
令和 3 年１０月 20 日

水都大阪コンソーシアム 

「水都大阪ウイーク リバー・ザ・ワンダーパレード」を開催します 

水都大阪コンソーシアム※では、大阪市内の都心部をロの字にめぐる「水の回廊」において、大

阪が水の都であることを体感してもらうことを目的に、水辺や水上ににぎわいを創出するイベント

「水都大阪ウイーク リバー・ザ・ワンダーパレード」を開催します。 

船の上での水上パフォーマンスや水辺を巡るスタンプラリーなどによって、大阪の水辺がワンダ

ーランドになります。 

会期前半の 10 月 29 日(金)から 31 日(日)の 3 日間は、中之島に熱気球が出現します。高層ビル

を背景に鮮やかな熱気球が浮かびあがる驚きの景観をお楽しみください。都心でありながら、川の上

には広い空が広がっていて、人々の心に潤いや癒しをもたらしていることを感じてもらいたいと考

えています。 

会期後半の 11 月 5 日(金)から 11 月 7 日(日)は、大阪の街を縦横に流れる川を舞台にリバーパ

レードを実施します。「キッズダンス」「ちんどん」「バルーンアート」「ジャズライブ」の４つのパフ

ォーマンス船が、川沿いの人々に向けてパフォーマンスをしながら大川、堂島川、土佐堀川、東横堀

川、道頓堀川を航行します。特に天満橋の「川の駅はちけんや」、中之島 4 丁目の「中之島バンクス」、

本町の「β本町橋」、難波の湊町船着場付近では、停船してパフォーマンスを繰り広げます。その他、

スタンプラリーや、ミニライブなども開催します。

水辺に賑わいを創出することで、クルーズの再活性化を図るとともに、水辺の癒し効果を実感し

ていただける機会にしたいと考えております。また、このイベントを将来的には「水の都大阪の新た

な風物詩」に育てていくことを目指します。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、空間的にも時間的にも密になる状況を作り出さない

新しい時代のイベント開催の試みです。 

詳細は別紙のとおりです。 

※ 水都大阪コンソーシアムは、「水と光の首都大阪」の実現のため、平成 29年に大阪商工会議所、
公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、大阪府、大阪市、公益財団法人大

