ラウンドテーブルを通じて実施された各種取組み（①フェスティバル、②まちめぐり、③集大成イベント等）
①池永邸から矢倉緑地散策ツアー
★日時：2009年5/31(日)8：40～12：30
★コース：西淀川区役所→池永邸（登録有
形文化財）→歌島橋から大野川緑陰道路
→中島大水道跡碑→姫島神社→西淀川区
民会館→福の船だまり→矢倉緑地解散（池
永邸でお茶のおもてなし、グリコお菓子付）
★定員：30名
★ガイド・運営：西淀川区の地域の方、から
ほり倶楽部・コミュニティスタッフ
★参加費：500円
②第1回大阪ごちそうマラソン
★日時：2010年11/21（日）12：00～
★場所：八幡屋商店街
★内容：歩道を交通ルールを守って走行す
るハーフマラソンです。
★主催：大阪ごちそうマラソン実行委員会
③みなと秋まつり（ベリパの一環）
アートギャラリーフェス
★日時：2010年10/2（土）10:30～17:00
（天保山商店街・港商店街）
★場所：港商店街、港区天保山赤れんが倉
庫付近（ライブ）、天保山ハーバービレッジ
広場（海遊館前）、築港高野山・築港温泉等
④西区・此花の歴史を訪ねて淀川へ
～知るほどに愛せる西区・此花区～九条から西九条
、そして伝法へ 阪神なんば線にも乗って～
★日時：2009年5/31(日)13：00～16：00
★コース：地下鉄九条駅→室戸台風受難碑
→九条下町市場→「豚まん工房」→安治川
・河村瑞賢紀功碑→安治川トンネル→逆川
跡→鼠島跡→嬉ヶ崎橋→西九条（阪神なん
ば線乗車：各自負担）→伝法駅下車→大坂
道→淀川・伝法漁港→伝法川跡→東洋紡
績跡→澪漂住吉神社・カバヤ工場・鴻池役
邸→鴉ノ宮神社→千鳥橋駅解散
★定員：40名
★ガイド・運営：大阪案内
人、大阪・九条下町ツアー
★参加費：500円（交通費別途140円）
⑤未来へ繋がる大阪発見ウォーク
大阪新町、堀江今昔ものがたり
★日時:2010年１１／２１（日）１４：００～
★場所：西区界隈
★内容：歴史のある大坂新町から、坂本竜
馬、三菱の創始者 岩崎彌太郎ゆかりの土
佐稲荷神社を訪ね、今、大阪で最もおしゃ
れなスポット堀江を訪ね、未来の大阪発見
するウォークをする。
★定員:30名
★参加費：500円
⑥未来へ繋がる大阪発見ウォーク
うだつの街から水辺の未来都市まで
★日時:2011年３／１３（日）１４：００～
★場所：福島区界隈
★内容：うだつが見られる長屋や人情味あ
ふれる商店街という福島の昔ながらの街並
み、歴史を楽しみながら、ほたるまち等リバ
ーサイドを活用した大阪の未来を繋がるス
ポットへ抜けていくコース
★定員：30名
★参加費：500円
⑦なにわ自慢 食文化講座
第3回「大阪の味を支える台所」
大阪市中央卸売市場の見学
★日時：2011年2/26
★場所：大阪市中央卸売市場
★参加団体：食ブロックグループ

⑬大阪夏の陣～決戦前日 幸村、家康の
足跡をたずねて～
★日時：2011年１／２２（土）１３：００～
★場所：平野区界隈
★内容：大阪夏の陣で戦った真田幸村と徳
川家康の足跡を歩いていただき、平野の歴
史を再発見するウォーキングイベント
★定員：２０名（多数の場合は抽選）
★参加費：３００円

⑧知るほどに愛せる大阪 古地図で歩く
おおさか ～大正区などを歩き新田開発と
沖縄の文化を学ぶ～ コース
★日時：2010年3/22(祝)10：00～12：00
★場所：三軒家→大正橋（木津川）→
桜川跡→汐見橋（南海汐見橋線乗車) →津
守駅下車→紡績工場跡→西成高等学校→
落合上の渡し～（渡船）～千島→昭和山→
関西沖縄文庫（沖縄の土産買えます）
★内容：大正区は三軒家、泉尾、北村、平
尾、恩加島などの町名が残るように江戸初
期から新田開発によって開かれた町です。
また、区内人口の約４分の１（約２万人）の
方が、沖縄県出身者ともいわれ「リトル沖縄
」と呼ばれる町でもあります。その時代背景
を歩きながら学びます。なお、オプション（自
由参加）で素晴らしい沖縄民謡を鑑賞
★定員：30名
★ガイド･運営：大阪案内人 西俣稔、コミュ
ニティ協会
★参加費：500円

