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 御堂筋にぎわい空間づくり実行委員会（大阪商工会議所、大阪府、大阪市など 13団体で構成）と御堂筋 kappo実行委員

会（大阪商工会議所、大阪府、大阪市など 11 団体で構成）は、平成 25 年 5 月 12 日（日）に『みんなで kappo！ 御堂筋フェ

スタ 2013』を開催します。 

 昨年度まで、大阪のメインストリートである御堂筋を一日限定で歩行者に開放して多様なプログラムを展開するイベントと

して、春には「御堂筋フェスタ(5月、これまで 10回開催)」、秋には「御堂筋 kappo（10月、これまで 5回開催）」をそれぞれ開

催してきました。今年は、御堂筋のより一層の賑わいづくりを目指し、この２つのイベントを同日開催します。 

 御堂筋フェスタでは、大阪ミナミの魅力を感じていただける様々なイベントを展開し、「御堂筋 kappo」では、「音楽ステージ」

などみなさまのチャレンジを応援するプログラムなどを行います。 

【『みんなで kappo！ 御堂筋フェスタ 2013』 開催概要】 

◎日時 

 平成 25 年 5 月 12 日（日）13 時から 17 時 

 ※本イベントは、雨天決行ですが、雨天の場合は一部催しが中止となる場合があります。荒天の場合は開催を中止します。 

◎場所 

 御堂筋 久太郎町３交差点（中央大通り）から難波西口交差点までの約 1.9km 

◎実施内容 

○合同オープニングセレモニー 

   開催時間：13 時から 

  場所：鰻谷交差点北側(関西アーバン銀行前) 

○オープニングパレード 

  開催時間：13 時 25 分 

  場所：御堂筋鰻谷交差点から難波交差点 

  参加者（予定）：大阪府知事  松井 一郎（御堂筋 kappo 実行委員長） 

                      大阪市長     橋下  徹 （御堂筋にぎわい空間づくり実行委員長）ほか 

記者配布資料 

 

