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京阪電気鉄道株式会社 
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京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）

と中之島高速鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：下條弘）

は、４月１日（火）から６月２２日（日）までの間、中之島の街を

知り、その魅力を芸術で表現するイベント「キテ・ミテ中之島２０

１４」を開催します。 

中之島は、堂島川と土佐堀川に囲まれた、水都大阪を代表するエ

リアのひとつであり、大阪市中央公会堂や大阪府立中之島図書館な

どのモダン建築、中之島公園の緑などとあいまって、古くから画家

の題材として取り上げられ、また、市民の人気写生スポットとして

愛されてきました。国立国際美術館や大阪市立東洋陶磁美術館、大

阪市立科学館といった文化・芸術施設も数多く存在します。 

「キテ・ミテ中之島２０１４」は、芸術をきっかけに中之島を訪れ、あらためて愛着と理解を深

めていただくとともに、中之島エリアが持つ「文化・芸術の地」というイメージの発信を目指すも

ので、今回で３回目の開催となります。昨年に続き中之島の街に触れていただくべく、各種ワーク

ショップなどのイベントや絵画・川柳の一般募集を実施します。集まった作品は出展アーティスト

の作品とともに京阪電車大江橋駅構内を中心に展示し、駅からその魅力を発信します。芸術作品の

制作から発表までの場をトータルでプロデュースすることで、幅広いお客さまに芸術に触れていた

だくきっかけを提供したいと考えています。 

また今回は、京阪グループの京阪園芸株式会社、大阪水上バス株式会社に加え、株式会社京阪ザ・

ストアや地元行政である大阪市北区役所にご協力いただき各種体験イベントを企画しています。 

駅からはじまるアートイベント「キテ・ミテ中之島２０１４」の詳細は別紙のとおりです。この

機会にぜひご参加ください。  

    

 

 

 

 

 

 

 

▲昨年のイベントの模様（バラ鑑賞ウォーク、大江橋駅での展示）    

駅からはじまるアートイベント「キテ・ミテ中之島２０１４」を開催します 

―大江橋駅等が「みんなの駅美術館」に変わります― 

 

▲「キテ・ミテ中之島」の 

ロゴマーク 



(別紙) 

 

１．駅からはじまるアートイベント「キテ・ミテ中之島２０１４」概要 

【１】開催期間   平成２６年４月１日（火）～６月２２日（日） 

【２】実施企画 

企画 実施日 

作品一般応募 絵画＆川柳募集 4月 1 日(火)～ 

5月 6 日(火・休) 

幼稚園・保育所との 

連携イベント 

ちびっこ芸術ワークショップ 4月下旬(予定) 

体験型イベント 

                  

“シマ”の花を学ぼう！  

○特別セミナー「中之島バラ園の魅力」 

○ミニバラの寄せ植え 

 ○バラを使ったフラワーアレンジメント 

 

5月 19 日(月) 

6月 7 日(土) 

6月 8 日(日) 

“シマ”へアートを繋ごう！ 

 ○アトリエ・トレイン 

5月 31 日(土) 

“シマ”の橋を知ろう！ 

 ○“橋”講座ｉｎ川の駅｢はちけんや｣ 

 ○“橋”講座ｂｙナイトクルーズ 

6月 19 日(木) 

“シマ”で歌を聴こう！ 6月 5 日(木)・6日(金) 

“シマ”で食を味わおう！ 4月 1 日(火)～6月 22日(日) 

“シマ”の駅を飾ろう！ 

 

 

 

5月 24 日(土)、25日(日)、 

6月 1 日(日)、7日(土)、 

8日(日)、14日(土)、15日(日)、

21日(土)、22日(日) 

作品展示 みんなの駅美術館 

 ○「みんなの駅美術館」鑑賞ウォーク 

5月 24 日(土)～6月 22日(日) 

5月 24 日(土) 

 

連携企画 実施日 

体験型イベント 北区ぶらぶら～中之島まちあるき～ 5月 30 日(金) 

アドベンチャークルーズ 6月 13 日(金)～30日(月) 

(毎週金・土・日・月開催) 

 

