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平成 19 年 3 月 12 日

御堂筋開通 70 周年記念 

第 25 回 御堂筋パレード 2007 参加チーム募集 
御堂筋パレードが変わる 

 

今年 2007 年は“御堂筋開通 70 周年”、“御堂筋パレード 25 回目”という記念すべき年にあたります。 

財団法人大阪 21 世紀協会では、本年の御堂筋パレードをこれまでの観る「パレード」から市民参加を中心に

御堂筋を舞台にした「大阪を代表するおまつり」へと大きく転換を図ります。 

次のとおり、市民参加パレードへの参加 30 チーム、及びおまつり広場（ステージエリア）への参加 40 チーム

を募集いたします。 

 

開催概要 

◇ 開催日時 2007 年 10 月 14 日（日） 13:00～17:00（雨天決行） 

◇ 開催場所 御堂筋 大阪市役所前～千日前通（約 3.0km） 

・ パレードコース：大阪市役所前～長堀通（約 2.1km） 

・ おまつり広場：長堀通～千日前通 

◇ 主な構成 パレード 

御堂筋開通 70 周年記念パレード 

国際パレード 

市民参加パレード（一般募集） 

 

おまつり広場 

ステージエリア（一般募集） 

アートエリア 

キッズエリア 

カフェエリア 等 

 

その他 

グルメストリート 

◇ 主 催 財団法人大阪 21 世紀協会  
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募集内容（詳細は募集要項を参照ください。） 

◇ 市民参加パレード  30 チーム募集 

1. 音 楽 パ レ ー ド：音楽を演奏しながらのパレード 

2. ダ ン ス パ レ ー ド：ダンスを踊りながらのパレード 

3. OSAKA 元気パレード：子どもや大阪の元気を表現するパレード 

※募集は各 10 チーム程度、合計 30 チームを予定 

パレード区間（大阪市役所前～長堀通 約 2.1km）を約 45 分で行進します。 

行進中は立ち止まって演技（停止演技）をすることはできません。 

◇ おまつり広場（ステージエリア） 40 チーム募集 

おまつり広場は、御堂筋（長堀通～千日前通）の車道で、人が自由に回遊でき、パフォーマンスを楽しむ 

ことができるエリアです。その間に設置された「ステージエリア」でパフォーマンスを行うチームを募集します。

ジャンルは問いません。 

◇ 選考基準（パレード、おまつり広場共通） 

「観客が観て楽しくユニークなもの、内容・技術面で相当以上の水準に達していること」 

詳しくは募集要項をご覧下さい。 

募集要項 

募集要項及び応募用紙はホームページ http://www.osaka21.or.jp/ からダウンロード 

又は財団法人大阪 21 世紀協会へ請求してください。 

財団法人大阪 21 世紀協会 御堂筋プロジェクトチーム 

〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1-1 大阪キャッスルホテル 4 階 

TEL： 06-6942-2007 FAX： 06-6942-5945 

応募方法 

募集要項をご覧の上、「御堂筋パレード 2007 参加申込書」及び「御堂筋パレード 2007 参加企画書」に 

必要事項を記入し、演技内容等のわかる資料（VTR などの映像等）を添付して提出してください。 

募集期間 

2007 年 3 月 15 日（木）～5 月 15 日（火） ※締切日必着（郵送又は持参で受付） 

参加募集説明会 

◇ 日 時： 3 月 28 日（水） 14:00～ 

◇ 場 所： エルおおさか 6 階 大会議室（大阪市中央区北浜東 3-14/地下鉄・京阪 天満橋駅から西 300m） 

◇ 説明会申込： 3 月 27 日（火）必着で、上記（財）大阪 21 世紀協会 御堂筋プロジェクトチームへ FAX 又は 

  郵送でお申し込みください。 

◇ その他： 出席は 1 チーム 2 名までとさせていただきます。 

選考方法 

参加チームの選考につきましては、「御堂筋パレード参加選考委員会」で企画内容などに基づき、 

第一次選考（書類審査）、第二次選考（面接審査）を行い、決定します。 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

御堂筋開通 70 周年記念 

第 25 回 御堂筋パレード 2007 参加チーム募集案内
(平成 19 年 10 月 14 日開催） 

 

～あなたも 御堂筋をパレードしませんか～ 

 

