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かいじゅうたちの島＆
シールラリー抽選会

ATC・ITM2F特設会場

ATC・ITM9F

ATC・ITM11F
ATC・ITM10Fデザインギャラリー

ATC・ITM2Fハーバーアトリウム

模型師たちの祭典

こどもがのびのびと遊び、学んで、そこで出会うたくさんの友だちや大人たちと繋がりをもつ。新しい体験が、
こどもの可能性を伸ばしていく。広い空と海があって、教育も、文化も集う咲洲なら、こどもの好奇心や想像
力は、もっと自由に、もっと豊かになります。子・親・祖父母、3世代の笑顔がひとつの場所に集えば、新しいコ
ミュニケーションの輪や価値が生まれるはずです。ATCや大阪府咲洲庁舎を中心に、咲洲で、みんなが安
心・安全に楽しく過ごせる未来をめざしましょう。「咲洲こどもフェスタ」は、楽しいイベントが盛りだくさん。
デザイン、アート、スポーツ、教育、知育など、すべての体験がこどもたちの創造力を育み、こどもたちの未来
へとつながっていきます。     

11月2日（土）～4日（月）
11：00～18：00（抽選会）
オリジナルかいじゅうが50体以上登場、ポス
ター展になって皆さまをお出迎えします。当日
は施設やお店をまわって、かいじゅうシールを
集め、抽選会に参加しよう！

11月2日（土） 岩手県、大阪府
11月2日（土）～4日（月）宇和島
潮風のステージ前広場

スペース
ミュージアム SRC10 ご当地物産展

11月3日（日）・4日（月）
10：00～18：00 ※最終日は17：00まで
宇宙開発をイメージした自律型ロボットのコンテ
ストや、宇宙服を着ての写真撮影や宇宙飛行士
の訓練が体験できます。JAXA協力のイベントで
君も宇宙を感じよう。詳細 http://e-kagaku.com
お問合せ：メール iseki@e-kagaku.com

モデラーズEXPO
2013

11月2日（土）～4日（月）
　　 11：00～18：00 ※最終日は17：00まで
モデラーが創る夢のイベント！プラモデルを
アートにした作家たちによる作品を展示。

ATCの育組
かえっこバザール

11月2日（土）11：00～16：00
おうちから、遊ばなくなった“おもちゃ”を持って
きてとりかえっこ！！

ＩＨＰＣ子供ものづくり
ワークショップ

エコプラザ
お祭りひろば

11月2日（土）～4日（月）
クリスマスツリー、どうぶつバッジ、
iPhoneスタンド等
11：00～13：00　　14：30～16：30　 
参加費：500円～1,000円  定員あり

　カホン＆ウッドシェーカーづくり
　国産の間伐材で楽器をつくって演奏しよう！
　11月3日（日）13：00～16：00
　カホン：5,000円（定員20名）
　ウッドシェーカー：500円（定員20名）

大阪府咲洲庁舎
展望台 子ども
入場無料デー

11月2日（土）～4日（月）11：00～22：00
中学生以下が対象です。

森ノ宮医療大学
●おやつ作り体験
11月3日（日）14：00～15：00
●サッカー教室
11月4日（月） 詳しくはwebで

フェスパこども広場
11月2日（土）～4日（月）11：00～16：00
場所：大阪府咲洲庁舎　入場無料
・フェイス ペインティング
・伝統の遊びコーナー：折り紙、工作、お手玉、
  おはじき、トランプ、百人一首、あやとり、等々
・木工教室　木工ゲーム
※一部参加費が必要です。

ミズノ
スポートロジー
ギャラリー

11月2日（土）～4日（月）11:00～18:00
野球のバットやグラブなど、ミズノ契約選手が
使う用具に直接触ることができます。また、アプ
リを使って選手と記念撮影できるコーナーはお
子さんに大人気！ほかにも、歴史的なスポーツ
品など見応えたっぷりです。
詳細は：www.mizuno.co.jp/gallery/

同時開催

11月2日（土）～4日（月）10：30～17：30
●食品サンプル展 共催：株式会社いわさき
食品サンプルと写真を撮れるコーナーや盛り
付け体験。毎回好評の食品サンプル体験塾
（有料・要予約）も開催。