⑮ヤカーリング世界大会
★日時：2010年8/28（土）
★場所：三津屋商店街

⑰レトロモダンの建築物を訪ねて
～北船場 ぶらり 散歩～ コース
★日時：2010年3/22(祝)10：00～12：00
★場所：住友ビル→大阪倶楽部→芝川ビル→
⑯なにわ自慢 食文化講座
青山ビル→高麗橋野村ビル→大阪証券取引所
第1回「お雑煮大試食会」
★内容：青山ビル（国登録有形文化財）を見
県民が語る秋田・大阪・香川の味とは!?
学して、オーナーさんのお話しを伺います。
★日時：2010年11/21(日)11時30分～
★ガイド･運営：OSAKAゆめネット、ヤジ馬ヤジ
★場所：旭区民センター
北(北区ガイドボランティア)、コミュニティ協会
★参加団体：食ブロックグループ
★定員：20名 ★参加費：500円

⑭ヨシ刈りイベント
★日時：2011年2/13(日)
★場所：淀川河川敷
★内容：ワークショップ（刈り取ったヨシで、
笛・ワラ人形・紙づくりなど）、ミニヨシ舟でラ
ジコン大会をしよう」、「ヨシ原にたくさんいる
カニ釣り大会を」
★主催：大阪掃除に学ぶ会

⑱難波宮おおそうじ～ふれあいクリーン大作戦～
★日時：2010年11/28（日）11時～17時
★場所：難波宮跡公園
★内容：おおそうじ、ワークショップ、ステージ、
大阪城甲冑隊（コスチューム）、Ａ－ｙａｎ!!（ゴミ
アートで参加）
★主催:OSAKAゆめネット
⑲大阪城・空堀コース
"大坂の陣400年"
★日時：2008年3/20(祝)13：40～16：40
★場所：藤田邸跡公園・大阪市公館見学・
京橋口・山里郭・天守閣・越中井・大坂城惣
構跡・直木三十五記念館（天下盗り秀吉コ
ーヒー、なにわの伝統野菜クッキー付）
★ガ イ ド：からほり倶楽部
★定員：40名 ★参加費：1000円

⑮
⑯

⑨いろいろな地域の人から集まって生きて
いる大阪を発見していこう！
★場所：鶴橋～大正
★内容：生野区～大正区を巡り、大阪以外
の文化を体験してもらい、食ブロックチーム
に、韓国や沖縄から大阪に入ってきた食文
化を紹介してもらう。
生涯学習音楽指導員研究会ネットワーク・
大阪の有志の方々により、ミニコンサートな
ど開催。

⑭
①

⑥
⑦

⑩なにわ自慢 食文化講座
第2回「大阪の味・韓国の味」
生野区のコリアタウンを訪ねる
★日時：2011年1/23
★場所：生野区
★参加団体：食ブロックグループ
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24 桜ノ宮コース
"蕪村"と"泉布観"と "名物試食付"
★日時：2008年3/20(祝)10：30～12：00
★場所：源八橋・蕪村碑・泉布観・大阪
市公館見学
★ガ イ ド：ヤジ馬・ヤジ北（北区ボラン
ティアガイド）料等含む）
★定員：40名 ★参加費…500円

⑪市民協働事業「こども・大人会議」
★日時：2010年12/12（日）13時00分～
★場所：天王寺区民センター
★内容：こども・大人会議の企画者を募集し
（こども・大人）ラウンドテーブル参加団体も
参加しイベント会議を行う。
⑫市民協働事業「体験イベント」
★日時：2011年2/13(日)13時～16時
★場所：天王寺区民センター
★内容：こども・大人会議で出た案を基に協
力団体、施設など実施可能なコースを選定
しイベントを行う。イベントには会議に参加し
ていない一般の参加者も募集し多くの方と
の交流を行う。また、イベント終了後、企画
者、協力者との合同会議を行い、今後継続
して頂けるスタッフ作り、次回開催、他ブロッ
ク開催と考えて行く。
★運営方法：こども、大人の企画者を募集し
ラウンドテーブル参加者と協働
★参加団体：ｺﾐ協ﾌﾞﾛｯｸ分割事業ﾁｰﾑ
開催地区協力団体

25 大阪天満宮コース
"泉布観"と"名物試食付"
★日時：2008年3/20(祝)10：30～12：00
★場所：大阪天満宮・東照宮跡・与力門
・泉布観・大阪市公館見学
★ガ イ ド：ヤジ馬・ヤジ北（北区ボラン
ティアガイド）
★定員：40名 ★参加費…500円

⑬
Ａ

中之島WEST
2006年3月21日(火・祝)

Ｂ

なにわ自慢②
2009年5月31日(日)