 

 

 

 

 

  

 

パレード・おまつり広場への参加チームを募集します。  

 

 

パレードの部   市民参加パレード ３０チーム程度 

(内訳：音楽パレード、ダンスパレード、OSAKA 元気パレード各 10 チーム程度） 

 

 おまつり広場の部 ステージ演技   ４０チーム程度 

 

     

 

 

 

  

 

 

○パレードの概要 

    

開催日時：平成 19 年 10 月 14 日（日）   

        13：00～17：00（雨天決行） 

   開催場所：御堂筋 大阪市役所前～千日前通 （約３．０ｋｍ） 

         ・パレードコース：大阪市役所前～長堀通（約２．１ｋｍ） 

           御堂筋開通７０周年記念パレード 

           国際パレード 

           市民参加パレード 

・おまつり広場：長堀通～千日前通 

ステージエリア・アートエリア・キッズエリア等 

   主  催：財団法人 大阪 21 世紀協会 

 

御堂筋パレードは、世界に開かれた国際文化都市をめざす大阪 21 世紀計画のメインイベントとして、昭和 58

年から毎秋、大阪のメインストリート 御堂筋を舞台に、国際色豊かで華やかに開催してまいりました。 

今年は、御堂筋開通 70 周年、御堂筋パレード 25 回目という記念すべき年にあたります。これを機に、御堂

筋パレードは“パレード”の殻を破り、御堂筋を舞台に繰り広げられる「大阪を代表するまつり」へと変わりま

す。 

そのため、御堂筋開通 70 周年を記念したパレードを特別に企画するとともに、世界各国からの民族芸能やマ

ーチングバンド等の国際パレード、公募による市民参加のパレードを行います。また、昨年初めて実施しました、

御堂筋を観客が自由に回遊し、ステージでのパフォーマンスじっくりと観ることができる空間である「おまつり

広場」を一層充実させ、新しい文化創造ムーブメントを巻き起こすとともに、大阪ブランドとしての御堂筋を広

く発信してまいります。 



◎御堂筋パレード参加チーム募集要項 

１．募集内容 

｢パレードの部（２．１km）」、「おまつり広場の 

部」への参加チームを募集します。募集チーム数 

は、次の通りです。 

（１）パレードの部 

 

 

 

 

 

３０チーム程度（内訳：音楽パレード、ダンス

パレード、OSAKA 元気パレー

ド各 10 チーム程度） 

 

 

 

 

 

 

パレード区間（大阪市役所前～長堀通 約２．

１km：右図参照）を４５分程度で行進するもの

です(行進中は立ち止まって演技（停止演技）を

することはできません)。なお、パレードは、次

の３つの部門で構成します。 

 

 

 

 

 

 

○音楽パレード：主に音楽を演奏してパレード
をするもので、音楽のジャン
ルは問いません。統一感のあ
るコスチュームでの参加が必
要です。 

 

 

 

 

 

 

 

○ダンスパレード：チームとしてテーマを持った
ダンスや踊りを中心にパレー
ドをするもので、ダンスや踊
りのジャンルは問いません。
仮面、仮装又は統一感のある
コスチュームでの参加が必要
です。 

 

 

 

 

 

 

 

○OSAKA 元気パレード：子どもや大阪の元気を表現す
るパレードで、その表現方法
は自由です。チームとしてテ
ーマを設定し、統一感のある
コスチュームでの参加が必要
です。 

 

 

（注意事項） 

・参加人数（参加条件：原則小学生以上）は 30～100 名程度で、隊列の長さが 50m(道路幅は 12．6ｍ)

を超えないもので、パレードコースにおいて演技を行いながら行進してください。なお、規定外の人

数で参加を希望される場合は、事前に(財)大阪 21 世紀協会（以下「協会」という）へ相談してくだ

さい。 

・企画・演出内容は“沿道観客が観て楽しくユニークなもの、内容・技術面で相当以上の水準に達して

いること”などを基本としています。参加して楽しいパレードだけではなく、“観て楽しいパレード”

となるよう留意してください。 

・音響が必要な場合は、参加チームで準備してください。 

・パレードに参加する車両については、パレードにふさわしい装飾をすることが必要となりますが、そ

の構造・装飾等は、道路法、道路交通法等の関係法令に抵触しないものとします。(詳しくは、協会

へお問合せください。) 

