
 

令和 4年 5月 9日 
水都大阪コンソーシアム 

 

春の水都大阪ウイーク 

「Sound of Rose Garden」を開催します 

 

中之島公園ではバラの開花時期を迎え、色とりどりの美しいバラが見ごろとなっています。 

水都大阪コンソーシアム（※１）では、水辺ににぎわいを創出することで舟運の活性化を図るとともに、

この時期ならではのバラと水辺の風景を音楽とともに満喫していただくため、５月 13日（金）から５月

15 日（日）までの３日間、春の水都大阪ウイーク「Sound of Rose Garden」を開催します。 

華やかなバラが描かれたウォールアートのフォトスポットで思い出づくりをしたり、キッチンカーの

グルメやライブ演奏、大阪・関西万博の PRブースなど、楽しいイベントが盛りだくさんです。また、咲

き誇るバラを水上から観賞できるクルーズ船も運行します。ぜひこの機会に、バラの季節ならではの水辺

の休日をお楽しみください。 

 

＜日時＞ 

  期間：5月 13日(金)～15日(日) 3日間 

時間：10時 00分～18時 00分    

  

＜場所＞ 

中之島公園 バラ園東部(阪神高速道路の下あたり)  大阪市北区中之島 1－1  

最寄駅：Osaka Metro・京阪電車 淀屋橋駅・北浜駅下車 

 

＜主なプログラム＞ 

（１）ローズポートステージ 

ミュージシャンによる音楽ライブステージを各日５回開催します。 

（２）フォトスポット 

 SNSでおなじみのフォトスポットをバラ園ならではのデザインでお楽しみいただけます。 

（３）ストリートピアノ 

来場者が主役となってイベントにさらなる賑わいをもたらします。 

（４）キッチンカーグルメ 

 各日ハンバーガーやクレープなど４台のキッチンカーが出店します。 

（５）フラワー雑貨 

 フラワーキャンドルなど、花をテーマにした物販ブースを展開します(5月 14日・15日のみ)。 

 

〇各プログラムの詳細については、別紙をご覧ください。 

 

 

 



（※１）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。 

水都大阪の春夏秋冬の魅力を発信すべく「水都大阪ウイーク」と称して事業を展開しています。

令和 4年は、3月末から 4月の桜の時期に、春の水都大阪ウイーク「水の都のお花見絵巻」とし

て春の行楽シーズンの始まりを祝うイベントを開催しました。今回はこれに続く春の水都大阪

ウイークの取組みです。 

 

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

あります。その場合、水都大阪コンソーシアムのホームページ（https://www.suito-osaka.jp/）にて告

知いたします。 

 

【参考：中之島公園（バラ園）】 

  

【参考：ローズポート】 

  

 

以  上 

https://www.suito-osaka.jp/


開催概要

開催日程 令和4年 5月13日(金)～15日(日) 3日間

開催時間 10:00-18:00

開催場所 中之島公園 ローズポート前 (高架下周辺エリア)

開催内容

注意

・ローズポートステージ
・フォトスポット
・ストリートピアノ
・キッチンカー/飲食エリア
・フラワー雑貨
・水都/万博 PRブース

荒天中止
※イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。

Sound of Rose Garden -サウンド・オブ・ローズガーデン-

中之島公園のバラが見頃となる5月に、バラと音楽、そして食を楽しんでいただき、
満たされた水辺の休日の思い出づくりをしていただきます。

5/13(金) 5/14(土) 5/15(日)

〇ローズポートステージ
〇フォトスポット
〇ストリートピアノ
〇キッチンカー/飲食エリア
〇水都PRブース

〇ローズポートステージ
〇フォトスポット
〇ストリートピアノ
〇キッチンカー/飲食エリア
〇物販販売ブース
〇水都/万博 PRブース

〇ローズポートステージ
〇フォトスポット
〇ストリートピアノ
〇キッチンカー/飲食エリア
〇物販ブース
〇水都/万博 PRブース

各日程スケジュール

ローズポート船着場

概要 >1

バラ園

芝生広場

天神橋

イベント会場
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会場全体図

概要

NO, コンテンツ 5/13(金) 5/14(土) ５/15(日)