●わくわくワークショップ＆縁日

●ちょうじん！アマノンガー
ショー
11月3日（日）
詳しくは：ホームページで
ご確認ください。
 http://www.ecoplaza.gr.jp/
お問合せ：06-6615-5888

～笑顔がつながる、未来をつくる～

「キッズデザイン賞」
 受賞作品展

（有料）

開催：10月28日（月）～11月17日（日）
こども視点・こどもゴコロでモノゴト・デザ
インを見つめ直してみませんか？こどもだ
けでなく、おとなも楽しめるイベントです。
ご家族で是非お越しください。
申込・問合せ：（財）大阪デザインセンター
http://www.osakadc.jp/

フォーラム”キッズデザイン”with デンマーク
開催：11月2日（土） 14：00～17：00

スクラッチワークショップ
開催：11月3日（日） 13：00～17：00

開催：11月2日（土）～17日（日）
　　 11：00～17：00
子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン、子
どもたちの創造性と未来を拓くデザイン、子ども
たちを産み育てやすいデザイン、未来を担う消
費者デザイン部門の受賞作品が一同に展示。
協力：キッズデザイン協議会（内閣府認証NPO）

開催：10月28日（月） 10：00～17：00
　こどもOSワークショップ

キッズプレイフルランド

開催：11月2日（土）～4日（月）、9日（土）・10日（日）、　
　   　  16日（土）・17日（日） 11：00～17：00
日本・世界の知育玩具の展示体験コーナー

ATC ITM棟2F 特設会場

ワークショップ・セミナー

会場：ATC 大阪府咲洲庁舎 森ノ宮医療大学 ミズノ

住之江オータムフェスタ
「すみのえクールジャパン都市宣言！」

開催：11月4日（月・振休） 12：00～16：00
場所：ATC海辺のステージ

今やATCは、コスプレイヤーの聖地として広く認
知され、来年４月には大阪エンタテインメントデ
ザイン専門学校の開校が予定されています。
クールジャパン（C.J）を推し進める住之江区が、
さらなる発展を目指して、全国に、世界に向けて、
「すみのえクールジャパン都市」を高らかに宣言

大阪府消費者フェア2013

開催：11月4日（月・振休）10：00～16：00
場所：ATC・ITM2F セントラルアトリウム

森ノ宮医療大学 学園祭
｢森ノ港祭 ～医生懸命～｣ 
開催：11月3日（日）
10：00～16：00
▶詳しくはホームページで

します！オータムフェスタでは著名人を招いての
パネルディスカッションや、すみのえ発祥の名産
物を紹介する「ソウルフードとすみのえ」、新時代

を担う子どもたちにスポットを当てた「すみのえ
C.J.すごいキッズ」、バラエティーに富んだ内容で
お届けします。

梅原真子（NMB48）日下このみ（NMB48） 黒川葉月（NMB48）斉藤雪乃ガリガリガリクソン
©NMB48©NMB48 ©NMB48

出展企業：（株）ボーネルンド、（株）こふれ、（株）Kukkia　他

他にも楽しいイベントがいっぱい
http://www.atc-co.com/kodomofes
順次更新予定　　　　　　　　　

出演 このほかにも素敵なゲストが登場予定です。

内容は変更になる場合があります

～ 長らくのご愛読ありがとうございました 南港新聞 最終号 ～
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ケーブルテレビで近畿の約400万世帯に、
CS衛星放送MJTVにて全国350万世帯に放送！

全国地域安全運動が始まります！！
みんなで力を
あわせて安全・安心
まちづくり
10/11（金）～10/20（日）

06-6682-1234

住之江警察署通信

☆住之江警察署 生活安全課☆

○きいつけやー　あんたのことやで　そのバッグ
　ひったくり・車上ねらい・部品ねらいに注意しましょう。

○守ろうよ　子どもと安全　まちぐるみ
　子どもの安全には地域の皆さんの力が必要です。

○振り向いて　あなたの後ろに　迫る影
　自分だけは大丈夫と思わず、自己防犯に努めましょう。

○油断せず　鍵かけ　声かけ　心がけ
　空き巣に対する効果的な防犯対策をしましょう。

○振り込みは　慌てず　急がず　まず相談
　振り込む前に家族や正式な公的機関などに相談しましょう。

観覧
無料大阪南港のATCは日本でもトップクラスの夕日

スポットだということをご存知ですか。また、
日本一の学生オーケストラを有する相愛大学
音楽学部もここ大阪南港にキャンパスを構え
ています。このたび、ATCと相愛大学が協力して
お贈りする特別演奏会は必見です。
潮風・夕日・サックスの音色。想像するだけで
ワクワクしませんか。大切な人と心休まる一時
をお過ごしください。

