２０２２年７月４日

梅田ゆかた祭実行委員会
梅田地区エリアマネジメント実践連絡会がおくる梅田の夏の風物詩

第９回

「梅田ゆかた祭２０２２」 ３年ぶりの開催！

今回の開催テーマは、“ゆかたであいたい”。来街者、地域の方々が何かと“出会える”
きっかけづくりを目指し、まちあるきを楽しめる様々なコンテンツを展開します。
特に、７月３０日(土)・３１日(日)の２日間は、「ぺたぺたゆかたきぶん」、

「ハイパー縁側＠梅田ゆかた祭」を初開催。

さらに、梅田内の「特設会場での
様々なイベント」や、定番コンテンツである「梅田打ち水大作戦（３０日のみ）」も実施し、
イベントを盛り上げます。 ※今年はうめきた広場での「ゆかた de 盆踊り」は実施いたしません。
また、１ヶ月間にわたり、梅田界隈の商業施設・店舗では、装飾などでのおもてなしや
SNSフォトキャンペーンをお楽しみいただけます。

（1）メインイベント

【開催概要】

※詳細はP.２・P.３

〇開催期間 ： ７月３０日（土）・３１日（日）

ぺたぺたゆかたきぶん

①ぺたぺたゆかたきぶん
～まちを巡って自分だけのゆかた柄手ぬぐいを～

梅田エリアを歩き、大阪の伝統技術による手ぬぐいに、地域の幼稚園と
一緒につくったスタンプをぺたぺた押して、自分だけのゆかた柄手ぬぐい
を作る体験型企画（有料）です。

②ハイパー縁側＠梅田ゆかた祭
～梅田のまちに関わる人たちによるトークセッション～

３ヵ所の会場で計２０組の様々なジャンルの登壇者が、
「和文化・SDGs・まちづくり」をテーマにトークセッションを行います。

③梅田打ち水大作戦

ハイパー縁側（イメージ）

※３０日（土）のみ

～“梅田涼しくな～れ！”の掛け声で一斉に打ち水～

３０日（土）１６時から、４ヵ所の会場で一斉に打ち水を実施！
ご参加いただいた方にはドリンクをプレゼントします。※数に限りがあります

④特設会場イベント
～まち中で賑わいづくり～

５ヵ所の特設会場で音楽やファッションショーなど、様々なイベントを開催！

梅田打ち水大作戦

（２）期間中イベント
〇開催期間 ： ７月１１日（月）～８月１０日（水）
①ゆかたでおもてなし／ゆかた祭限定サービス ～ゆかたで遊びつくそう！～
梅田周辺の商業施設２５ヵ所、店舗７６店が協力し、
お得なサービスや夏らしい装飾でおもてなし！

②SNSフォトキャンペーン ～梅田の夏を撮影しよう！～
「梅田ゆかた祭」を満喫している写真をSNSで投稿（#梅田ゆかた祭２０２２）
いただいた方から抽選で、素敵な賞品をプレゼント。
■主 催 ： 梅田ゆかた祭実行委員会 （構成：梅田地区エリアマネジメント実践連絡会※、大阪市、株式会社マッシュ）
※梅田地区エリアマネジメント実践連絡会について

西日本旅客鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、阪神電気鉄道株式会社、一般社団法人グランフロント大阪TMO、Osaka Metroの５社で構成。
梅田地区全体の競争力、集客力、地域力を高め、持続的な発展に向けた活動に取り組んでいます。
（参照：WEBサイト「UMEDA CONNECT」http://umeda-connect.jp）
梅田は、国内外の様々な人やビジネスが集積・交流する西日本最大の”まち”です。
私たちは、エリアイベントを通じて梅田で働く人、暮らす人、訪れる人をつなぎ、新たな出会いと
機会を創り出すとともに、梅田の多彩な魅力と人々の躍動を世界に向けて発信していきます。

【P.１】

「梅田ゆかた祭２０２２」～ゆかたであいたい～
ぺたぺたゆかたきぶん

メインイベント概要

＜実施のポイント＞
スタンプは、地域の子ども達と一緒に和文化と梅田のまちを
テーマにデザインしました。（協力：学校法人永照寺学園 中津相愛幼稚園）

～まちを巡って自分だけのゆかた柄手ぬぐいを～
梅田エリアを歩き、手ぬぐいに、色んなスタンプを
ぺたぺた押して、自分だけのゆかた柄手ぬぐいを作ろう！
会場は６ヵ所で実施。スタンプは全部で７種類！
「会場限定スタンプ」があるのでお楽しみに！
〇開催日時 ： ７月３０日（土）・３１日（日） １１：００～１９：００
※「販売所」３１日（日）は１８：３０まで

〇参 加 費 ： １キット ５００円（税込） ※２日間先着２,０００名様まで
〇参加方法 ：
【１】 ５ヵ所の販売所にて「ゆかた柄手ぬぐい」を購入！
【２】 梅田エリアの６ヵ所のスタンプ設置場所にて
「会場限定スタンプ」を押して手ぬぐいをつくる！
手ぬぐいは、大阪発祥の伝統技術である注染を
手掛ける株式会社ナカニと連携して作成しました。