・参加料は無料です。ただし、参加にかかる経費(交通費・飲食費・損害保険料等)は、参加チームの負

担となります。 



（２）おまつり広場の部 

 ステージ演技 ４０チーム程度 

 

 

 

おまつり広場は、御堂筋（長堀通～千日前通：右イメージ図

参照）の車道を観客が自由に回遊でき、その間に設置された「ス

テージエリア」・「アートエリア」・「キッズエリア」等で繰り広

げられるパフォーマンスを身近に観賞し、アート作品に直接触

れて楽しむことができるエリアです。 

 「ステージエリア」への参加チームを次の通り募集します。

寸 法 演技
 名 称 人 数 チーム数 演 目 

(横×縦) 時間

50ｍ× 50～ 100
名  

郷土芸能、民族芸
能、ﾏｰﾁﾝｸﾞ、ﾁｱ等 

 ステージ大 10 分
10ｍ程度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．応募方法 

  この募集要項を熟読の上、「御堂筋パレード 2007 参加申込書」（以下「申込書」という。）及び

「御堂筋パレード 2007 参加企画書」（以下「企画書」という。）に必要事項を記入の上(演技内容

等のわかる資料(VTR などの映像等)があれば添付)、提出してください。（パレードの部、おまつ

り広場の部両方に参加希望の場合は、各部ごとに申込書及び企画書を作成し、第１希望、第２希

望を明記の上、それぞれ提出してください。なお、パレード、おまつり広場各々の部で重複して

応募することはできません。） 

３．応募期間 

 平成 19 年３月 15 日(木)～５月 15 日(火)（当日必着）（郵送又は持参で受付） 

申込先：〒540－0032 大阪市中央区天満橋京町１－１大阪キャッスルホテル 4階  
財団法人大阪 21 世紀協会 御堂筋プロジェクトチーム 

           TEL：06－6942－2007 FAX：06－6942－5945  

４．募集説明会 

日時：平成 19 年３月 28 日(水)午後２時～ 

場所：エルおおさか６F 大会議室 

(大阪市中央区北浜東 3-14 地下鉄谷町線・京阪電鉄「天満橋」駅から西へ 300m) 

※参加希望の方は、「参加チーム名、参加者名、連絡先」を記入の上、３月27日（火）必着で上記 
(財)大阪21世紀協会御堂筋プロジェクトチームへFAX又は郵送にて申し込みください。 

 なお、説明会への出席者は１チームにつき２名までとさせていただきます。 

ステージ小 
20ｍ×
10ｍ程度

20～ 30
名  

10 分
郷土芸能、民族芸
能、ﾀﾞﾝｽ、ﾊﾞﾄﾝ、
一輪車等 

４０

チーム

程度
音楽(ｼﾞｬｽﾞ、ﾌﾞﾗｽ、
ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰ、ｱｶ
ﾍﾟﾗ、ｺﾞｽﾍﾟﾙ等) 

音 楽 10ｍ× 20 名
以下  

15 分
ステージ 5ｍ程度

（注意事項） 

・定められたステージ（区画）の範囲内で演技を行ってください。

・企画・演出内容は“沿道観客が観て楽しくユニークなもの、内容・

技術面で相当以上の水準に達していること”などを基本としていま

す。演技は、参加して楽しい内容だけではなく、“観て楽しい内容”

となるよう留意してください。 

・ステージエリアの参加チームにおいて音響が必要な場合は、協会で

設置する音響装置を使用してください。ただし、音源は当方が指定

した媒体で参加チームが用意してください。 

・参加料は、無料です。ただし、参加にかかる経費（交通費・飲食費・

損害保険料等）は参加チームの負担となります。 

・大がかりな転換を必要とする舞台道具等の使用はできません。 

・音楽ステージにおいては、演奏できるジャンルに制限があります。

詳しくは協会へお問合せください。 



５．選考方法 

「御堂筋パレード参加選考委員会」(以下「選考委員会」という。)で企画内容などに基づき、
選考します。 

（１）第一次選考  申込書、企画書等に基づき選考を行います。 
（選考結果の通知は、６月上旬予定） 

（２）第二次選考  第一次選考合格者を対象に面接審査を実施します。（６月中旬予定） 
           なお、第二次選考の詳細については、第一次選考結果の通知の際にお知ら