場所：ATC内 海辺のステージ
　　 （野外ステージ）
日時：10月6日（日） 16：30～18：00
主催：相愛大学、 ATC

ニューヨーク在住の作曲家・ピアニストの天平
氏のデビュー五周年を記念したコンサートを
開催。デビューアルバム「TEMPEIZM」から最新
アルバム「火の鳥」まで作曲家天平が五年間の
思いを込めて奏でる激しくも美しい音の物語。

開催：10月6日（日）15：30開場　16：00開演
料金：前売り 3,000円　当日 3,500円
会場：ITM棟10階 サンセットホール
〈お問合せ・チケットのお申込み〉
NPO法人エスペランサ
TEL＆FAX：06-6614-5733（平日10：00～17：00）
E-mail：esperanza@piano.ocn.ne.jp

開催：10月5日（土） 空の広場（オズ棟南館2階）
若い世代には新しく、リアルタイム世代には懐
かしい往年の名曲を、潦（にわたずみ）アレンジ
でカバー。ライブパフォーマンスの楽しさや音
楽を通して文化の発展を目的として活動をし
ています。
出演：潦（にわたずみ）／唄人：ねね 弦人：木村祐士
http://niwatazumi.jp/

相愛サクソフォンアンサンブル天平ピアノコンサート
衝撃のピア二ズム!!かつてないスピード、パワー、テクニック

「TEMPEIZM」から「火の鳥」まで、そしてこれからの天平。
「サンセットファミリーコンサート」

「一人でも多くの人に本当に美味しいビオワイ
ンを飲んで頂きたい」という想いからこの「大阪
ビオワインフェスタ」が始まりました。ワインイ
ンポーター12社の自然派ワイン約90種類と、
大阪の人気飲食店17店舗のお料理が飲み食
べ放題！開放的な空間で最高においしい自然
派ワインと料理をお楽しみ下さい。
 
開　催：10月27日（日）
　　　 13：00～16：00（開場12：30）
場　所：オズパーク
入場券：前売り￥5,000　当日￥5,500 
　　　 （食べ放題・飲み放題）
チケットは参加飲食店とHPにて販売しております。
主　催：大阪ビオワインフェスタ実行委員会
　　　 http://osakabiofesta.jimdo.com/

OSAKA BIO WINE FESTA 2013
人と食事とビオワインとの出会い

～夕日に映える名曲の数々～

～土曜の昼下がり、海の見えるホールで一緒に歌いませんか？～
♪誰でも歌える季節の童謡唱歌 
♪みんな知ってるフォークソングや歌謡曲 
♪アフタヌーン・ティーセット付き 

開催：10月27日（日）13：30～15：00 
開催：海の見えるホール
　　 「南港サンセットホール」にて 
料金：￥1,500（お茶とお菓子、歌詞カード付き） 
歌のリーダー：田嶋喜子
ピアノ伴奏：羽間由香 

《問合せ・申込》 
電話：080-3775-0786（平日10時～17時） 
FAX：06-6615-5021 
E-Mail：e-mail@sakidorichan.com 

田嶋喜子と歌う
「サンセット歌声サロン」

主催：NPO法人エスペランサ、咲洲CLASS実行委員会 

後援（予定）：住之江区 　
出演：相愛大学音楽学部

サックス専攻生
プログラム：
ヴィヴァルディ合奏協奏

曲「四季」より「秋」
ポニョを聞こう～
ジブリ数々の
名曲集一番星
に祈ろう～
涙そうそう

ほか

開催：10月20日（日）  空の広場（オズ南館2階）
★縁日：12：00～17：00
　1回200円(ヨーヨー・スーパーボール・etc)

