
                                    
平成２２年７月２２日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時資料提供 大阪市政記者クラブ） 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

大阪城・上町台地エリア魅力創出実行委員会（大阪市、大阪商工会議所、ほか民間企業等で構成）が

実施する、「大阪城 城灯りの景（しろあかりのえ）」（平成２２年８月２０日（金）・２１日（土））の詳細が決まり

ました。 

 大阪城本丸広場・西の丸庭園・山里丸などを約２万個のろうそく行灯で彩ります。シンボルモニュメントと

して西の丸庭園に七色にきらめく美しい橋「夢のかけはし」が登場します。昨年好評だった 1,000 人の参

加者が光る風船を持ってパレードする「ＧＩＮＧＡ（ギンガ）」や、子どもたちが紙袋にイラストやメッセージを

描いたキッズアートバッグ「あかりの水族館」など、子どもから大人まで楽しめる様々なイベントを企画して

おります。 

 

開催日時：平成２２年８月２０日(金)・２１日(土)  

１８:００～２１:００ 

開催場所：大阪城一帯  

（大阪城本丸広場・西の丸庭園・山里丸など） 

主   催：大阪城・上町台地エリア魅力創出実行委員会 

（大阪市、大阪商工会議所、ほか民間企業で構成） 

プレス受付：大阪城 西の丸庭園 運営本部テント 

（８月２０日(金)・２１日(土) １７:３０～２１:００） 

＊お手数をお掛けしますが、取材の際は、本部テントにおい

て、受付を行っていただきますようお願いいたします。 

 

※「大阪城 城灯りの景」は、大阪城サマーフェスティバル 2010 のイベントの一つです。 

大阪城サマーフェスティバルについては、別紙をご参照ください。 

  

                        
                      開開催催ののおお知知ららせせ（（詳詳細細決決定定））  

                            ～～灯灯りりにに願願いいをを。。～～  
 

記者配布資料 

【お問合先】大阪城・上町台地エリア魅力創出実行委員会 

  事務局：大阪商工会議所 地域振興部（川端・本） 

☎06-6944-6323 

大阪市ゆとりとみどり振興局 総務部（阪東） 

☎06-6615-0671 



■ 行灯メッセージコーナー                                

 行灯にかぶせるシートに願いやメッセージを書いて、自分

だけのオリジナル行灯をつくることができます。今年はお魚

型のシートをご用意しています。あなたの行灯で、大阪城に

光をそえてください。 

 【行灯メッセージコーナー】 

   西の丸庭園 本丸広場 計２か所 

平成２２年８月２０日(金)・２１日（土）（17:30～20:30） 

 【行灯メッセージ参加費】 

   １００円（行灯１個あたり） ※小学生以下無料 

（参加費の一部は、大阪市文化集客振興基金へ寄附し、文化の香り高い、来て、見て、楽しいまち 

づくりに活用いたします。） 

 

 

■ シンボルモニュメント 「夢のかけはし」                           

七色にきらめく美しい橋が、西の丸庭園に出現。大阪の

明日にかかる橋をイメージして、「夢のかけはし」と名づけ

ました。「夢のかけはし」には、願いやメッセージを書いて

頂くメッセージシートを皆様の手で置いていただきます。 

 【場所】西の丸庭園 

 

 

 

 

 

■ ＧＩＮＧＡ（ギンガ）                              

昨年度大好評を頂いた「ＧＩＮＧＡ（ギンガ）」を今年も開催。「ＧＩＮＧＡ」はアーティスト平野治朗がプロ

デュースする参加型アートです。1,000 人の参加者が光る風船を持って、大阪城公園内をパレードし、西

の丸庭園に、壮大なアートを完成させます。光る風船のパレードは、大阪城に天の川が降りてきたかのよ

うな幻想的な光景を創り出します。 

「ＧＩＮＧＡ」パレード 

 【日       時】平成２２年８月２１日（土） 

 【受 付 時 間 】１７：３０～ 

 【集 合 場 所 】本丸広場 「金蔵」 

 【パレード動線】本丸広場→二の丸→西の丸庭園 

※ 風船はお持ち帰り頂けませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

「ＧＩＮＧＡ」参加者事前募集 (先着 1,000 名) 

「大阪城 城灯りの景」事務局 

ＴＥＬ 06-6367-3696 ＦＡＸ 06-6367-3716 

Email：ｓｈｉｒｏakari2010@office-ren.co.jp 

 

mailto:ｓｈｉｒｏakari2010@office-ren.co.jp�


■ キッズアートバッグ 「あかりの水族館」                              

「海」をテーマに、子どもたちが紙袋にイラストやメッセージを描いた

作品を展示します。紙袋の中には行灯を入れて、心温まる光の水族

館を演出します。かわいい子どもたちの作品を是非見にきてください。 

 【場所】本丸広場 

 

 

 

 

 

 