２．各企画の詳細 

【１】「絵画＆川柳募集」 

「絵画部門」「ちびっこお絵かき部門」「川柳部門」の３部門で作品を募集し、ご応募いただ  

いた作品は「みんなの駅美術館」で展示します。 

①テーマ 

３部門共通：「中之島」・「バラ」・「橋」 

②応募資格 

絵画部門：どなたでもご応募いただけます 



ちびっこお絵かき部門：４歳以上小学生以下 

川柳部門：どなたでもご応募いただけます 

③応募サイズ 

絵画部門：ハガキサイズ(100mm×148mm)、Ｆ４スケッチブックサイズ(334㎜×242mm)、 

Ｆ６スケッチブックサイズ(318mm×409mm)程度 

※絵の具などお好きな画材で着色してください。用紙の種類・厚さ・技法は自由です。 

ちびっこお絵かき部門：四ツ切り画用紙サイズ（380mm×540mm）程度 

※絵の具、クレヨンなどで着色してください。 

川柳部門：ハガキに作品を記載してください 

④応募方法 

作品の裏面又はハガキに、（１）郵便番号、（２）住所、（３）氏名(ふりがな・ペンネーム可)、

（４）電話番号、（５）年齢、（６）学生の方は学校名・学年 

をご記入の上、⑥記載の応募先まで郵送してください。 

※送料は応募者でご負担ください。 

※作品が傷む恐れがありますので、折りたたんでの応募はご遠慮ください。 

※学校・園・団体で応募される場合は、各作品に団体名の連絡先（郵便番号・住所・団

体名・担当者・電話番号）もご記入ください。 

⑤応募期間 

４月１日（火）～５月６日（火・休）当日消印有効 

⑥応 募 先 

〒５４０－６５９１ 大阪市中央区大手前１－７－３１ ＯＭＭビル 私書箱３５号 

京阪電気鉄道株式会社 経営統括室 事業推進担当『キテ・ミテ中之島２０１４』係 

⑦応募上の注意 

・作品を利用する権利は主催者に帰属し、ご応募いただいた作品は返却いたしません。 

・作品は、原則各部門お一人様１点とし、未発表で応募者ご自身で制作したものに限ります。 

・複数応募された場合、展示数を制限させていただきます。 

・作品に記載された個人情報は、主催者からの連絡以外の目的で使用いたしません。 

・ペンネームを希望される方は、必ず記載してください。 

・公序良俗に反するもの及び営業目的の作品は、主催者の判断により展示いたしません。 

 

【２】「ちびっこ芸術ワークショップ」 

京阪沿線にある幼稚園・保育所（大阪市立愛珠幼稚園、寝屋川市立南幼稚園、枚方市立渚保育

所、枚方市立樟葉南幼稚園）の子供たちに中之島のことを知ってもらい、そのイメージをもと

に出展アーティストといっしょに巨大な芸術作品を制作します。作品は「みんなの駅美術館」

で展示します。 

 

【３】“シマ”の花を学ぼう！（京阪園芸株式会社） 

（１）特別セミナー「中之島バラ園の魅力」 

    ２０１２年土木学会デザイン賞最優秀賞を受賞した中之島公園のバラ園を、指導にあたっ

た京阪園芸のローズソムリエ小山内健がその魅力について解説します。 

  ①日  時  ５月１９日（月）１３時（所要時間：約１時間）※小雨決行 

  ②受付時間  １２時３０分～ 



  ③集合場所  京阪電車なにわ橋駅改札口外付近 

  ④案 内 役  小山内健 

  ⑤参 加 費  ２，０００円（税込） 

 ⑥定  員  ３０名（当選者には当選の通知をもってお知らせいたします） 

⑦応募締切  ５月９日（金）当日消印有効 

 