★ミニライブ：13：00～16：30
　出演：フラミンゴ（Voマツモトアケミ/Gt　
　マーフィー）、
　The BeatlAs
♪童謡やアニメ映
画の主題歌、洋楽・
邦楽の懐かしい曲
を中心にした親子 12：00～18：00 木の広場（オズ北館2階）

10月Sakidori縁日とミニライブ

潦（にわたずみ）プロモーションライブ

10月似顔絵コーナー
e-gao club（エガオクラブ）

向 け コ ン
サート。みん
なで一緒に
歌いましょう
♪

Surrported by ATCオズ

南港ダンスフェス第16回

安全運動期間中は
住之江区のさまざまな場所で
キャンペーンを実施予定です。
詳細は住之江署ホームページを
ご覧下さい。

'13秋グランプリ

グランプリを目指して、若きダンサーたちが
白熱のダンスを披露！

◆開催日
★予選：A日程・10月12日（土）13：00スタート
　　　 B日程・10月13日（日）
★決勝：11月3日（日）
会　場：大阪・南港ATC 海辺のステージ
　　　 （※予選、決勝とも雨天決行）
主　催：南港ダンスフェス実行委員会
後　援：JSDA日本ストリートダンス連盟

デビュー
5周年記念

10月より毎週土日祝日開催決定！！
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「発明」がいっぱい ！

北川一成展

今年の秋も、ＡＴＣエイジレスセンターは

第3回 GLオーナーズ
ミーティング in 関西
開催決定

第3回 GLオーナーズ
ミーティング in 関西
開催決定

～スマートなワインマナー～

入場
無料

入場
無料

ＩＨＰＣ秋のワインセミナー

いきいき美術展 開幕
シニアのための

◆10月25日（金）～27日（日）（一社）大阪発明
　協会「第43回大阪府生徒児童発明くふう展」 
　10/25・10：00～17：00 10/26・10：30～17：30 
　10/27・10：30～15：00 
大阪府下の小中高校生による発明作品を一堂
に展示いたします。 
お問合せ：一般社団法人 大阪発明協会
06-6479-1910 
  
◆10月30日（水）～11月3日（日）（一社）全国発
　明婦人協会「第53回暮らしの発明展」 
　10：00～17：00　11/3のみ15：00終了 
日常生活の合理化、改善に役立つ創意工夫の
奨励を図ることを主目的に開催。 
作品内容は家庭用品、福祉・介護用品、事務用

品など。全国からの応募作品を展示いたします。
お問合せ：一般社団法人 全国発明婦人協会　
06-4700-8877（10：00～17：00） 
両イベント共、会場はATCエイジレスセンター
TEL.06-6615-5123 月曜休館

フランス、イタリア、ドイツのワイン３種をセレク
ト、それぞれの特徴をレクチャー頂き、ワインマ
ナーも学びます。セミナー後には講師の和多谷
ソムリエを囲んでの交流会をごゆっくりお楽し
み下さい。ワイン通な方も初心者の方もこの機
会に是非ご参加下さい。 

講　師：和多谷一博氏（エッサンシエル シェフ
　　　 ソムリエhttp://essentiel.jp/） 
日　時：10月6日（日） 
　　　 セミナー14：00～15：30 
　　　 交流会 15：30～17：00（ワイン＆軽食を
　　　 お楽しみ下さい） 
参加費：3，000円（交流会費込） 定　員：40名 
会　場：ATC ITM9F セミナールーム　 

お問合せ：ATC輸入住宅促進センター（IHPC） 
06-6615-5432　http://www.atc-ihpc.com 
10：00～18：00（水曜日休館）

第27回 日本手術看護学会
年次大会 公開講座
テーマ：安全な手術は健診から
～予防医学から考える術後合併症の防止～

生活習慣病の一つである糖尿病患者は非糖尿
病患者に比べて様々な危険因子を有すること
が多く、手術の際は術後合併症の頻度も高い。
糖尿病にかぎらず術後合併症を防止する意味
で生活習慣病の早期発見・早期受診は必要で

ある。しかし、健康保険証を保有していない等
の社会的事情や、費用を負担できない等の経
済的事情を理由に、1年以上健康診断を受けて
いない「健診弱者」が3,300万人存在する。その
ような中で、低価格、短時間、健康保険証不要の
「ワンコイン健診」サービスがあり、今回、予防医
療の新しい取り組みをお話しする。

