
【WORLD OF THE UNIVERSE ～知る、見る、学ぶ宇宙の世界～】

今年は、多くの天体観測が楽しめること、また、多くの宇宙関連映画が公開されていることから、今注目

度の高い「宇宙」をテーマにしたイベントを行います。2011～2012 年春に掛けてムーブメントを起こした小惑

星探査機「はやぶさ」の 1/2 模型や宇宙服等の展示を実施。また、「宇宙」にちなんだクイズ大会やワークシ

ョップなど、直接参加しながら学べるプログラムが盛りだくさんで構成され、子どもだけでなく大人の方にも

楽しんでいただきます。

＜実施内容＞

●展示展開

・小惑星探査機「はやぶさ」1/2 模型

・船外活動用宇宙服

・M-V ロケット 1/10 模型

・床敷き大型地球観測画像
※陸域観測技術衛星「だいち」から撮影した大阪市画像

●参加体験展開

・宇宙ウルトラクイズ

・工作教室「宇宙用ロボットアームペーパークラフト工作教室」

●映像上映

・はやぶさ関連、地球観測関連、子ども向け映像 など

●ステージ展開

・ステージトークショー

ゲスト「渡辺 勝巳」氏

財団法人日本宇宙フォーラム広報調査事業部主任調査員。

宇宙開発事業団（現 JAXA）に入社以来、「宇宙と宇宙開発」の素晴らしさを青少年

に伝えるため、一貫して広報・普及業務に携わり、教育の場で宇宙開発を普及して

いくことに力を注いだ。

＜実施日程＞ 8 月 10 日（金）～14 日（火） ※ステージトークショーは 12 日（日）

＜実施場所＞ 時空（とき）の広場＜大阪ステーションシティ 5F＞

【大興奮のリアルな恐竜が登場！アメージングダイナソー】

子どもにも大人にも大人気の「恐竜」をモチーフにしたイベントを行います。

全長 6m の肉食恐竜アロサウルスが自由に歩き回る驚異のパフォ

ーマンス「DINO-A-LIVE」や家族揃って参加できるイベントなどで

構成されており、大興奮の恐竜の世界を楽しんでいただけます。

＜実施内容＞

●リアルな自立歩行恐竜によるパフォーマンス展開

●参加体験展開

「シャカシャカ！化石発掘！！」を実施。発掘した化石は

来場者へプレゼントします。

※「シャカシャカ！化石発掘！！」の参加には当イベン

ト開催期間中のお買物レシートの提示が必要となり

ます。（※1）

＜実施日程＞ 8 月 18 日（土）～19 日（日）

＜実施場所＞ 時空（とき）の広場＜大阪ステーションシティ ５F＞

【KID‘S BIG ART CHALLENGE ～大きなぬり絵大会～】

大阪ステーションシティと「とことことん」（※）がこの春開催して話題となった、ぬり絵イベント「さくらフェス

タ みんなでぬり絵大会」がスケールアップし「KID’S BIG ART CHALLENGE」として帰ってきます！大

阪ステーションシティをイメージした大きなぬり絵が登場。みんなで、大きなぬり絵を完成させましょう。

また、さらに当日は、「とことことん」表紙モデルオーディションも同時開催します。「とことことん」に登場で

きるチャンス！事前応募以外にも、飛び入り参加（若干名）可能ですので、ご家族で参加してください。

左：M-V ロケット 1/10 模型

下：「だいち」床敷き



＜実施内容＞

●大きなぬり絵

思い思いの色で、自由に描いていただき、大きなぬり絵を完成させて下さい。

●ジグソーパズルプレゼント

撮影した写真をその場でジグソーパズルにしてプレゼン

トするコーナーを併設します。サウスゲートビル 16・15 階

うまいものプラザの人気キャラクター「うまたん」もぬり絵の

応援に駆けつけてくれますので、一緒に写真撮影し、ジ

グソーパズルにして下さい。

※「ジグソーパズル」の参加には当イベント開催期間中

のお買物レシートの提示が必要となります。（※1）

＜実施日程＞

●ぬり絵イベント、ジグソーパズル、「とことことん」オーディション：8 月 18 日（土）

●ぬり絵作品展示：8 月 19 日（日）～24 日（金）

＜実施場所＞ 風の広場＜ノースゲートビルディング 11F＞

＜協 賛＞ 株式会社サクラクレパス

※「とことことん」・・・JR 西日本がプロデュースする子育てファミリー情報誌

【家族でゴルフ！キッズマスターズゴルフ】

大阪ステーションシティにパターゴルフの特設コースが登場！早くもお父さん・お母さんと一緒にラウンド

体験！バラエティ豊かなコースを設定することで親子で競いながらお楽しみいただきます。

また、風の広場ではパターゴルフだけではなく、シュミレーションゴルフを使ったおとな向けイベントを実

施するなど、お子様たちだけでなく、お父さん・お母さんも 1 日大阪ステーションシティでゴルフ三昧！

＜実施内容＞

●パターゴルフ

●シュミレーションゴルフ

※「パターゴルフ」「シュミレーションゴルフ」の参

加には当イベント開催期間中のお買上レシート

の提示が必要となります。（※1）

＜実施日程＞ 8 月 25 日（土）～26 日（日）

