平成29年度各区 区民まつり（開催予定一覧）
区名

名称

【晴天時】
日時

区民まつり「体育と防災のつど
10月1日（日曜日）9時～15時40分
い」
10月15日（日曜日）9時30分～14時
区民まつり「健康のつどい」
11月5日（日曜日）9時30分～16時
区民まつり「文化のつどい」

【雨天時】
場所

日時

場所

10月1日（日曜日）松島少年広場
10月15日（日曜日）西区民センター
11月5日（日曜日）西区民センター他

「体育と防災のつどい」は雨天中止、小
雨決行、「健康のつどい」「文化のつど
い」は雨天決行

10月1日（日曜日）松島少年広場
10月15日（日曜日）西区民センター
11月5日（日曜日）西区民センター他

第43回福島区民まつり
福島 ※悪天候が予想されるため、 10月21日（土曜日）10時～16時
中止となりました。

下福島公園

10月22日（日曜日）10時～16時（予定）

下福島公園

第44回生野まつり
生野 ※衆議院議員総選挙投票日と 10月22日（日曜日）9時30分～16時
重なるため中止となりました。

巽公園

10月22日（日曜日）10時40分～14時

生野区民センター

第43回このはな区民まつり
此花 ※衆議院議員総選挙投票日と 10月22日（日曜日）12時～16時
重なるため中止となりました。

西九条コミュニティ広場

10月22日（日曜日）13時～15時

此花区民ホール

住吉 第43回すみよしまつり

10月28日（土曜日）10時～15時

沢之町運動場、沢之町公園、住吉区民 雨天決行（荒天時の中止については実
センター全館、住吉区役所敷地内
行委員会で判断）

沢之町運動場、沢之町公園、住吉
区民センター全館、住吉区役所敷
地内

平野 第42回平野区民まつり

10月28日（土曜日)10時30分～15時

出戸池グラウンド、コミュニティプラザ平 10月29日（日曜日）
野
10時30分～15時

出戸池グラウンド、
コミュニティプラザ平野

西成 第43回西成区民まつり

10月29日（日曜日）12時～16時

西成区民センター、西成区役所周辺
ノア・インドアステージ天下茶屋ふれあ 小雨決行
い広場

西

第４３回住之江まつり
※終了いたしました。たくさん 7月8日（土曜日）18時～21時30分
住之江
のご来場ありがとうございまし 7月9日（日曜日）10時～15時
た。

8月5日（土曜日）
第42回東成区民まつり
区民センターの部：13時～15時
※終了いたしました。たくさん
東成
前夜祭(夜の部)：18時～21時
のご来場ありがとうございまし
8月6日（日曜日）
た。
昼の部：15時～18時

旭

第43回旭区民まつり
8月26日（土曜日）12時～20時30分
※終了いたしました。たくさん
(12時～14時15分旭区民センター、16時～
のご来場ありがとうございまし
20時30分旭公園グラウンド）
た。

各区役所問い合わせ先

西区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-6532-9734

福島区役所市民協働課（市民協働）
電話：06-6464-9734

生野区役所地域まちづくり課
電話：06-6715-9734

此花区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-6466-9734
住吉区役所地域課
電話：06-6694-9840
平野区役所まちづくり協働課
電話：06-4302-9734
西成区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-6659-9734

住之江区役所北側広場、住之江区民
ホール 、せせらぎの小径

7月8日（土曜日）18時～18時30分
たそがれコンサートは区民ホールで開
住之江区役所北側広場、住之江区
催、その他は9日（日曜日）に順延予定
民ホール 、せせらぎの小径
7月9日（日曜日）10時～15時
一部の催しを中止

区民センターの部：東成区民センター
大ホール
前夜祭（夜の部）：東小橋公園
昼の部：東中本公園

8月5日（土曜日）
区民センターの部：13時～15時（雨天
決行)
前夜祭(夜の部)：18時～21時(小雨決
行)
8月6日（日曜日）
昼の部：15時～18時(小雨決行)