※また、自分だけのオリジナルゆかた柄手ぬぐいが完成したら、
ＳＮＳフォトキャンペーンに参加してプレゼントをゲット！

○手ぬぐい販売所のみ：

○手ぬぐい販売所＆スタンプ台設置場所：

・注染手ぬぐい専門店「にじゆらルクア大阪店」
・阪急三番街「UMEDA FOOD HALLステージ前」（北館 地下２F）
・グランフロント大阪「うめきた広場」
○スタンプ台設置場所のみ：
・ＪＲ大阪駅・大阪ステーションシティ５F「時空（とき）の広場」
・西梅田 UNDER CARAVAN（阪神大阪梅田駅西口すぐ）
・CAFÉ ONthe ドーチカ（ドージマ地下センターNo.２６）
・曽根崎地下歩道「そねちか」（JR東西線北新地駅東改札口すぐ）

ハイパー縁側＠梅田ゆかた祭
～梅田のまちに関わる人たちによるトークセッション～
縁側のような気軽さで “私たち” の話を広げていく。
今回は梅田地区に関わる人が「和文化・SDGs・まちづくり」を
テーマに、まちのオープンスペースでトークセッションを行います。

※イメージ写真

＜ハイパー縁側コンセプト＞

〇開催日時 ： ７月３０日（土）・３１日（日）
※実施時間は会場ごとに異なります。

そのまちに暮らす人や仕事をする人、子どもたち、まちの外から
来る人たちが集まり、“CHAT※”を始める次世代の縁側。この
〇開催場所 ： 阪急電鉄本社前
おしゃべりを通じて、まちに流れる歴史や取り組み、人の生き方を
グランフロント大阪「うめきた広場」
ＪＲ大阪駅・大阪ステーションシティ ５F「時空（とき）の広場」 共有しながら、少し先のまちの未来を自ら企画していく活動です。
※談笑、おしゃべり、雑談

Ａ．阪急茶屋町会場

メインイベント 会場図

梅田打ち水大作戦

OSAKA FOOD LAB
阪急電鉄本社前

大阪ステーションシティ
「カリヨン広場」下（1F北東エリア）
注染手ぬぐい専門店
「にじゆらルクア大阪店」

NU茶屋町東側

茶屋町エリア一帯

阪急三番街（北館 地下2F）
「UMEDA FOOD HALLステージ前」

Ｂ．グランフロント大阪会場

大阪梅田ツインタワーズ・サウス
（阪神梅田本店）北側

西梅田 UNDER CARAVAN
（阪神梅田駅西口すぐ）
阪神大阪
梅田駅

Ｄ．そねちか・ダイヤモンド
地区会場

Ｅ．CAFÉ ONthe
ドーチカ会場

ぺたぺたゆかたきぶん
手ぬぐい販売所
ぺたぺたゆかたきぶん
スタンプ台設置場所
JR北新地駅

昔からの日本人の知恵「打ち水」で梅田の
まちを涼しく演出。ご参加いただいた方には
ドリンクをプレゼントします。
※数に限りがあります。
７月３０日（土）１６：００～
※水がなくなり次第、終了とさせていただきます。

Osaka Metro御堂筋線梅田駅

JR大阪駅

～“梅田涼しくな～れ！”の
掛け声で一斉に打ち水～

〇開催日時 ：

阪急大阪梅田駅

Ｃ．大阪ステーションシティ会場

（企画運営協力：東邦レオ株式会社）

〇開催場所 ：
・NU茶屋町東側
・グランフロント大阪「うめきた広場」
・ＪＲ大阪駅・大阪ステーションシティ
「カリヨン広場」下
（1F北東エリア）
・大阪梅田ツインタワーズ
・サウス（阪神梅田本店）
北側

ハイパー縁側 会場
共催：阪急阪神ホールディングス

梅田打ち水大作戦 会場

【P.２】

「梅田ゆかた祭２０２２」～ゆかたであいたい～
Ａ．阪急茶屋町会場

特設会場イベント 概要

Ｂ．グランフロント大阪会場
～ うめきたで日本の夏を感じる ～

～手ぬぐい片手に茶屋町をぶらり ～
阪急電鉄本社前では、ステージライブやファッションショーの開催に、
手ぬぐい体験屋台・キッチンカーの出店も。さらに、サテライト会場の阪急
高架下にある食の実験場“OSAKA FOOD LAB”では楽しいマーケットも！
手ぬぐいを使って楽しく遊べる「てぬぐいつくるラリー」「てぬぐいまなぶラリー」
へのご参加もお待ちしております。詳細はWEBサイトをご確認ください。
【開催場所・日時】
（１）阪急電鉄本社前
７月３０日（土）・３１日（日） １１：００～１９：００
（２）OSAKA FOOD LAB ７月３０日（土）・３１日（日） １2：００～２０：００
（３）茶屋町エリア一帯 てぬぐいまなぶラリー ７月１１日（月）～８月１０日（水）
てぬぐいつくるラリー ７月３０日（土）・３１日（日）