1 ローズポートステージ 〇 〇 〇

2 フォトスポット 〇 〇 〇

3 ストリートピアノ 〇 〇 〇

4 フラワー雑貨 × 〇 〇

５ 水都大阪PRブース 〇 〇 〇

６ 万博PRブース × 〇 〇

７ キッチンカー①【食堂ネコとトラ】 〇 〇 〇

８ キッチンカー②【SAP STAND BURGERS】 〇 ○ 〇

９ キッチンカー③【Cope Stand】 ○ 〇 〇

10 キッチンカー④【サンカククレープ】 ○ 〇 〇

11 飲食エリア 〇 〇 〇
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ローズポートステージ

コンテンツ詳細

ローズポート前ステージで、アーティストによるミニLIVEを開催
アコースティックな音楽に満たされた休日をお過ごしください

JI-IN

北野 淳(Vo,key)と
石橋 文博(Vo,Gt)による
オールジャンルパフォーマンスデュオ。

(ジーン)

Shogo
5歳よりヴァイオリンを始め、
数々のコンクールにてグランプリを受賞。

国内のみならず海外での公演も多数
経験し幅広い年齢層を魅了する今注目の
ヴァイオリニスト.2019年7月には、
フェスティバルホールでのソロコンサートを
開催し、大成功をおさめる

ARTIST 2

ARTIST 1

5月13日(金) ５月14日(土) ５月15日(日)

【JI-IN(北野 淳)】
①11:30～12:00
②13:00～13:30
③14:00～14:30
④15:00～15:30
⑤16:00～16:30

【Shogo】
①11:00～11:30
②12:30～13:00
③14:00～14:30

【JI-IN北野 淳】
④15:00～15:30
⑤16:00～16:30

【JI-IN】
①11:00～11:30
②12:30～13:00
③14:00～14:30
④15:00～15:30
⑤16:00～16:30

■タイムテーブル
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ストリートピアノ

コンテンツ詳細

来場者自身が演奏者！ 全国各地で人気のストリートピアノを
中之島公園に初設置

誰もが気軽に触れることの出来る音楽体験で
Sound of Rose Gardenを創り上げます

運営概要

●開催日程
5/13(金) ～ 5/15(日) 

●ローズガーデンにちなんで
電機ピアノ【ローズピアノ】を
イベント開催中常時設置。
誰にでも気軽に演奏体験をして
頂きます。

●ローズポートステージ中は使
用できません。
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※写真はイメージです。



フォトスポット

コンテンツ詳細

ローズポートに期間限定フォトスポットが誕生！
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フラワー雑貨

●開催日程

5/13(金) ～5/15(日) 

◆フラワーキャンドル販売
バラや様々な花をテーマした物販

ブースを展開。ハーバリウムやボタニカル
キャンドル等を観て感じて 楽しむ水辺

の休日を演出します。

バラ園にちなんでフラワー雑貨をご用意！

ソイCANDLE ボタニカルランプ 星のCANDLE

●開催日程

5/14(土) ・5/15(日)

◆オリジナル巨大アートウォール(W5400×H2700)
の前でバラ園を舞う蝶となって思い出づくり。



コンテンツ詳細 >6
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キッチンカー/飲食エリア

NO 店名 メニュー イメージ

1 食堂ネコとトラ 魯肉飯

２
SAP STAND 
BURGERS

ハンバーガー

３ Cope Stand
オレオ生クリームクロッフル、缶ボトル(クラフト
コーラ)、シュガークロッフル、あずきバタークロッ
フル

４
サンカククレープ

クレープ
バター+シュガー、バター+ハチミツ、バター+
チョコレート、バター+アーモンド、生クリーム、
イチゴ+生クリーム

●開催日程

5/13(金) ～5/15(日)

◆キッチンカーグルメでお腹も満たします。
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