阪観光局、大阪シティクルーズ推進協議会で構成する公民共通のプラットフォームとして設立

されました。



＜主なプログラム＞ 

１ 会期前半（10 月 29 日（金）～31 日（日）） 

（１）熱気球体験イベント

開催時間：８時～15時 

  開催場所：中之島公園芝生広場（大阪市北区中之島１） 

（熱気球への搭乗者募集については、既に終了しています。あらかじめご了承ください。） 

（２）JAZZ LIVEパフォーマンス船の航行

開催時間：10時～15時 

航行場所：八軒家浜から中之島公園東側周辺まで各日４往復 

（船に乗船することはできません。水辺や船着場周辺からご観覧ください。） 

（３）ミニ LIVE

開催時間：各日５公演（10時、11時、12時、13時 30分、14時 30分） 

開催場所：八軒家浜 灯ろう前特設ステージ 

 ２ 会期後半（11 月５日（金）～７日（日）） 

（１）水上パフォーマンス船のパレード

水都大阪の「水の回廊」で、「キッズダンス」、「ちんどん」、「ジャズライブ」、「バルーンア

ート」の４隻のパフォーマンス船が航行します。また、「湊町船着場」、「本町橋船着場（β（ベ

ータ）本町橋）」、「八軒家浜船着場（川の駅はちけんや）」、「大阪国際会議場前港（中之島バン

クス）」付近では、停船してパフォーマンスを行います。

11 月 5 日（金）17時～20時（ジャズライブ船のみ）

11 月 6日（土）10時～16時

11 月 6日（土）17時～20時（ジャズライブ船のみ）

11 月 7 日（日）10時～16時

※開催日時や航行ルート等の詳細については、関連ホームページ等で公開予定です。

（２） 水辺をめぐるスタンプラリー

水都大阪の「水の回廊」にある４つの船着場に設置したスタンプを集めるスタンプラリーで

す。スタンプラリーに参加し、４つすべてのスタンプを集められた方には、先着 200名様に、

水都大阪グッズをプレゼントします。  

開催日時：令和３年 11 月６日（土）～７日（日） 各日 10時～16時 

スタンプ設置場所：八軒家浜船着場（川の駅はちけんや、大阪市中央区北浜東１丁目）

大阪国際会議場前港（中之島バンクス、大阪市北区中之島５丁目） 

湊町船着場（大阪市浪速区湊町１丁目） 

本町橋船着場（β本町橋、大阪市中央区本町橋４番） 

３．イベントサイト(水都大阪ウイーク リバー・ザ・ワンダーパレード） 

http://www.suitoosaka2021.com/ 

※順次更新していきます。



＜留意事項＞ 

１ 新型コロナウイルス感染症の状況等により、プログラムを中止または一部変更する場合があり

ます。 

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下のとおりご協力をお願いします。 

・参加される際は、マスクの着用及び手指消毒等、感染予防対策をお願いします。

・発熱等の症状のある場合は、参加を控えていただきますようお願いします。

３ 障がい等により、配慮を希望される方は、代表電話 06-6210-9315 までご相談ください。

以  上 



天満橋の八軒家浜から見た熱気球のイメージ

水都大阪 熱気球体験

大阪の都心、中之島公園の芝生広場から係留式の熱気球を上げて、大阪の街に驚きの景観

を出現させます。水都大阪を代表する大川から剣先を臨む景観に気球を浮かべることで、水
都大阪の景観の美しさを世間に広くアピールします。乗客には中之島公園が川に挟まれた水
辺であり、大阪が水都であることを体感してもらおうというものです。
ちょうど中之島公園は、秋バラが見頃を迎えており、公園内のローズポートからもバラク

ルーズが運航され、秋の行楽で賑わいます。熱気球の搭乗募集は終了していますが、中之島

公園だけでなく、天満橋周辺など離れた場所からでも、その景観を楽しむことができます。

期 間：2021年10月29日(金)～31日(日)の3日間

時 間：8時00分～15時00分 ※雨天、風速５ｍ以上、強い上昇気流時は中止
場 所：中之島公園 芝生広場(大阪市北区中之島1丁目)
参加方法：事前申込制(インターネットまたは往復はがき)
募集期間：10月4日(月)～17日(日) ※募集は終了しています。
参 加 費：無料

気球のサイズ：直径20ｍ、高さ25m、最大高度：50m(目線は25m)
搭乗時間：5～6分(上空滞留3～4分)
乗船定員：約5～6人 ※体格などによる
参加者数： 1日300名程度

ご参考



水都大阪ウイーク

RIVER THE WONDERPARADE
-リバー・ザ・ワンダーパレード-

大阪の水辺がワンダーランドになる週末！

実施概要
1

コンテンツ名称 実施時間 実施場所

①熱気球体験 8:00〜15:00 中之島公園芝⽣広場

②パフォーマンス船(Music) 10:00〜15:00 ⼋軒家浜〜中之島公園周辺

③ミニLIVE 10:00/11:00/12:00/13:30
14:30(各回30分)

⼋軒家浜

●実施内容

〈会期前半〉熱気球体験 2021年10月29日(金)～10月31日(日)

〈会期後半〉パフォーマンス船 2021年11月5日(金)～11月7日(日)

コンテンツ名称 実施時間 実施場所

①パフォーマンス船(4エリア) 11/6,7  10:00〜16:00 ⽔の回廊全域
(⼋軒家浜/β本町橋/湊町/中之島バンクス)

②パフォーマンス船(夜の部) 11/5,6  17:00〜20:00 ⼋軒家浜〜中之島公園周辺

③スタンプラリー 10/29・30・31・11/6・7
10:00〜16:00

各船着場
(⼋軒家浜/β本町橋/湊町/中之島バンクス)

熱気球を体験する中之島公園、熱気球を眺めながら水辺のひとときを過ごす八軒家浜周辺、そして
水上を巡行するパフォーマンス船でエリア内の水辺・水上が一体となる3日間

水の回廊を4つのエリアにわけ、それぞれの水上にパフォーマンス船が巡行。
異なるコンテンツの水上パフォーマンスをテーマパーク内を歩く気分で回遊いただく広域型イベントを
実施。スタンプラリーも同時開催。



