盛り上げる多彩なパフォーマンス
◇今年は、戦後６０年、阪神淡路大震災１０年を踏まえ、追悼と祈りの気持ちを表現
和太鼓演奏
ウエルカム・
追悼と祈りのセレモニー
開会宣言 (実行委員長より)
(大阪打打打団)
・木村佳乃、府知事、市長ほかが
マーチング
・折鶴の安置
海外留学生たちと登場
(総勢約 350 名)
・ゴスペル・子どもバレエ

今年のパレードは、２部構成
第一部 「咲かそう人の花」

14:05〜15:00

◇市民参加を中心に、キタとミナミの２コースにわかれ、各エリアに密着した参加隊が登場
◇「堂島薬師堂 節分お水汲み祭り」
（キタ）と「熊野御幸行列」
（ミナミ）がパレードを先導！
キタ（大江橋〜本町 間）
◇水の都大阪のシンボル
・堂島薬師堂 節分お水汲み祭り
◇はつらつスポーツ
・阪神タイガースとオリックスのファンクラブ、
女子アメフトチーム、オリンピアンなど

◇祭りだワッショイ ・天神祭りギャルみこしなど
◇こどもパラダイス

第二部 「つなごう世界の華」

ミナミ（本町〜難波 間）
◇大阪から神々の聖地へ
・熊野御幸行列
◇関西元気文化圏 関西パワー
・中村美律子＆よかよか連、大阪メチャハピー祭り、
よさこい、大阪城甲冑隊など

◇こどもパラダイス

◇第一部フィナーレ
・民踊とマーチング

15:00〜18:30

◇見ごたえのあるパレードが息つく間もなく次々登場！
・
「世界をつなごう！御堂筋パレード！」
ビジット・ジャパン・キャンペーン観光広報大使・日韓共同訪問年広報大使の木村佳乃さん登場
・花や緑などをモチーフにしたフロート大集合
１４台
・世界の国から踊りやお祭り
１２隊
<初参加> ３隊
バッキンガム宮殿近衛軍楽隊､ワシントン大学ハスキーマーチングバンド、カリンカ少年少女舞踊団
・日本各地から郷土芸能
８隊
<初参加> ３隊
岐阜信長まつり（岐阜県）
、浜松まつり（静岡県）
、八田北町町内会（大阪府堺市）
・マーチング（全国大会常連校の競演）やパフォーマンス（大阪エヴェッサほか）
18:15〜18:25
感動的な光のフィナーレ
◇郷土芸能、大阪２１世紀協会フィナーレ隊、折鶴が、光り輝くパレードをお見せします。
・郷土芸能隊 ３隊 能代ねぶながし（秋田県）
、黒崎祇園山笠（福岡県）
、新庄まつり（山形県）
・光・花 きらめきシンフォニーパレードチーム
「光の吹奏楽隊」 総勢１３６名の大行進
「ダンス隊」
着るピアノをまとった音楽隊と LED 照明付衣装を着たダンス隊

「御堂筋パレード」を中心にまちが賑わう

◇１０月７日(金)〜１０日(月・祝)の４日間は、大阪のまちが「御堂筋パレード」を中心に賑わいます。
また、パレード当日、今回初めて沿道に「賑わい空間」を設置し、お祭りを盛り上げます。

前 日 祭
国際マーチング
in 万博公園

フロート大集合、
パフォーマンス、
世界の飲食屋台

世界の踊りや
マーチングが集合

ダウンタウン
パフォーマンス
パレード参加隊の
ライブパフォーマンス
大阪駅前ビル、天神橋筋商店街／８日（土）

御堂筋パレード

扇町公園／８日（土）

万博公園／１０日（月）

中之島リバーサイド
フェスティバル

ﾌｪｲｽﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

世界の踊り、マーチング、
ミュージカル
世界を食べよう

大阪市中央公会堂／７日(金)〜９日

ＦＯＯＤコート
・世界の食べ物大集合
・グッズ販売（ユニセフ等）

なんばジョイフル
パフォーマンス
世界の踊り、
マーチング

御堂筋／９日（日）

HEISEI
ふれあい楽市
市内商店街のお祭り

OCAT ポンテ広場／９日（日）
湊町リバープレイス／８日(土)〜９日(日)