（２）ミニバラの寄せ植え（京阪園芸株式会社） 

    高校時代から国内外の園芸賞を受賞し、京阪園芸ガーデナーズで、ＴＶや社内外セミナー

の講師を務めるスーパー園芸女子酒井千晶（たまちゃん先生）が植え方・育て方はもちろ

ん、おしゃれに仕上げるポイントを指導します。 

  ①日  時  ６月７日（土）１５時（所要時間：約１時間３０分） 

  ②受付時間  １４時３０分～ 

  ③会  場  フェスティバルタワー１３階「ラルゴ」（最寄駅：京阪電車渡辺橋駅） 

  ④講  師  酒井千晶 

  ⑤参 加 費  ３，０００円（税込・ワンドリンク付き） 

  ⑥定  員  ３０名（当選者には当選の通知をもってお知らせいたします） 

  ⑦応募締切  ５月２７日（火）当日消印有効 

 

（３）バラを使ったフラワーアレンジメント（京阪園芸株式会社） 

    ＴＶや花のイベントで活躍中のフローリスト京阪のチーフデザイナー福井涼子のスペシャ

ルセミナー。初心者には基礎から、経験者にはオリジナルをプラスした作品作りを指導しま

す。 

  ①日  時  ６月８日（日）１５時（所要時間：約１時間３０分） 

  ②受付時間  １４時３０分～ 

  ③会  場  フェスティバルタワー１３階「ラルゴ」（最寄駅：京阪電車渡辺橋駅） 

  ④講  師  福井涼子 

  ⑤参 加 費  ３，０００円（税込・ワンドリンク付き） 

  ⑥定  員  ３０名（当選者には当選の通知をもってお知らせいたします） 

  ⑦応募締切  ５月２７日（火）当日消印有効 

 

【４】“シマ”へアートを繋ごう！ 

アトリエ・トレインの運転 

   樟葉駅発の貸切電車内で「みんなの駅美術館」出展アーティスト指導のもと、電車の内装を 

利用して「バラ」・「橋」を制作します。仕上がった作品の一部は「みんなの駅美術館」で展示 

します。 

  ①日  時  ５月３１日（土）１３時２５分～１４時０５分（予定） 

  ②受付時間  １２時３０分～  ※当選ハガキをお持ちください 

③集合場所  京阪電車樟葉駅改札口外付近 

④運行区間  樟葉駅発～大江橋駅着 

  ⑤参 加 費  ５００円（税込・運賃含む）※未就学児無料 

  ⑥定  員  １００名（当選者には当選の通知をもってお知らせいたします） 

  ⑦応募締切  ５月２１日（水）当日消印有効 



  ※運行事情等により内容を変更または中止する場合があります。 

 

【５】“シマ”の橋を知ろう！（大阪水上バス株式会社） 

＜第１部＞“橋”講座ｉｎ川の駅「はちけんや」 

江戸時代には、大阪は「八百八橋」と称されたように、これまで多くの橋が架けられ、大阪の

象徴として市民から愛され続けてきました。大阪にかかる橋の歴史と魅力を映像とともにご紹

介します。   

①日  時  ６月１９日（木）１５時（所要時間：約２時間） 

  ②受付時間  １４時３０分～ 

  ③会  場  クロッシングガーデン（川の駅 「はちけんや」内／最寄駅：京阪電車天満橋駅） 

  ④講  師  大阪市建設局道路部橋梁課 職員 

  ⑤参 加 費  無料 

  ⑥定  員  ６０名（当選者には当選の通知をもってお知らせいたします）  

  ⑦応募締切  ６月９日（月）当日消印有効 

 

＜第２部＞“橋”講座ｂｙナイトクルーズ 

中之島には世界に誇れる橋がたくさんあります。それぞれの橋の由来や歴史について船上よ

りご案内いたします。夕暮れ時のライトアップされた美しい橋をお楽しみください。   

①日  時  ６月１９日（木）１９時（所要時間：約１時間３０分）※小雨決行 

  ②受付時間  １８時３０分～ 

  ③集合場所  京阪電車天満橋駅東改札口外付近 

  ④運行区間  八軒家浜船着場発着（中之島一周） 

  ⑤講  師  大阪市建設局道路部橋梁課 職員 

  ⑥参 加 費  １，０００円（税込・乗船料含む） 

  ⑦定  員  ２０名（当選者には当選の通知をもってお知らせいたします） 

  ⑧応募締切  ６月９日（月）当日消印有効 

         ※１部・２部、どちらか一方でもご参加いただけます。 

         ※運行事情等により内容を変更または中止する場合があります。 

 