10/29～10/31-

●パフォーマンス船

●ミニLIVE

２

JIIN
ジーン

北野 淳（ヴォーカル＆
キーボード）と⽯橋⽂博
（ギター&ボーカル）によ
る、オールジャンルパフォー
マンスデュオ。

⽇時︓2021年10⽉29⽇〜31⽇
場所︓⼋軒家浜 灯ろう前

① 10:00〜10:30

② 11:00〜11:30

③ 12:00〜12:30

④ 13:30〜14:00

⓹ 14:30〜15:00

〈LIVEスケジュール〉

Mini 
Live

エリア

船着場

⽇時︓2021年10⽉29⽇〜31⽇ 10:00〜15:00
場所︓⼋軒家浜〜中之島公園周辺

時間

10:00〜10:40

11:00〜11:40

13:00〜13:40

14:00〜14:40

〈運航スケジュール〉

Music JAM船
JAZZ LIVE パフォーマンス×1隻

⼋軒家浜〜中之島公園東側周辺〜⼋軒家浜



パフォーマンス船概要
３

●実施内容

⽇時︓2021年10⽉29⽇(⾦)〜31⽇(⽇) 10:00〜15:00 ※中之島公園周辺
2021年11⽉5⽇(⾦) 17:00〜20:00
2021年11⽉6⽇(⼟) 10:00〜20:00
2021年11⽉7⽇(⽇) 10:00〜16:00

場所︓⽔の回廊全域/船着場前4か所(⼋軒家浜・中之島バンクス・β本町橋・湊町)

内容︓⽔の回廊を4か所の船着場を拠点にパフォーマンス船が巡⾏。
⽔上から⽔辺の観客へ各コンテンツをお届けする。

●使⽤船

●コンテンツスケジュール

⽇程 時間 内容 備考

10/29(⾦)
〜10/31(⽇) 9:00〜15:00 Music JAM パフォーマンス船 ⼋軒家浜〜中之島周辺

11/5(⾦)
11/6(⼟)

17:00〜20:00 Music JAM パフォーマンス船 ⼋軒家浜〜中之島周辺

11/６(⼟)
〜11/7(⽇) 10:00〜16:00

①Music JAM パフォーマンス船
②DANCE パフォーマンス船
③MIX ART パフォーマンス船
④ちんどん パフォーマンス船

⽔の回廊全域

【アクアmini】 JAZZ

10/29〜10/31

11/6〜11/7

【インディ】 JAZZ

【どうじま】 ダンス 【すばる】 バルーン 【⾚ルンバ】 JAZZ 【グッドメモリーズ】
ちんどん

11/5〜11/6



会場レイアウト-水の回廊全体-
４

中之島バンクス

湊町船着場

MIX 

ART

DANCE

⼋軒家浜船着場

本町橋船着場

Music 

JAM

ちんどん



パフォーマンス船各エリアコンテンツ概要

１ MIX ART

MIX ART船

バルーンパフォーマンス

⾳楽に合わせLIVEパフォーマンスでバールーンアートを創作する船上パフォーマンス。
船上で次々と作られるバルーンアートが次第に船を飾り、回遊するたびに違った顔を
魅せるパフォーマンス船。

ステージマジシャン ゆかり
PROFILE

岡⼭県を中⼼に活動する⼥性マジシャン。
魅せるバルーンパフォーマンスや⼤がかりなステージマジック・イリュー
ジョンまで華やかなエンターテイメントを届ける⽇本全国で活躍中の
パフォーマー。

５

２ Music JAM

Music JAM船

JAZZ LIVE パフォーマンス

とんぼりリバージャズボートでおなじみのメンバーが本開催⽤にスペシャルバンドを編成。
いつもの道頓堀川だけでなく、⽔の回廊全域を回遊し⼤阪の街全体に⾳楽をお届けする
Music JAM船。