22 淀川、大川沿いの史跡を訪ねて
“淀川あ・るっく”～百（ほんまや）・千（せ
んべい）・万（まんじゅう）のお楽しみ～
★日時：2009年5/31(日)10：00～12：30
★場所：住まいのミュージアム―毛馬の
閘門→蕪村の碑→大川の東側南下→
蕪村公園・淀川神社→→源八渡し跡→
大阪営林局→OAP→泉布観→旧造幣
寮鋳造所正面玄関→大阪造幣局→桜
ノ宮橋→造幣局→川崎橋→天満橋→
天満の子守唄碑→安藤広重が描いた『
三十石船に・・・くらわんか船』碑→八軒
屋船着場跡→大阪天満宮→川端康成
生誕の碑→天神橋→中之島公園→難
波橋→鉾流橋→東洋陶磁美術館→栴
檀木橋→中央公会堂→大阪通商会社・
為替会社跡→大阪府立中之島図書館
→川田順の歌碑―中之島公園
★ガイド・運営：ヤジ馬ヤジ北（北区ガイ
ドボランティア）、コスモス会
★定員：50名 ★参加費：500円
23 レトロモダンの建築物を訪ねて
～天神さんと洋館めぐり～ コース
★日時：2010年3/22(祝)10：00～12：00
★場所：大阪天満宮→天満天神繁昌亭
→三菱東京UFJ銀行→フジハラビル→
与力門→造幣局→泉布観
★内容：フジハラビルではオーナーさん
から泉布観では地域の方からお話しを
伺う。
★ガイド･運営：ヤジ馬ヤジ北（北区ガイ
ドボランティア） 浜田容子
★定員：30名 ★参加費：500円

⑳

⑲
⑱

⑳大阪夏の陣～太平洋戦争の跡地を
歩いて大阪の平和を発見していこう！
★場所：玉造～京橋
★内容：夏の陣の古戦場《玉造》にて、
大阪甲冑隊のパフォーマンス（ほら貝等
）の実施。京橋の空襲跡地で、食ブロック
チームによる戦中食（すいとん等）の試
食。生涯学習音楽指導員研究会ネットワ
ーク・大阪の有志の方々により、平和を
テーマとしたミニコンサートなど開催。

Ｃ

おもいっきりおおさか
2006年10月9日(月･祝）

Ｄ

御堂筋kappo
2008年10月12日(日)

Ｅ

なにわ自慢①
2008年3月20日(木･祝)

地図：GoogleMap

26 「大阪市公館」公開
★日時：2008年3/20(祝)13：40～16：40
①11：30～12：00 / ②14：00～14：30
★場所：藤田邸跡公園～大阪市公館見
学～庭園散策（茶室・東庭・中門・東屋）
★内容：普段入館できない「大阪市公館
」に入館し、本館内部（１階フロア）と庭
園を散策できます。藤田邸跡公園で集
合の後、公館に入館します。
★ガイド：熟塾
★参加費：無料

21 大橋房太郎をたどる歴史コース
～「淀川治水翁」大橋房太郎を訪ねて
★日時：2009年5/31(日)9：30～14：00
★場所：ＪＲ放出－正因寺（大橋房太郎
墓所）－放出大橋－寝屋川改修碑－寝
屋川大橋－城北川分岐点（水門）－極
楽橋－巡航船船着場－朝日橋－公園（
※昼食）－鴫野橋－片町駅跡－桜之宮
公園（藤田邸跡公園）－川崎橋－南天
満公園－中之島公園
★ガイド・運営：水都大阪を考える会・Ｎ
ＰＯ法人ボランティア労力ネットワーク
★定員：30名 ★参加費：500円
27 つながりのまち中之島橋めぐり
～淀川付替え100周年を祝う～文楽つ
め人形と歩く中之島橋めぐり～
★日時：2009年5/31(日)10：00～13：00
★コース：中之島公園→栴檀木橋→中
央公会堂→鉾流橋→水晶橋→府立図
書館→市役所→淀屋橋→中之島緑道（
バラ見物）→錦橋→肥後橋→渡辺橋→
ダイビル→田蓑橋→玉江橋→常安橋
→市立科学館→筑前橋→肥後橋→渡
辺橋→中之島ガーデンブリッジ→大江
橋→水晶橋→中之島公園
★ガイド：てんのうじ観光ボランティアガ
イド協議会、文楽応援団、フォトひがし
なり、ほか参加団体によるオリジナルガ
イド
★定員：40名 ★参加費：500円
28 「水都へ漕ぎ出せ！ドラゴンボート」
川・橋めぐりツアー
★日時：2008年3/20(祝)
①11：30～13：00 / ②13：45～15：15
★内容：ドラゴンボートを漕いで、川から
水都大阪を見学します。藤田邸跡公園
から出発し、大川、堂島川を下り、大江
橋で引き返すコースです。
★コース：藤田邸跡公園～（徒歩）～ボ
ート協会桟橋～（ドラゴンボート）～桜宮
橋(銀橋)会場前、川崎橋、天満橋、堂
島川に入り天神橋、難波橋、鉾流橋、
水晶橋、大江橋で折り返し
★定員：各回16名 ★参加費：500円
29 中之島コース
"川上音二郎とオッペケペー"
★日時：2008年3/20(祝)10：30～12：00
★場所：帝国座跡・適塾・八軒家・釣鐘
屋敷・京橋(京街道)・大阪市公館見学
★ガイド：大阪案内人 西俣 稔
★定員：40名 ★参加費…500円

凡 例
こども
まちあるき
ごみ・環境
食
体験（こどもに集約）
音楽・商店会
集大成イベント

（ブース、ステージ等）