せします。 
（３）最終選考結果 最終選考結果は、６月末日までに通知する予定です。 

※｢パレードの部」と「おまつり広場の部」の両方への参加申込があった場合における部門の決定は、上記選考の中で

選考委員会が行います。 
※選考委員会における選考に当たっては、演技、装飾及び企画・演出内容について、次の諸点を勘案します。 

① 企画・演出内容が“沿道観客が観て楽しくユニークなもの、内容・技術面で相当以上の水準に達していること”。 
② 御堂筋パレードにふさわしい企画・演出内容であること。 
③ 部門毎の全体のバランス（同じような企画が重ならないこと。） 
④ ユニークで話題性に富むものであること。 
⑤ 創造性が豊かなものであること。 
⑥ 国際色が豊かなものであること。 
⑦ 広く盛り上がりの期待できるものであること。 

なお、上記諸点を考慮して総合的に判断いたしますので、「申込書」「企画書」をご提出いただいても必ず参加できると
いうものではないことをご了承ください。 

（４）選考により、参加が決定したチームに対して、参加説明会を７月上旬及び９月下旬に実施
します。なお、この説明会に欠席された場合は出場をお断りする場合があります。説明会の
詳しい内容は、事前に事務局からご案内します。 

６．優秀チームの表彰 

  公募によるパレード出場チーム（パレードの部）を対象に審査を行い、音楽パレード、ダンス
パレード、OSAKA 元気パレードの部門毎に優秀なチームを表彰します。 

７．その他 
（１）御堂筋パレード参加中（準備を含む。）における参加者の事故・けがなどに備え、各参加チームで損害保険に加入し

てください。 

（２）御堂筋パレードのＰＲ及び記録のために協会が写真、映像等を撮影及び使用する場合又は参加チームから提供を受

けた写真、映像等を使用する場合については、参加チームはその肖像権及び著作権を主張しないものとします。 

（３）次の場合は、参加することはできません。 
■装飾物等の落下その他安全性が不十分と認められる場合 
■火気等又は動物を伴い危険性の高い場合 
■統率がとれないと認められる場合 
■公序良俗に反する場合 
■酒気を帯びた者が参加する場合 
■演技を伴わず、行進等を主目的として参加する場合 
■営利活動、広告宣伝のみを目的として参加する場合 
■特定の宗教の普及又は特定の政党・政策の支援を目的として参加する場合 
■その他御堂筋パレードにふさわしくないと認められる場合 

（４）参加に当たっては、協会からの注意事項を遵守してください。参加内定後でも、その内容がパレード全体の趣旨・

構成にそぐわない場合及び御堂筋パレードの安全・円滑な実施のための協会の指導・指示に従わない場合は、参加

をお断りし、次回以降の参加を認めないことがあります。 

（５）御堂筋パレードは、雨天においても実施しますので、雨天時にも参加してください。ただし、やむを得ず雨天の際

に参加できない場合は、応募時にその理由を記入してください。なお、風雨等天変地異に起因する損害については、

協会はその責を負いません。 

（６）参加チームが使用する楽曲等の使用の申請許諾については、参加チームで行ってください。協会は著作権に関して

責任を負いません。 

（７）応募の際に提出いただいた書類、写真、ビデオテープ、ＤＶＤ等は返却いたしません。 

（８）参加チームが営利を目的として活動する個人、企業及び団体(以下「企業等」という。) の場合、又は企業等から協

賛を受けている場合、協会と協議の上、車両、装飾物、横断幕その他のものに企業の商号(名称)又は商品名と、商

品その他マスコット等のマークを表示することはできます。ただし、その際、その大きさは、協会が適当と認める

範囲とします。(詳細については協会へお問合せください。) 

（９）参加に際して、参加者の更衣場所・荷物の積込場所を提供しますが、スペースに限りがありますので、更衣場所又

は荷物の積込場所のうち希望されるどちらかとなります。 

（10）お申込みの際にご提供いただいた氏名・住所等の個人情報は、厳重に管理し、本事業の実施案内、広報物への掲載

及び協会が主催する関連事業のご案内並びに事務連絡以外には使用いたしません。 

 （11）18 歳以下の方が参加する場合は、その保護者の同意及び責任者の同伴が必要です。 

（12）貴重品の預かりや物品の管理はできませんので、各自で責任を持って保管・管理してください。  

（13）ごみ・廃棄物は、各自・各チームの責任で必ずお持ち帰りください。 

 