5 月 12 日「みんなで kappo！ 御堂筋フェスタ 2013」を開催します！ 

―「御堂筋フェスタ」と「御堂筋 kappo」を同時開催！― 

【お問い合わせ先】 

 御堂筋 kappo 実行委員会 

 事務局：大阪府府民文化部 都市魅力創造局 都市魅力・観光課 

                                          （西田・中野） 

                            電話 06－6210－9304 



○御堂筋フェスタ・御堂筋 kappo 

 詳細については添付のとおり 

◎主催 

御堂筋フェスタ：御堂筋にぎわい空間づくり実行委員会（構成団体：戎橋筋商店街振興組合、公益財団法人大阪観光  

コンベンション協会、大阪市、大阪商工会議所、大阪府、公益財団法人関西・大阪２１世紀協会、一般社団法人関西経

済同友会、公益社団法人関西経済連合会、国土交通省近畿地方整備局、心斎橋筋商店街、中央区精華連合振興町会、

中央区御津連合振興町会、中央区南商店会連合会） 

御堂筋 kappo：御堂筋 kappo 実行委員会（構成団体：大阪府、大阪市、国土交通省近畿地方整備局、公益社団法人関

西経済連合会、大阪商工会議所、一般社団法人関西経済同友会、公益財団法人関西・大阪２１世紀協会、公益財団法

人大阪観光コンベンション協会、御堂筋まちづくりネットワーク、ＮＰＯ法人長堀２１世紀計画の会、中之島・御堂筋ＳＢＪ

連絡協議会） 

◎お問合せ先 

御堂筋フェスタ：大阪市総合コールセンター（06-4301-7285 8 時から 22 時） 

御堂筋 kappo ：御堂筋 kappo 実行委員会事務局（06-6210-9304 平日 9 時から 18 時／5 月 12 日のみ   

06-6281-5061） 

◎昨年度の様子 

御堂筋フェスタ 

 
御堂筋 kappo 

   
                                         以 上 



2013.04.12 

御堂筋kappo2013／御堂筋フェスタ2013 同時開催の概要 

日時：2013年05月12日（日）13：00～17：00 ／ エリア：久太郎町3（中央大通）～難波西口 

メインステージ 

1.合同オープニングセレモニー＆ 

  パレード 

2. ウエディングドレスのファッションショー 

3.よさこいPRステージ 

4. ジャズ演奏ステージ 

5.インターナショナルステージ 

6.中高生によるストリートダン 

  スステージ 

7.OSK日本歌劇団ステージ 

8.2013春夏ヘアメイク 

  トレンドショー 

メインステージ 
ﾒｲﾝｽﾃｰｼﾞ 

ダンスゾーン 

1.青春ストリート2013 

  →大阪の高校からジャンルの異なる様々なパフォーマンスクラブが御堂筋に集結。 

2.御堂筋みなこいグランプリ 

→計10チームでグランプリを競うよさこい踊りステージ。 

3.ミナミのオープニングパレード(ダンスゾーンエリア内) 

メインゾーン 

3.母の日・記念撮影コーナー →来場者親子の記念撮影を行い、その写真 

フレームとカーネーションを進呈。 

5.大阪パフォーマーライセンス →「大阪パフォーマーライセンス」を持った 

大道芸人によるパフォーマンスを実施。 

1.御堂筋スイーツ完成！ → 御堂筋スイーツの販売 

2.御堂筋みどり化イメージの芝生！ 
→御堂筋一帯が緑で覆われる 

 大阪の将来を再現。 

4.ひよこちゃんバスが御堂筋フェスタにやってくる！ 

インターナショナルゾーン 

→ 国内外のトップクライマーたちが、namba HIPSの壁面を登り、高さを競う！ 

2. Climbing namBa HIPS CUP-OSAKA JPN 2013 

3.チャレンジクライミング →気軽に楽しめるクライミング体験。 

1.インターナショナルブース 

1. OSK日本歌劇団コーナー 

2.御堂筋ビューティーコレクション 

3.ファッションステージ  →新作ウエディングドレスのファッションショー等を展開 

→御堂筋沿道の実力派サロンが集まり 

 春夏のトレンドを紹介。 

ファッションゾーン 

アクティブゾーン 

1.自転車マナーの向こうにエコはある。 

 エシカル・サイクル・大阪 

→ トップアスリートによるパフォーマンス展開。 

→自転車マナー向上をテーマに 

 トークショーなどを開催。 

2. RED BULL STREET JAM 

→日本に１台しかないひよこちゃんバスがやってきます。 

→OSK日本歌劇団をご紹介するコーナー。 

→イタリアや友好協力40周年を迎えるASEAN諸国のインドネシア、フィリピン、 

 マレーシアと大阪市の姉妹都市メルボルンが国際色豊かなブースを展開。 

4. HOT PEPPERグルメブース →ミナミのグルメをご紹介。 

5.ミナミ春バル チケット販売 
→ミナミの路地裏人気店で大阪産(もん)や長～いもんを食べて飲んで 

 ハシゴするバルイベントが展開。 イベント会場ではチケット販売を実施。 

6.クロージングイベント みんなでおそうじ御堂筋！ 
→来場者の方々と一緒に御堂筋上の清掃活動を実施。 

7.大阪検定/大阪商工会議所 

8.迷惑たばこはアカンずきん/大阪市環境局 

→大阪検定をＰＲ。 

→オリジナルの缶バッジをつくろう！「アカンずきん」が待っています。 

   

カフェスペース  →約180席のカフェスペースを設置。 

 音楽ステージ  →3ヶ所に設置。公募枠(20枠)、地元枠(相愛1枠) 

ウォーキング 

   

   

   

   

   

   

1.大阪ミュージアム構想 ＜大阪府都市魅力・観光課＞ 

2.日赤PRコーナー 

3.子育てを応援!「まいど子でもカード」 

 ＜大阪府子育て支援課＞ 

4.大阪産(もん)五つの星大賞・チャレンジ支援事業 
 ＜大阪府農政室、（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所＞   