「賑わい空間」
世界の飲食コーナー（ＦＯＯＤコート）
、
フェイスぺインティングコーナー等の設置

御堂筋パレード前日祭

パレードが行くよ♪

日

時：

平成１７年１０月８日（土）

11:00〜20:00

場

所：

扇町公園（大阪市北区）
＊雨天の場合は、北区民センターで開催〔一部内容変更〕

＊御堂筋パレード２００５に出場する１４台のフロートなどを一斉に展示。
近寄ってご覧ください。写真撮影もできます。
＊「人気ＮＯ．１を射止めるフロートは、どこのチームか！」
来場者の皆さまに人気投票をしていただき、決定いたします。
＊楽しさいっぱいのステージショー
会場内のメインステージで、御堂筋パレードに出場する海外隊の民族舞踊や
国内の郷土芸能などを披露します。
＊世界の飲食屋台と物産コーナーを用意
＊会場を彩るイルミネーションを、１０月５日（水）より行います。

中之島リバーサイドフェスティバル２００５
日

時：

平成１７年１０月７日（金）〜９日（日）

場

所：

大阪市中央公会堂・１階 大集会室

＊鑑賞は、事前申込（応募受付は 9/22 で終了）
○公演「世界のお祭り広場」
○ミュージカル「御堂筋ストーリー」
公開リハーサル
本番上演(２回)
○大阪市中央公会堂「特別室」見学

8 日(土)・17:00〜20:00
7 日(金)・18:00〜20:00
9 日(日)・14:00〜16:00
・18:00〜20:00
7 日(金)・17:00〜20:00

＊「世界のお祭り広場」では、御堂筋パレード２００５に出場する団体が
集まり、舞台公演を行います。
＊ミュージカル「御堂筋ストーリー」では御堂筋の歴史を振り返ります。

国際マーチング in 万博公園
日

時：

場 所：

平成１７年１０月１０日（月・祝）

11:00〜15:30

＊小雨決行

日本万国博覧会記念公園「自然文化園」内

＊御堂筋パレード２００５に出場する海外８団体と大阪の中高生５団体が参加。
音楽をつうじて国際交流と華麗なパフォーマンスを繰り広げます。
【

出演予定

】

・ワシントン大学ハスキーマーチングバンド（アメリカ）
・ルーズベルト高等学校マーチングバンド（アメリカ）
・シューネベルク鉱山音楽隊（ドイツ）
・タイ王国古典舞踊団（タイランド）
・フィリピン伝統舞踊（フィリピン）
・上海小学校腰太鼓チーム（中国）
・シティ・ハーベスト・コミュニティ・サービス（シンガポール）
・カリンカ少年少女舞踊団（ロシア）
・箕面自由学園高等学校チアリーダー部・吹奏楽ＧＯＬＤＥＮ ＢＥＡＲＳ
・泉南市立一丘中学校吹奏楽部
・向陽台高等学校ウィンドバンド
・吹田市立西山田中学校
・箕面市青少年吹奏楽団

2005「水の都大阪 秋の舟運まつり」
水都再生の気運と人々のまちや川への愛着心を高めるため、かつて天下の台所として栄えて
きた当時の大阪の舟運と市場の模様を再現するイベントを大川の天満橋周辺で行います。
実施に当たっては大阪 21 世紀協会をはじめ、大阪府、大阪市、NPO 等で構成する「水都ルネ
サンス大阪実行委員会」で行います。
【日

程】

【メイン会場】

平成 17 年 10 月 29 日（土）〜10 月 30 日（日） １０：００〜１６：００
※舟運再現パレードは 10 月 29 日（土）のみ
南天満公園、八軒家浜（中之島新線工事現場）及びその周辺水域等

１ 舟運再現パレード (日本財団助成事業)
かつて賑わった舟運のコースを、当時の活気さながらに大川の八軒家までをパレードします。
到着後は、仮設桟橋で歓迎セレモニーを行います。
(1) 日 時 10 月 29 日（土） 午前出発、午後１時頃ゴール
(2) 行

程

Ａ：淀 川コース（枚方船着場〜毛馬閘門〜ＯＡＰ〜八軒家浜）
Ｂ：寝屋川コース（寝屋川市駅前〜住道〜ＯＢＰ〜八軒家浜）
※淀川コースに見学船〔有料、公募〕を別途運航します。