 



御堂筋パレード 2007 参加申込書（ パレード・おまつり広場 ） 

財団法人大阪 21 世紀協会 様 

次のとおり「御堂筋パレード 2007」への参加を申し込みます。 

平成   年   月   日 

１ 申込者名(団体・企業等チーム名)        代表者名 

 

                                           ㊞ 

 住所 〒                       TEL 

                            FAX 

 ホームページ                      E-MAIL 

２ 連絡先（担当部課名）             担当者名 

  

                                             

 住所 〒                       TEL 

                            FAX 

                            E-MAIL 

３ 参加区分(○をつけてください) 

(１)パレード   A 音楽パレード    B ダンスパレード   C OSAKA 元気パレード 

(２)おまつり広場 ｱ ステージ大      ｲ ステージ小     ｳ 音楽ステージ 

          

   （参加第１希望：（  ）－     第２希望：（  ）－     ）  

４ 参加内容 

  （１）参加のテーマ・タイトル 

                                             

  （２）人数      名 

 

  （３）参加年齢層    才～     才  

(以下はパレード参加申込のみ) 

  （４）参加車両 有（  台（内訳                    ））・無 

   

（５）隊列の長さ 約     ｍ

 

（１）１つの企画につき１枚作成してください。（パレードとおまつり広場は別々に提出してください。

なお、パレード、おまつり広場各々で重複して応募することはできません。） 

（２）内容がパレード全体の趣旨・構成にそぐわない場合及び御堂筋パレードの安全・円滑な実施のた

めの協会の指導・指示に従わない場合は、参加をお断りすることがあります。 

（３）申込書及び企画書は、郵送又は直接、５月 15 日までに御堂筋プロジェクトチームへご提出願い

ます。 

（４）お申し込み後、参加内容の詳細についての説明・打合せと調整をお願いすることになります。 

[申込み・問合せ先] (財)大阪 21 世紀協会 御堂筋プロジェクトチーム 
          〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町１－１ 大阪キャッスルホテル4 階 
          TEL：０６（６９４２）２００７ FAX：０６（６９４２）５９４５ 



御堂筋パレード 2007 参加企画書（ パレード・おまつり広場 ） 
１ 申込者名(団体・企業等チーム名) 

 

 

２ 参加区分(○をつけてください) 

(１)パレード   A 音楽パレード    B ダンスパレード   C OSAKA 元気パレード 

(２)おまつり広場 ｱ ステージ大      ｲ ステージ小     ｳ 音楽ステージ 

           

（参加第１希望：（  ）－     第２希望：（  ）－     ） 

３ 参加概要 

（１） 参加のテーマ・タイトル 

                                         

  （２）全体イメージ・構成 

    

 

 

（３）コスチュームなどの参加の形態 

 

 

 

（４）アピールポイント 

 

 

 

（５）演奏予定楽曲（おまつり広場の場合は音源） 

 

 

（６）参加隊列（おまつり広場の場合はレイアウト） 
   （パレードは長さ50ｍ 道路幅4車線(12.6ｍ)の範囲、おまつり広場は希望のステージの大きさの範囲で図示してください。） 

 

 

 

（７）その他 

 

 

４ 参加団体のプロフィール(競技会等における受賞歴及びイベントなどの参加実績（御堂筋パレー

ドを含む。） 

 

 

 

※この用紙に書ききれない場合は、別紙に記入の上、添付してください。 

※演技内容等のわかる資料（VTR などの映像等）がある場合、添付してください。 



 

御堂筋パレード 2007 参加募集説明会申込書 

財団法人大阪 21 世紀協会  

御堂筋プロジェクトチーム 様（FAX：06-6942-5945） 

3 月 28 日の「御堂筋パレード 2007 参加募集説明会」への参加を申し込みます。 

平成   年   月   日 

１ 申込者名（団体・企業等チーム名） 

 

 

２ 参加者名（1 チーム 2 名まで） 

 

                                    

 

                                    

３ 連絡先 

 住所 〒 

                        

TEL 

                            FAX 

                            E-MAIL 
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