【６】“シマ”で歌を聴こう！（株式会社京阪ザ・ストア） 

ＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＡ ＭＩＮＡＭＯ渡辺橋駅＆スペシャル試飲会 

駅ナカでラテン＆ジャズ演奏会開催！ＭＩＮＡＭＯ渡辺橋店舗にて大試飲会も同時開催しま

す。ラテン＆ジャズを聴きながら初夏の夜長をしっとりとお楽しみください。 

①日  時  ６月５日（木）ラテン・６日（金）ジャズ 

〈三部制〉１８時～・１９時３０分～・２１時～ 

  ②会  場  京阪電車渡辺橋駅 ４番出口前（Ｂ１階） 

  ③参 加 費  無料（当日は飲食の販売も行っています。） 

  ④試飲ﾒﾆｭｰ  ワイン、テキーラ、日本酒等 

  

【７】“シマ”で食を味わおう！（株式会社京阪ザ・ストア） 

   ＭＩＮＡＭＯ渡辺橋、パナンテ天満橋の各店舗にてキテ・ミテ中之島２０１４チラシを呈示し

ていただくと、特典を受けられます。 



①期  間  ４月１日（火）～６月２２日（日） 

  ②特典内容  各店舗のポスター・チラシをご覧ください。 

 

【８】“シマ”の駅を飾ろう！ 

紙皿や日常生活の身近なものを使って、「中之島」・「バラ」・「橋」をテーマに作品をつくるワ

ークショップです。駅にあなたの作品を飾ってみませんか！ 

①日  時  ５月２４日（土）、２５日（日）、 

       ６月１日（日）、７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日）、２１日（土）、 

２２日（日） ※５月３１日（日）は実施しません。 

各日１３時～１５時 

②所要時間  １０～１５分間（お一人様あたり） 

③開催場所  京阪電車大江橋駅 

④講  師  「みんなの駅美術館」への出展アーティストが日替わりで担当 

⑤参 加 費  無料 

⑥定  員  １０名程度（同時間帯にご利用いただける最大定員） 

※予約不要です。 

※多数の場合はお待ちいただくことがあります。 

 

【９】「みんなの駅美術館」 

各企画でご応募いただいたお客さまの作品と、本企画の趣旨にご賛同いただいた出展アーティ

ストの作品をコラボレーションして展示します。スケッチに描かれた中之島の魅力、子供が見

つめた中之島、あるいはアーティストから見た中之島が駅構内に自由に表現されます。また、

公共の場である駅に展示することで、幅広い方へ芸術に親しんでいただく機会を提供します。 

①展示期間  ５月２４日（土）～６月２２日（日） 

②展示場所  京阪電車大江橋駅構内（一部、渡辺橋駅、なにわ橋駅に展示） 

【参考】出展アーティスト（予定・順不同） 

水津俊和（スケッチ絵画）、ヨシムラリエ（絵画）、園川絢也（インスタレーション）、 

坂東志保（絵画）、今井杏奈（絵画・立体）、河井舞（インスタレーション）、 

酒井沙織（織・インスタレーション）、福井奈那枝（立体・絵画）、 

赤松加奈（インスタレーション）、塩治由梨（絵画）、 

Meg（インスタレーション・絵画）、伊藤歩惟（絵画）、イナダジュアン（フォトグラフィー）、 

平松実紗（絵画）、吉川輝（絵画）、増田望（染色）、ASADA TOMOYA（スケッチ絵画） 他 

 