5.みどりの風を感じる大都市・大阪 
 ＜大阪府環境農林水産総務課＞  

6.親子で楽しむ税金クイズ大会 ＜大阪府税務局＞  

7.「こころの再生」府民運動キャラクターぬりえ 
 ＜「こころの再生」府民運動・企画運営委員会＞ 

  沿道ビル前PR展示 

ええもんうまいもんゾーン 

3.大阪産(もん)マルシェ＜出展数：20団体＞ 

1.ご当地ケータリングカー＜出展数：3台＞ 

2.大阪ミュージアム構想PRブース＜出展数：12団体＞ 

4.大阪産(もん)ケータリングカー＜出展数：4台＞ 

5.ご当地うまいもん展(難波神社にて実施)＜出展数：5団体＞ 

キャラを探せ 

実施エリア 

本町南ガーデンシティ、 

エプソンビル、南御堂での展開 

くつろぎゾーン／関連イベント 

音楽ステージ 

① 

音楽ステージ 

② 

音楽ステージ 

③ 
  南御堂シアター「御堂筋スマイル」 →御堂筋まちづくりネットワークなどの協力により、 

                                 まちかどで落語、漫才、大道芸などを楽しむ。 

1.ひろえば街が好きになる運動 ＜日本たばこ産業（株）＞ 

             →ゴミ拾いをしながら、会場内をウォーキング 

2.キャラをさがせ！  →市町村のキャラクターを会場内から 

                  見つけ出すスタンプラリー。 

 

御堂筋線新20系をスケールダウンしたミニチュア版地下鉄に乗車！ 

本物の運転手や乗務員の制服を着て撮影会も！ 

御堂筋上で地下鉄に乗ろう！ 

   

   

   

   

   

1.クラフト広場 ＜青少年育成大阪府民会議＞ 

2.お魚タッチングプール 
 ＜（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所水産研究部水産技術センター＞ 

3.盲導犬体験コーナー ＜（社福）日本ライトハウス、大阪府自立支援課＞ 

4.「百舌鳥・古市古墳群を世界文化遺産に」 

   ―楽しく世界遺産登録に向けてPR― 

 ＜百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議、大阪府立弥生文化博物館＞ 

5.大阪スポーツ王国!やってみなはれ!レッツ・スポーツ 

 ＜大阪府生涯スポーツ振興課、（公財）大阪府レクリエーション協会＞  

6.大阪パフォーマーライセンス  

 ＜大阪パフォーマーライセンス推進実行委員会＞ 

7.エコカー展示 ～エコカー塗り絵コーナー～ 
 ＜大阪エコカー協働普及サポートネット＞  

8.寝たきりにならないための体力測定と相談会 

  /一次救命処置体験 ＜森ノ宮医療大学＞ 

9.めざせ！きみも食べ物はかせ ＜相愛大学＞ 

 

  各種体験ゾーン 

いなみ 

ジャズゾーン 

  

1. ステージA(ビッグバンドジャズステージ) 

3. ステージB(女性ジャズボーカルステージ) 

5. ステージC(トラッドジャズステージ) 

7.とんぼりリバージャズボート 
 →日本のジャズ発祥地といわれるミナミの歴史を道頓堀川 

   を行き来する遊覧船に乗って楽しむクルーズ。 

8.とんぼりリバーウォークステージ(大学生ビッグバンドジャズステージ） 

 

 

 

 →とんぼりリバーウォークで大学生によるビッグバンドジャズライブを実施。 

9. ～大阪・メルボルン姉妹都市提携35周年記念～ 

  オーストラリア人アーティストによる演奏 
→オーストラリア人アーティスト ジョン・レビーによるジャズ演奏。 

2.夢屋台 

 

 

 

→浪速の老舗・名店によるメニューの提供 

10.ジャズ講談：ミナミジャズ物語 

 

 

 →講談師・旭堂南陽が日本のジャズの原風景を熱く語る。 

11.音と花の即興コラボ 

 

 

 →若きフラワーアレンジの貴公子・宮本裕広と天才ギタープレーヤー・ 

  畑ひろしが音と花の即興コラボレーションに挑戦 

4.ヤマハの楽器チャレンジブース 

6.女性ジャズボーカルステージ 

12.フェスタジャズバル 

  →フェスタ終了後17：00からホテルメトロThe21で実施。 

→関西を代表する精悦 

 ビックバンドが集結し演奏 

→大阪を代表するトップ女性ジャズボーカリストが参加するジャズステージ。 

→気軽に音楽に触れられる楽器   

  チャレンジブース。 

→昔のよきミナミを髣髴させるトラッドジャズの演奏 

→クロスホテル3Ｆ BARシーガルで実施 
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