日時：10月19日（土） 10：50～11：40
場所：ATCホール Dホール
講師：川添高志（ケアプロ株式会社 代表取締役社長）
主催：日本手術看護学会

50歳以上のシニア画家にスポットを当てた美
術展が開催されます。アマチュアの方で、油彩
画、水彩画とも10号までの作品の応募が約200
点。大賞、優秀賞、奨励賞、入賞、特別賞、スポン
サー賞を目指した力作が展示されます。 
これを記念して高崎尚昭先生の「混色テクニック
を盗む」（3日13時から）、貝川代三先生の「貝川
流水彩画の描き方」（4日14時から）の特別授業
（参加費2,000円、事前申込）を開催いたします。 
是非、ご高覧賜りますようお願いいたします。 

開催：10月1日（火）～6日（日）10：00～17：00 
　　 （但し、土・日は10：30～17：30） 
場所：ATCエイジレスセンター（ATCビル・ITM棟11階） 
主催：「いきいき美術展」実行委員会
　　 （NPO法人健康寿命増進機構）　 

協力：ATCエイジレスセンター 
協賛：㈱ベイ・コミュニケーションズ 
お問合せ： 「いきいき美術展」事務局
電話06-6170-9822

“捨てられない印刷物”を目指す技術の追求と、
経営者とデザイナー双方の視点に立った”経営
資源としてのデザインの在り方”の提案により、
地域の中小企業から海外の著名高級ブランドま
で多くのクライアントから支持を得る、GRAPHが
今までに手掛けた仕事を展示。
 
開　催：10月11日（金）～20日（日）11：00～18：00 
（講演会）10月11日（金） 14：00～16：00 
　　　 「格好だけ」から「響く」デザインへ。
　　　 ～伝えるだけでは 伝わらない！～ 
　　　  北川一成が語る「ブランドの育て方」 
会　場：大阪デザイン振興プラザ
　　　 （ATCビルITM棟10階） 
申　込：06-6615-5510 
http://www.osaka-design.co.jp/

GOLD WING（ゴールドウィング）オーナーの皆
さまとの交流会を開催。アクセサリーパーツ・ト
ライク・サイドカーのショップ出店や当日限定企
画/商品の販売や特典があります。
また、14：00より集合写真撮影・抽選会も実施。

開催：10月20日(日)
　　 10：00～15：00 （入場は13：00まで）
場所：ATC ピロティ広場
参加費用：1台 1,000円
※当日会場にてお願いいたします。
お問合せ：タナカオートセンター
072-993-8840

GRAPH

ハロウィンにちなんだ仮装をしてみんなでパーティー！
バンドライブ、ハロウィンストリート（ブース）、仮装コンテスト
など盛りだくさん！

開催：10月26日（土）13：00～18：00
場所：ATC海辺のステージ・潮風のステージ

ハロウィン仮装してみんなで盛り上がろう！

ハロウィンモンスターパーティーハロウィンモンスターパーティー

川添高志物語
～ワンコイン検診の挑戦～

人気フレンチ＂エッサンシエル＂の
シェフソムリエから学ぶ 
人気フレンチ＂エッサンシエル＂の
シェフソムリエから学ぶ 

堺東・堺～ATC間を結ぶ「南港線」に
お得なセット券が登場します。

大人往復1,000円＋ATCオズご利用券1,000円
=2,000円→1,650円で販売

◆販売所：南海バス堺東案内所 072-232-4310

南海バス
+

ATCオズご利用券
セットチケット
好評発売中！

大阪市港区（大阪港）と住之江区（咲洲）を結ぶ
「大阪港咲州トンネル」が、

平成25年10月5日以降の「土日・祝日・年末年始」
が無料になることが決定しました。

週末は南港で遊ぼう！

大阪港咲洲トンネル
通行料無料化
南港へのアクセスが
ますます便利に!!

平成25年
10月5日から土日祝日

１0／２7（日）
第3回 大阪マラソン開催！
ランナーを応援したあとは、ATCで楽しもう！ お食事＆ショッピング、イベント満載！
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