【１０】「みんなの駅美術館」鑑賞ウォーク 

『みんなの駅美術館』コーディネーターの玉登ゆかりと大阪教育大学名誉教授「美術館にアー

トを贈る会」副理事長の田中恒子先生が展示作品を楽しくわかりやすくご案内します。 

①日  時  ５月２４日（土）１１時（約１時間） 

②受  付  １０時３０分 

③集合場所  大江橋駅改札前 

④参 加 費  入場券が必要です 

⑤定  員  先着２０名 

       ※予約不要です。 



３．体験型イベントの応募先 【３】～【５】については事前申し込みが必要です。 

【３】（１）「特別セミナー『中之島バラ園の魅力』」、（２）「ミニバラの寄せ植え」、（３）「バラ

を使ったフラワーアレンジメント」、【４】「アトリエ・トレイン」、【５】＜第 1部＞「“橋”講

座ｉｎ川の駅「はちけんや」」、＜第２部＞「“橋”講座ｂｙナイトクルーズ」への参加をご希望

の方は、往復ハガキもしくはメールに、（１）郵便番号、（２）住所、（３）氏名(ふりがな)、（４）

電話番号、（５）年齢、（６）参加希望イベント名、（７）参加人数、を必ずご記入の上、以下の

宛先にご応募ください。 

※グループでの参加の場合は１通にまとめてご応募ください。 

※往復ハガキの場合は、返信用ハガキにご自身の宛先をご記入ください。 

※メールの場合は、件名に参加希望イベント名を明記ください。 

【応募先】 

（往復ハガキの場合） 

〒５４０－６５９１ 大阪市中央区大手前１－７－３１ ＯＭＭビル 私書箱３５号 

京阪電気鉄道株式会社 経営統括室 事業推進担当『キテ・ミテ中之島２０１４』係 

（メールの場合） 

kitemite-nakanoshima@ml.keihan.co.jp 

 

４．連携企画 

【１】北区ぶらぶら～中之島まちあるき～（大阪市北区役所協力企画） 

大川沿いに並ぶ史跡を巡り、ちょうど見頃のバラ園を散策します。最後はアートイベントでリ

フレッシュしてみませんか？ 

①日  時  ５月３０日（金）１０時～１２時 

②案 内 役  ヤジ馬ヤジ北（北区ボランティアガイド） 

③参 加 費  無料 

④定  員  ４０名（多数の場合は抽選） 

⑤応募締切  ５月２１日（水）必着 

※応募方法・応募先については、大阪市北区役所 生涯学習担当へお問い合わせください。 

電話：０６－６３１３－９７４３、E-mail：ta0002@city.osaka.lg.jp 

 

【２】アドベンチャークルーズ（劇団子供鉅人×大阪水上バス株式会社） 

役者と観客が移動しながら、ともに物語をつむいでいく参加型演劇。水辺の施設を舞台に船 

でめぐるクルージングアドベンチャー。 

①日  程  ６月１３日（金）～３０日（月）（毎週金・土・日・月開催） 

②お問い合わせ  劇団子供鉅人：contact@kodomokyojin.com 

電話：０８０－３２９４－２４５０ 

 

５．構成 

  主催：京阪電気鉄道株式会社、中之島高速鉄道株式会社 

  共催：大阪水上バス株式会社、京阪園芸株式会社、株式会社京阪ザ・ストア 

  企画：ドットアートコスモ右脳の散歩道ギャラリーⒸ 

  協力：大阪市北区役所、大阪市立愛珠幼稚園、寝屋川市立南幼稚園、枚方市立渚保育所、 

枚方市立樟葉南幼稚園（順不同） 

mailto:kitemite-nakanoshima@ml.keihan.co.jp
mailto:ta0002@city.osaka.lg.jp
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６．お問い合わせ 

電 話：京阪電車お客さまセンター 

０６－６９４５－４５６０（平日９時～１９時、土休日９時～１７時） 

    ※年中無休（１２月３０日～１月３日を除く） 

メール：京阪電気鉄道株式会社 経営統括室 事業推進担当『キテ・ミテ中之島２０１４』係 

kitemite-nakanoshima@ml.keihan.co.jp 

 

７．その他 

本企画は、企画・制作・プロデュースに際して、「ドットアートコスモ」の協力を得ています。

同団体は、大阪市中央区にあるスペース「ドットアートコスモ右脳の散歩道ギャラリーⒸ」を管

理し、創作活動を応援しています。また、子供たちの情操教育をはかるためには、幼い頃から「表

現の大切さ」を知ることだという精神のもと、ボランティア活動として、大阪市中央区の幼稚園

などを中心に、アートワークショップを行っています。 

 

以 上 
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