Ｃ．大阪ステーションシティ会場

うめきた広場では、大阪注染の反物を再利用した行灯装飾ライトアップ
＆人が憩える巨大サンシェードを設置します！
イベント当日は、和を感じる打ち水、和太鼓演舞の他、夏の夜にドリンク
片手に水辺で涼みながらライブ・トークセッションをお楽しみ頂けます。
【装飾期間】 ７月１１日（月）～３１日（日）
ライトアップ時間は１７：００～２４：００
【開催日時】 ７月３０日（土）・３１日（日） １１：００～２２：００
【開催場所】 うめきた広場、南館せせらぎテラス
【実施内容】 梅田打ち水大作戦、和太鼓演舞、夕涼みライブ
リバーサイドラウンジ（水景屋台）、行灯装飾など

Ｄ．そねちか・ダイヤモンド地区会場

～ 「世界各都市」がテーマのゆかたファッションショー開催！～
“上田安子服飾専門学校”による毎年恒例のファッションショーを
３年ぶりに開催！今年のテーマは「世界各都市」です。
なかなか海外に飛び立てない今、ショーを通じて、異国文化との
交流ならではのワクワクをお届けします！

～ 地下道がいつもと異なる気分転換の空間に様変わり ～
普段は何気なく通っている地下道が緑あふれる空間に変わったり、
六甲山アスレチックパークGREENIAの協力を得て体を動かせるコンテン
ツが登場したりと、普段とは全く雰囲気の違う空間に大変身します。

【開催日時】
７月３０日（土） １２：３０～１４：００

【開催日時】 ７月３0日（土） １１：００～１9：００
７月３1日（日） １１：００～１7：００
【開催場所】

【開催場所】
ＪＲ大阪駅・大阪ステーションシティ５F「時空（とき）の広場」

曽根崎地下歩道（阪神大阪梅田駅から徒歩５分、JR北新地駅から
すぐ。ディアモール大阪・大阪駅前第３ビル地下２Fと直結）

他にも、 “民族衣裳文化普及協
会”によるゆかたショーや、大阪
ステーションシティの一員である、
駅・施設を支える方々のトーク
セッションなど、盛りだくさん！
是非お越しください。
※写真はイメージです
梅田ゆかた祭実行委員会では、
持続可能なまちづくりに取り組んでいます。

Ｅ．CAFÉ ONthe ドーチカ会場
～真夏の涼みどころでおもてなし～
暑い夏を涼しくする怪談や「ぺたぺたゆかたきぶん」キット購入者への、
本会場ならではの特典をご用意。
【開催日時】 ７月３０日（土）・３１日（日） １１：００～１９：００
【開催場所】 CAFÉ ONthe ドーチカ （ドージマ地下センターNo.２６）

■怪談「大阪のちょっと怖い昔話」

怪談師：満茶乃さん

この大阪に、むか～しむかしから伝わる
ちょっと不思議でちょっと怖いお話たち。
【開催時間】 ①１４：００～ ②１６：００～ ※各公演３０分
【参加人数】 約１５名（参加無料、先着順）
※当日の混雑状況により入場制限する場合がございます。

■ 「ぺたぺたゆかたきぶん」連動企画
●本会場で有料キットご購入いただいた方を対象に、
１組につきソフトドリンク２杯と駄菓子１つをプレゼント。

○梅田ゆかた祭 全体
新たな出会いと機会を創
り出すとともに、梅田の魅
力と人々の躍動を世界に
向けて発信していきます。
○梅田まち洗い
おもてなしの気持ちを込
めて、梅田のまちをキレイ
にします。
〇梅田打ち水大作戦
「気候変動に対する課題意識」
や「自然と調和したライフスタ
イル」に目を向ける機会を創出
します。

〇ぺたぺたゆかたきぶん
「大阪浪華本染め」を
使用し、文化振興・産
品販促にもつなげます。
〇特設会場イベント
積極的にまちなか広場
や道路上等のオープン
スペースを活用します。
○風情ある手ぬぐい装飾
和文化の継承をテーマに、大阪
注染の手ぬぐい装飾でまちを
彩ります。

●地域の子ども達と一緒に、スタンプデザインに向けたワークショップ
を行った様子や、園児たちの描いた作品を展示します。

イベント内容の詳細は、特集ＷＥＢページにて→
「梅田ゆかた祭２０２２」の詳細情報は、特集ＷＥＢページ（https://umeda-connect.jp/yukata/matsuri2022/）
及び、SNS （Facebook、Twitter、Instagram）公式アカウント@umeda_connectでも、随時、情報発信します。
※開催内容は変更する場合がございます。 本紙の写真は過去実施時のものです。

【P.３】