＜実施場所＞ 南ゲート広場＜サウスゲートビルディング 1F＞

風の広場＜ノースゲートビルディング 11F＞

【芸王グランプリ 2012】

全国日本一を決める芸王（ゲイワン）グランプリ 2012 の大阪地区大会を開催します。

各日、大道芸部門とダンス部門のコンテストを開催し、各部門の大阪チャンピ

オンを決定！上位入賞者は後日開催される決勝大会へ進出します。白熱のバ

トルや華麗な技を楽しんでいただきます。

＜実施内容＞

●芸王グランプリ大道芸部門

大道芸界のトップを目指す若き才能が結集し、競い合う

大道芸人のチャンピオンシップを実施します。

●芸王グランプリダンス部門

今旬のカテゴリーであるストリートダンスをテーマに、本格

的にプロを目指すダンサー達を対象にしたコンテストを

実施します。

＜実施日程＞

●芸王グランプリ 大道芸部門 ： 8 月 25 日（土）

●芸王グランプリ ダンス部門 ： 8 月 26 日（日）

＜実施場所＞ 時空（とき）の広場＜大阪ステーションシティ ５F＞



【Love Beat！Love Music！大阪ステーションシティ Music Party】

大阪ステーションシティに 1 日限定の巨大ダンスフロアーが風の広場に出現します。

ディスコ全盛を彷彿させる 80 年代を中心としたミュージック、そし

て光のアートまで展開。お父さん・お母さん世代を含めた幅広い年

齢層に楽しんでいただけるプログラム構成となっています。

＜実施日程＞ 8 月 10 日（金）

＜実施場所＞ 風の広場＜ノースゲートビルディング 11F＞

【アメリカンクラシックカー展示】

お父さん世代にはたまらない往年のアメ車達が大阪ステーションシティに登場します。

一度は乗ってみたいと夢を見たアメリカンクラシックカーに乗って、

記念写真などでお楽しみいただきます。

＜実施日程＞ 8 月 22 日（水）～24 日（金）

＜実施場所＞ 南ゲート広場＜サウスゲートビルディング 1F＞

【ワンポイント ボディペインティング】

顔や体の一部（頬、腕など）にかわいらしいペインティングを行う「ワン

ポイントボディペインティング」を開催します。かわいらしいペインティング

を施してもらい、１日中大阪ステーションシティを満喫して下さい。

※1 日 50 組限定

※参加無料

＜実施日程＞ 8 月 11 日（土）～19 日（日）

＜実施場所＞ 風の広場＜ノースゲートビルディング 11F＞

＜協 賛＞ 株式会社ぐるなび（ぐるなびウエディング）

【エキコン】

大阪ステーションシティの開業以来、定期的に素敵なコンサートをお届けしているお馴染の数組のグル

ープが、夏のイベントにも登場します。気軽に立寄っていただき、音楽のある時間をお過ごしください。

＜実施内容＞

●トワイライトコンサート

各日異なったアーティストが出演し、ワールドミュージックを

中心に幅広い音楽を演奏します

●大阪府警察音楽隊

大阪府警音楽隊による、エキコン（駅でちょっと聞いて帰る

コンサート）。駅での啓発活動を親しみやすい音楽と一緒

にお届けします。

●日本センチュリー交響楽団

ちょっとだけ聴いて帰る“音楽のある生活”を日本センチュ

リー交響楽団よりお届します。

＜実施日程＞

●トワイライトコンサート ： 8 月 11 日（土）～14 日（火）

●大阪府警察音楽隊 ： 8 月 14 日（火）

●日本センチュリー交響楽団 ： 8 月 17 日（金）

＜実施場所＞

●トワイライトコンサート ：時空（とき）の広場内／バール・デルソ－レ＜大阪ステーションシティ ５F＞

風の広場＜ノースゲートビルディング 11F＞

●大阪府警察音楽隊 ： アトリウム広場＜ノースゲートビルディング 2F＞

●日本センチュリー交響楽団 ：風の広場＜ノースゲートビルディング 11F＞



≪同時併催イベント≫

【２０１２ロンドンオリンピック報道写真展】

平成 24 年 7 月 27 日～8 月 12 日にイギリス・ロンドンで開催される『第 30 回オリ

ンピック夏季競技大会』の報道写真展を開催します。日本人選手の活躍を中心に

臨場感あふれる報道写真をお楽しみください。

＜実施日程＞ 8 月 17 日（金）～8 月 26 日（日）

＜実施場所＞ 旧砂時計広場＜サウスゲートビルディング 1F＞

＜主 催＞ 共同通信社

＜共 催＞ JOC（日本オリンピック委員会）

※1：「Fun Fan Festa 2012」の開催期間中（8 月 10 日（金）～26 日（日））に、大阪ステーションシティ内

（一部店舗除く）でお買物された際のレシート提示によりご参加頂けます。

お買物金額によって、ご参加いただける回数が異なります。（税込、施設内合算可）

・1,000 円以下・・・1 回 ・1,001 円以上（上限なし）・・・2 回

5．イベントスケジュール一覧

※現在検討中イベントは、実施に向け最終調整をしております。内容が確定しましたら、別途発表させて頂きます。