２ 市場再現マーケット
荷が届いたという想定で、当時の活気あふれる天満青物市等の再現をテーマに、大阪の伝統
野菜等の即売や「大阪の食」・「世界の食」の屋台、川や舟運にまつわるブースが並びます。
仮設桟橋の水上ステージでは、舟運にまつわる落語の公演、ちんどんショー、ジャズコン
サート(事前公募、ゲスト：MALTA)など、楽しいイベントを実施します。
３ ミニ体験クルーズ・連絡船の運航 (日本財団助成事業)
ガイドの案内で水都大阪の歴史等を学びながらミニ船旅を体験するクルーズを有料で運航。
さらに水上交通の社会実験として各会場を結ぶ連絡船を運航します。
＜ミニ体験クルーズ船の運航＞
【料金等】 大人 300 円 子ども 200 円、 ・運航は６０分間隔 ・所要 15 分程度
【コース】
南天満公園〜川崎橋〜桜宮橋〜天満橋〜剣先〜南天満公園
＜連絡船の運航＞
【料金等】 無料、 ・運航は３０分間隔
【コース】
南天満公園〜八軒家浜〜中之島ローズポート
４

水の都ウォッチングクルーズの運航（日本財団助成事業）
ボランティアガイドの案内で中之島周辺の河川を巡り、水都再生について考える。
【料金等】
１人 1,000 円
・各日２便
・所要 90 分程度
【コース】
南天満公園〜土佐堀川〜堂島川〜東横堀川水門〜寝屋川〜南天満公園
【対 象】
乗船者は事前公募により受付け、全員に調査票の回答をお願いする。

このほかにも、10 月 29 日（土）から 11 月 6 日（日）まで、南天満公園の仮設桟橋で期間限定の水上
カフェをオープンします。期間中、ジャズのステージや船上ライブ(11 月 3 日〜6 日)も行われま
す。また、この仮設桟橋からは中之島水上周回タクシーが発着します。

平成１７年度大阪文化祭
（主催：大阪府、大阪市、（財）大阪２１世紀協会）
期

間：

平成１７年１０月１日（土）〜１１月３０日（水）

☆本年度は、期間中に１５５件の催物が参加します。
平成１７年度大阪文化祭参加催物一覧表
部

門

別

参加件数

公演審査件数

第１部門

伝統芸能・邦舞・邦楽

２９

２８

第２部門

現代演劇・大衆芸能

３２

３１

第３部門

洋舞・洋楽

９２

８９

第４部門

美術・工芸・生活芸術＊１）

２

−

１５５

１４８

合

計

＊１）・・・華道・茶道・服飾等

＊審査を経て大阪文化祭各賞を贈呈します。（第４部門は審査対象外）
「大阪文化祭賞グランプリ」「大阪文化祭賞」「大阪文化祭賞奨励賞」
＊贈呈式は、平成１８年１月２８日(土)、そごう劇場にて実施予定です。

｢街角コンサート〜LIVE 2005〜」FINAL LIVE
日

時：

平成１７年１２月４日（日）

場

所：

アメリカ村

16:00〜20:30 予定

ＢＩＧ ＣＡＴ（心斎橋

ＢＩＧ ＳＴＥＰ・４Ｆ）

＊今年８〜９月に、大阪府内５会場でライブコンサートを開催し、
７６２組の応募から選ばれた５３組が出演しました。
＊ライブコンサートでの審査により、更に選び抜かれたファイナリスト
（１２組の予定）が、その実力を皆さんに披露いたします。
＊昨年出場したアーティスト２組が、御堂筋パレード前日祭
（10 月 8 日（土）扇町公園）のステージに登場します。
・石田ヒロキ＆フレンズ（ジャズ） ・キヨタ ツトム（ポップス）

アートストリーム・リバープレイス２００５
日

時：

平成１７年１０月２２日（土）・２３（日）11:00〜19:00

場

所：

湊町リバープレイス

＊公募２４０組から選考した１０５組のアーティストによる展覧会＆マーケット
＊今回、最年少として、１２歳の榎本 会希(ｴﾉﾓﾄｶｽﾞｷ)さんがイラスト作品を出展
＊アートストリームアワードでは、ぴあ・ＦＭ８０２・Ｌマガジン・ａｎ・
ＴＨＥ 14th ＭＯＯＮ･サントリーミュージアム・大阪芸術大学などから賞を贈呈

「大阪秋のまつりバナー」の掲揚
期

間：

平成１７年９月２３日（金･祝）〜１１月２７日（日）

場

所：

御堂筋（梅田新道〜難波）、中之島通り、府庁前

枚

数：

７００枚

＊大阪のメインストリートを「大阪秋のまつりバナー」で飾ります。

｢大阪秋のまつり」総合イベントガイドブックの発行
発行日：

平成１７年９月２１日（水）

部

２０万部

数：

配布先：

約２，０００箇所（無料配布）
（地下鉄・ＪＲ主要各駅、府・市内公共事業所、学校、
大阪外食産業協会加盟店

など）

＊「大阪秋のまつり」に参加する約５００件の催しを一挙に掲載しています。