区民センターの部：東成区民セン
ター大ホール
前夜祭（夜の部）：東小橋公園
昼の部：東中本公園

旭区民センター（12時～14時15分）
12時～プレコンサート
旭公園グラウンド（16時～20時30分）
16時～開会式

8月26日（土曜日）

旭区民センター
（内容を変更して実施）

住之江区役所協働まちづくり課
電話：06-6682-9734

東成区役所市民協働課
電話：06-6977-9734

旭区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-6957-9734

第44回城東まつり
※終了いたしました。たくさん
城東
8月26日（土曜日）13時～21時
のご来場ありがとうございまし
た。

蒲生公園・児童公園・城東区複合庁舎
8月27日（日曜日）13時～21時
等

第43回鶴見区民まつり
※終了いたしました。たくさん
鶴見
9月10日（日曜日）10時～15時
のご来場ありがとうございまし
た。

花博記念公園 ハナミズキホール一帯

第43回ナニワ区民まつり
※終了いたしました。たくさん
浪速
9月10日（日曜日）11時～16時
のご来場ありがとうございまし
た。

浪速公園

9月10日（日曜日）13時～16時

大阪市立難波中学校

浪速区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-6647-9734

五条公園グラウンド

9月10日（日曜日）14時～19時

天王寺区民センター

天王寺区役所市民協働課（シティ・プロモーショングループ）
電話：06-6774-9734

第43回天王寺区民まつり
※終了いたしました。たくさん
天王寺
9月10日（日曜日）14時～19時
のご来場ありがとうございまし
た。

蒲生公園・児童公園・城東区複合庁
舎等

雨天決行、ただし荒天の場合は規模を縮小して実施

城東区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-6930-9734

鶴見区役所地域活動支援課（地域活動支援グループ）
電話：06-6915-9166

平成29年度各区 区民まつり（開催予定一覧）
区名

名称

【晴天時】
日時

第44回西淀川区民まつり
※終了いたしました。たくさん 9月16日（土曜日）小雨決行
西淀川
のご来場ありがとうございまし 11時～16時
た。
第42回淀川区民まつり
※終了いたしました。たくさん
淀川
9月16日（土曜日）12時～17時
のご来場ありがとうございまし
た。
第43回東淀川区民まつり
東淀川 ※台風の影響で中止しまし
た。

第43回港区民まつり
※終了いたしました。たくさん
10月8日（日曜日）10時～15時
のご来場ありがとうございまし
た。

第44回あべのカーニバル
※終了いたしました。たくさん
阿倍野
10月9日（月曜日・祝日）13時～17時
のご来場ありがとうございまし
た。
第43回大正区民まつり
※終了いたしました。たくさん
大正
10月15日（日曜日）9時～16時
のご来場ありがとうございまし
た。
東住吉区民フェスティバル
東住吉 ※雨天のため、中止となりまし 10月15日（日曜日）9時～16時
た
北

場所

日時

場所

西淀公園

9月17日（日曜日）予備日(雨天の場合）
11時～16時

西淀公園

淀川区民センター及び野中南公園

9月16日（土曜日）12時～17時

淀川区民センター及び野中南公園
（降雨状況によっては区民センター
のみ）

9月17日(日曜日) 13時～16時（催し物コー 東淀川区役所前こぶし通り及びその周
中止
ナーは12時～）
辺

9月22日（金曜日）
第43回都島区民まつり
前夜音楽祭：
※終了いたしました。たくさん
都島
18時～20時（少雨決行・荒天中止）
のご来場ありがとうございまし
9月23日（土曜日(祝)）
た。
区民まつり：11時～17時(雨天順延）

港

【雨天時】

北区民カーニバル
※雨天のため、中止となりまし 10月15日（日曜日）9時30分～16時
た

第29回中央区民まつり
※終了いたしました。たくさん
中央
10月15日（日曜日）11時～16時
のご来場ありがとうございまし
た。

毛馬桜之宮公園（銀橋周辺）

八幡屋公園内

各区役所問い合わせ先

西淀川区役所地域支援課
電話：06-6478-9734

淀川区役所市民協働課
電話：06-6308-9734

東淀川区役所保健福祉課（地域協働まちづくりグループ）
電話：06-4809-9603

9月24日（日曜日）
区民まつり：11時～17時

毛馬桜之宮公園（銀橋周辺）

少雨決行（荒天中止）

市立工芸高校グラウンド及び阿倍野区
10月9日（月曜日・祝日）13時～17時
役所

阿倍野区役所

都島区役所まちづくり推進課
電話：06‐6882‐9734

港区役所協働まちづくり推進課（市民活動推進グループ）
電話：06-6576-9734

阿倍野区役所総合企画課（地域グループ）
電話：06-6622-9787

荒天中止 ※小雨決行
※雨天の場合、規模を縮小して実施

大正区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-4394-9743

長居公園自由広場

雨天中止 ※小雨決行

東住吉区役所区民企画課
電話：06-4399-9743

扇町公園、北区民センター、センター周
辺広場

雨天中止 ※小雨決行

北区役所地域課（地域担当）
電話：06-6313-9734

10月15日（日曜日）12時～15時30分（各
中央区役所・中央区民センター(予定)
コーナーは12時～15時）

中央区役所市民協働課（市民協働グループ）
電話：06-6267-9734

千島公園一帯

なにわの宮跡