■ 城灯りワールド屋台 城灯りキッズ縁日                            

アジア各国との交易・交流をきっかけに日本で発展してきた世界のメニューが大阪城に集合!!世界各

国のグルメが楽しめます。また、夏と言えば縁日。子どもたちはもちろんのこと、大人も童心に帰って楽し

めます。 

＜ワールド屋台メニュー＞ ギリシャ料理（スブラキ、ギロ）・ドイツ料理（ソーセージ、フィッシュ＆チップス）・メキシ

コ料理（タコス、バッファローウィング）・インド料理（ナン＆カレー、サモサ）・韓国料理（チヂミ、チャプチェ）・広島焼き・焼

きそば等です。 ※ メニューについては変更する可能性があります。 

＜キッズ縁日＞ ヨーヨー吊り・スーパーボールすくい・わたがし・輪投げ 

 【場所】西の丸庭園 

 

■ 西の丸庭園特設ステージ                               

西の丸庭園に特設ステージを設けて、様々な公演を行います。広大な芝生のうえで、伝統芸能や演奏

などをお楽しみください。 

※ 公演時間・プログラム・出演者等については、変更になる可能性があります。 

 

管楽の夕べ  

大阪芸術大学学生による演奏「管楽の夕べ」が行われます。

管楽器の音色と揺れる行灯の光とが相まって生まれる、コラボ

レーションをお楽しみください。 

【日程】平成２２年８月２０日（金）・２１日(土)  

   ２０日（金） 19:00 ～ 21:00 予定  

   ２１日(土)  19:20 ～ 20:20 予定  

 

真田陣太鼓 

大阪城と友好城郭提携を行っている上田城がある長野県上

田市よりスペシャルゲストとして、信州上田市真田陣太鼓保存

会による演奏が披露されます。体を突き抜ける大迫力の音をお

楽しみください。 

【日程】平成２２年８月２１日(土) 

    18:00 ～ 18:30 予定  



 

此花少年少女合唱団 

１９８１年に結成された、歴史ある合唱団です。きらめく歌声

で合唱曲や、童謡・ポップスなど様々な歌を歌います。        

【日程】平成２２年８月２１日（土） 

     18:35 ～ 19:05 予定  

 

 

 

 

 

大阪ミュージシャングランプリ受賞者 

大阪からプロデビューに向けて強力にバックアップするコンテスト 

「ザ・ミュージシャングランプリＯＳＡＫＡ’09」にて準グランプリに輝いた

「MIRACHE（ミラシュ)」とBEST15位に入賞した「TRICK and TREAT」の２

組が出演します。 

【日程】平成２２年８月２０日（金） 

18:00 ～ 18:30 予定                              「MIRACHE」 

 

 

 

 

 

 

 「TRICK and TREAT」 
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灯りに 願 い を

平成22年8月20日［金］・21日［土］
（開催期間中9：00～21：00は、大阪城 西の丸庭園を無料開放します。）
各日18：00－21：00　大阪城公園一帯

主催／大阪城・上町台地エリア魅力創出実行委員会　特別協賛／大阪芸術大学グループ
協賛・協力／大阪市信用金庫・カメヤマローソク・西日本電信電話（株）大阪支店・三洋電機株式会社

問い合わせ先／大阪市総合コールセンター　TEL.06-4301-7285　http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/index.html
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平成22年
8月20日［金］・21日［土］
各日18：00－21：00 大阪城公園一帯

海の御堂筋の起点となる大阪城一帯を優し
いろうそく行灯の光で包み込みます。今年
は、エリアを山里丸にも拡大し、約2万個
のろうそく行灯の輝きで大阪城を彩ります。
当日は、行灯に願いやメッセージを書いて、
オリジナルの行灯をつくることができるほか、
西の丸庭園では、大阪芸術大学の学生に
よる演奏「管楽の夕べ」等をお楽しみいた
だけます。
二夜限りの美しいろうそくの海に、遊びにき
てください。

行灯にかぶせるシートに願いやメッセージを書いて、自分だ
けのオリジナル行灯をつくることができます。今年はお魚型
のシートをご用意しています。あなたの行灯で、大阪城に
光をそえてください。

七色にきらめく美しい橋が、西の丸庭園に出現。大阪の
明日にかかる橋をイメージして、「夢のかけはし」と名づけま
した。「夢のかけはし」には、願いやメッセージを書いて頂
く行灯メッセージシートを皆様の手で置いていただきます。

■行灯メッセージコーナー
西の丸庭園、本丸広場
平成22年8月20日（金）・21日（土）　17：30～20：30

■行灯メッセージ参加費
100円（行灯1個あたり）　小学生以下無料
（参加費の一部を、大阪市文化集客振興基金に寄付させていただき、文化の香り高い、来て、見て、楽しいまちづくりに活用します。）

行灯メッセージコーナーA

昨年度大好評を頂いたGINGA（ギンガ）を今年も開催。
「GINGA」はアーティスト平野治朗がプロデュースする参
加型アートです。1,000人による光る風船のパレードと皆様
によって設置される空に漂う光は、大阪城に天の川が降り
てきたかのような幻想的な光景を創り出します。