パフォーマンス船各エリアコンテンツ概要
６

3 DANCE

DANCE船

KIDS DANCE パフォーマンス

三⽊楽器Presents 関⻄のキッズダンスチームが集結。
あまりお⽬にかかれない船上でのDANCEステージで⽔辺の観客に⼦供たちの
元気を与えるDANCEパフォーマンス船。

4 ちんどん

ちんどん船

ちんどん パフォーマンス

懐かしい⾳楽と掛け声で⽔上をかけめぐるちんどん屋のパフォーマンス。

ちんどん通信社
1984年 現在、業界の牽引⼒としても名⾼い、林幸
治郎（はやしこうじろう）をリーダーとして開業。サービス
業と芸能の融合を視野に⼊れ、この世界に新⾵を巻き
起こしたのが「ちんどん通信社」です。
持ち前の機動⼒と柔軟な対応⼒を備え、枠を越えた、
その活動は多種多様、⼋⾯六臂。依頼者からのニーズ
への、フレキシブルで確実な対応能⼒は業界随⼀︕従
来のフィールドである商店・商店街・スーパーなどの宣伝
から、⾃治体の祭り・商⼯祭・企業のキャンペーンや展
⽰会、官庁の広報活動や博覧会のパレード、こどもカー
ニバルや敬⽼会の出演、パーティの余興、学校の観賞
会、ライブハウスの出演など、幅広い活動を展開。
富⼭・全⽇本ちんどんコンクール最多優勝、多数の海
外公演実績を持つ史上最強のちんどん屋集団です。



〈スタンプラリー〉
７

各拠点の船着場でスタンプラリーを実施。
先着２００名様に⽔都グッズをプレゼント。

●概要

スタンプラリー所
開催⽇時 2021年10⽉29⽇(⾦)〜31⽇(⽇) 10:00〜15:00 ※⼋軒家浜のみ

2021年11⽉6⽇(⼟)、７⽇(⽇) 10:00〜16:00 ※４船着場

開催場所 ⼋軒家浜・本町橋・湊町・中之島バンクス 各スタンプラリー所にて

景品引換所
開催⽇時 2021年11⽉６⽇(⼟)、７⽇(⽇) 10:00〜16:00
開催場所 ⼋軒家浜・湊町 各スタンプラリー所にて ※先着200⼈

パンフレット裏⾯のスタンプラリー台紙に各船着場スタンプラリー所に設置のスタンプを集め、
4つ全て集めた⽅に景品引換所にて景品をプレゼント。※なくなり次第終了。

・台紙には(スタンプ×４/景品交換済み×1)のポイントを作成
・コロナ感染予防のため原則各スタンプラリー所のスタッフがスタンプを押す(参加者⾃⾝では押さない)



リバー・ザ・ワンダーパレード事務局

リバー・ザ・
ワンダーパレード
リバー・ザ・

ワンダーパレード
大阪の水辺がワンダーランドになる週末！

大阪の川を4つのジャンルの
パフォーマンス船がパレード！
次々とおとずれるライブショーで
大阪の水辺がワンダーランドに！

水 大阪都 ウイーク

MIX A
RT 船

JAZZ
船

DANCE
船

ちんどん船
イベント詳細は

水都大阪　リバー・ザ・ワンダーパレード で検索

※イベントは予告なく中止・変更になる場合がございます。

TEL： 06-6359-1678 ( 平日 10:00 ～ 17:00)

中之島に
熱気球が出現！
中之島公園の空に熱気球が
浮かぶ！公園から、船から

いつもと違う中之島を発見しよう。

なんば駅

肥後橋駅

本町駅

Osaka Metro 御堂筋線Osaka Metro 四つ橋線

Osaka Metro 中央線

京阪 中之島線

Osaka Metro 堺筋線

堺筋本町駅

エリアMAP

淀屋橋駅
京阪本線

北浜駅

中之島駅

なにわ橋駅

谷町四丁目駅

Osaka Metro 谷町線

10/29-31
各日　8:00-15:00

天満橋駅

11/5
17:00-20:00金

11/6
10:00-20:00土

11/7
10:00-16:00日

川川の駅 はちけんや

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のための対策を行って

　おります。ご理解とご協力をお願いいたします。
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	リバー・ザ・ワンダーパレード_1014_009