■「GINGA」パレード
平成22年8月21日（土）　受付時間／17：30～（先着1,000名）
参加費／無料　※風船はお持ち帰り頂けませんのでご了承ください。
集合場所／本丸広場「金蔵」　パレード動線／本丸広場→二の丸→西の丸庭園
※充電池「eneloop」を使用しています。

GINGA（ギンガ）C

「海」をテーマに、子どもたちが紙袋にイラストやメッセージ
を描いた作品を展示します。紙袋の中には行灯を入れて、
心温まる光の水族館を演出します。かわいい子どもたちの
作品を是非見にきてください。

ACCESS
●地下鉄中央線「谷町四丁目」駅9号出口・「森ノ宮」駅3-B号または1号出口　●地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅1-B号出口・「天満
橋」駅3号出口　●長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅1号出口・「森ノ宮」駅3-B号出口　●京阪「京橋」駅・「天満橋」駅　
●JR「京橋」駅・「大阪城公園」駅・「森ノ宮」駅・「大阪城北詰」駅　※公共交通機関をご利用のうえ、お越しください。

応募締め切り：平成22年7月23日（金）

■本丸広場
平成22年8月20日（金）・21日（土）

キッズアートバッグ「あかりの水族館」F

アジア各国との交易・交流をきっかけに日本で発展してきた世界のメニューが大阪城に大集合！
世界各国のグルメが楽しめます。

■西の丸庭園
平成22年8月20日（金）・21日（土）

■西の丸庭園
平成22年8月20日（金）・21日（土）　

城灯りワールド屋台E

大阪芸術大学の学生による「管楽の夕べ」や、真田陣太鼓、
此花少年少女合唱団が登場。音と光のハーモニーをお楽
しみください。

■西の丸庭園特設ステージ
平成22年8月20日（金）・21日（土）　18：00～21：00（予定）

西の丸庭園特設ステージD
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運営ボランティアの募集

先着1,000名

●運営ボランティアとGINGA参加のお申込み・お問合せ先
「大阪城 城灯りの景」事務局
TEL:06-6367-3696　FAX:06-6367-3716
Email：shiroakari2010@office-ren.co.jp

G INGA（ギンガ）参加者募集

ニュュューが大阪阪阪阪阪阪城城城城 合！合合合に大集合

シンボルモニュメント「夢のかけはし」B
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大阪城サマーフェスティバル２０１０ 

大阪城西の丸庭園プロジェクト のご案内 

 

 

≪はじめに≫ 

この夏（2010年７月７日～9月5日）、大阪城周辺で実施される多彩な４１のイベントが、｢大阪城サマーフ

ェスティバル｣の名の下に集結し、各イベント間の連携を図り、共同ＰＲを実施しています。 

これは、①大阪城のブランド力を高め、②大阪の芸術文化の情報発信力を強化し、③大阪の賑わい創

出と観光集客をめざす目的で 2006 年にスタート以来、今年で 5 回目を迎え、昨年はサマーフェスティバル

全体の来場者数は４８万人を数えています。 

 

≪なかでも 「西の丸庭園プロジェクト」 に注目下さい≫ 

 昨年から、大阪城の「西の丸庭園」に特設ステージを設け、サマーフェスティバル参加者が、さらに多彩な

イベントを繰広げます。 

 今年は、「大阪城 城灯りの景」にはじまり、いくつもの文化的コンテンツを、ライトアップされた天守閣をバ

ックに展開し、西の丸庭園の空間が持つ魅力とともに、大阪城から大阪ブランドを発信します。 

 

 西の丸庭園ステージプログラム 

8 月 2２日（日）  18：30～20：30  

『アノインテッド・マス・クワイヤー 大阪城 LIVE』   有料  

【主催：大阪城サマーフェスティバル実行委員会】 

ゴスペルシンガー 「アノインテッド・マス・クワイヤー」のメンバー

２５０名が集結し、この地での鎮魂の意を込めて、天守閣をバック

に圧倒的なハーモニーを披露 

 

詳しくは、 アノインテッド・マス・クワイヤー大阪城 事務局／０６（６４５０）０５０５  

 

8 月 2３日（月） 16：00～19：00  

『ＢＫ８５周年記念イベント 「ＮＨＫ大阪 お笑い夏の陣」』  無料 【制作：ＮＨＫ大阪放送局】 

 ※ お笑い芸人たちによるスペシャルステージ と その模様を番組収録 （放送は後日） 

 

  
 [この件についての問合せ先] 

 財団法人大阪２１世紀協会 （大阪城サマーフェスティバル 2009 実行委員会事務局） 
 ０６ (６９４２) ２００４  

（担当） 加藤祐嗣   katouyu@osaka21.or.jp 

     山本政則    yamamotom@osaka21.or.jp 

       巽 淳子    tatumij@osaka21.or.jp 
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