「川の駅はちけんや」と「にぎわいXing」
かつて八軒の船宿があったことから名づけられた「八軒家浜（はちけんやはま）」。
京都・伏見と舟運でつながり、熊野詣の出発点だったこの場所は、水陸交通の要衝
地でした。毎日たくさんの人や物、情報が集まり、各地へと広がっていきました。八軒
家浜は、当時の情報や流行の発信拠点だったといっても過言ではありません。
2009年、都心部で「川の駅」としては関西初の施設「川の駅はちけんや」が、大
阪・八軒家浜に整備され、ヒト・モノ・コトの交流拠点として「にぎわいXing（クロッ
シング）」が誕生しました。
「にぎわいXing」は、『あつまり、ひろがる、ヒト・モノ・コト』をコンセプトに、この
土地が持つにぎわいのDNAを継承し、真のにぎわい創出拠点となることを目指していま
す。八軒家浜だからこそできること、この土地だから意味のあること、往時の賑わいに
想いを馳せながら、川の駅はちけんやを拠点に、様々な水辺あそびを提案しています。
川と陸がつながること、私たちにとって、それが何よりの喜びです。

水 都 大 阪 川 開 き 2019

開催期間
【日】
2019 ３/ 23【土】
・24【日】・30【土】〜４/７

４/ 13【土】・14【日】

RENEWAL OPEN!

リニューアルオープンフェアも開催中！
詳しくは「京阪シティモール」検索

御堂筋線

梅田

東梅田

扇町
Osaka Metro谷町線

南森町
なにわ橋

堺筋線

淀屋橋

京阪中之島線

●日時

3月30日【土】

京阪本線

●場所
●料金

八軒家浜 大階段下
無料

北浜

天満橋

堺筋本町

本町

谷町四丁目

中央線

心斎橋

へ Go ♪
はちけんや

長堀橋

長堀鶴見緑地線

なんば

⓭水辺 de ミニ地下鉄!!

谷町六丁目

11:00〜15:00頃

実物の1/10スケールのミニ
地下鉄が八軒家浜に初登
場。桜を見ながらミニ地下
鉄に乗ってみよう！
※雨天時は中止します。

松屋町
日本橋

谷町九丁目

千日前線

八軒家浜へは京阪電車・Osaka Metro谷町線で
天満橋駅下車17番出口すぐ

はちけんやお花見フェスタ

検索

お問合せ：にぎわいXing運営管理事務局
Mail：nigiwaixing@gmail.com（お問合せ内容を記録するため、メールでのお問合せのみ受付けています）

主催：特定非営利活動法人 大阪水上安全協会
共催：大阪シティクルーズ推進協議会、天満橋・八軒家浜の活性化に関する連携会議、水都大阪コンソーシアム
後援：水と光のまちづくり推進会議、北浜東振興町会／協力：京阪ホールディングス株式会社／運営：にぎわいXing

水 都 大 阪 川 開 き 2019

❾第 6 回 春の水上運動会
4月7日【日】

●場所

八軒家浜雁木

❻float プロデュース 八軒家いろどりストリート

9:00頃〜13:00頃

●日時

期間中毎日 10:00〜17:00 ※一部ブースは20:00頃まで営業予定

●場所

八軒家浜遊歩道

春を祝うマルシェが期間限定でオープン！
今回は百貨店などの催事を多数てがける「ﬂoat」とコラボ。
水辺にいろどりを与える、ウキウキわくわくなマルシェを開催します。
※出店者情報はHPをご覧ください。

シティサップボートによるチーム対抗レースを開催！
今年は円型ボートで勝負!!
春の大川で繰り広げられる熱い戦いを応援しよう。

年に一度、たくさんの船が八軒家浜に集まり、春の訪れをお祝いする、それが「水都大阪川開き」です。
川開きパレードをきっかけに「はちけんやお花見フェスタ」が始まります。
期間中八軒家浜では、毎年大人気の、満開のさくらを水上から楽しめる大川さくらクルーズや水辺アクティビティ
マルシェ、浜市など、八軒家浜ならではのいろんなイベントが盛りだくさん!!
水辺の景色を眺めながら、期間限定の春を満喫しませんか。

❶水都大阪川開きパレード

●日時

観覧無料

『オトナも コドモも どなたでも 』

をコンセプトに、人とモノの間をツクリつづ
けています。例えるなら縁側のようなコミュ
ニケーションの場を創りつづけています。
お問合せ ﬂoat011@gmail.com
Instagram ＠ﬂoat011
facebook ＠ﬂoat11110

観覧無料

【土】 11:00〜11:20頃
●日時 3月23日
●場所 八軒家浜船着場

❼天下の台所・八軒家浜市

春の訪れをお祝いする水上パレードの出港式。
川開き宣言の合図とともに、春の大川へ出航する約10隻の船に手を振ろう！
大阪市立扇町総合高校吹奏楽部による船上コンサートも開催。

北浜

中之島公園

大川（旧淀川）

本線

⓭
❿ ❺❽

Ｎ

❸❾
❹❼

川の駅はちけんや
Green Cafe
River Suite OSAKA
大阪ダックツアー

❶❷

八軒家浜船着場

❻⓫⓬ ⑰出口
京阪シティモール●
パナンテ京阪天満橋●

●OMM

天満橋

堺筋線
OsakaMetro

京阪

天満橋

パレード船に乗って
一緒に春の訪れをお祝い
してくれる乗船者を大募集！
詳しくはHPを見てね。
（3/12締切）

島線

谷町線
OsakaMetro

中之

天神橋

京阪

●場所

※なくなり次第終了
川の駅はちけんや

毎月第一日曜日の恒例激安市。
お寿司や野菜など、新鮮な品々がところ狭しと並び
ます。マグロの解体ショーも開催！

❽浜市 ×ノルディック・ウォーク
●日時

4月7日【日】 10:00〜13:00頃

●場所
●料金

川の駅はちけんや テラス（受付）
大人 1,500円（お寿司セット付）
小学生以下 無料

3月23日【土】〜造幣局の桜の通り抜け最終日まで
10:00〜19:00の間、10〜30分間隔で出航

❿リバーサイドカフェ

八軒家浜船着場
大 人 1,200円
小学生 大人１名につき小学生１名まで無料
※小学生２名以上の場合、600円／人が必要となります。

●日時

3月30日【土】・31日【日】

●場所

八軒家浜 大階段上

●所要時間 約25分

●日時

期間中毎日（4 / 7は除く） 10:00〜17:00

❹ノルディック・ウォーク体験会
●日時

期間中毎日（4 / 7は除く） 10:00〜15:00

●場所
●料金

八軒家浜雁木
1 0分コース 1,000円
20分コース 2,000円
30分コース 3,000円

●場所
●料金

川の駅はちけんや（受付）
1,500円〜

水都大阪がもっとも賑わうさくらの季節
に、落水の心配が少ないシティサップ
ボートで水上さんぽの魅力を体感してく
ださい♪
※小学生以下のお子様が体験する場合
は、必ず保護者の方が同伴してください。

※体験時間により異なる
ポールを使ったウォーキング「ノル
ディック・ウォーク」の体験会を開催！
川沿いの桜を眺めながら、楽しく全身
運動ができます。

【予約・問合せ】
TEL 06-6232-8648
全日本ノルディック・ウォーク連盟

すべてのプログラムは天候、潮位、その他河川状況により予告なく中止する場合があります。

予約制

10:00〜16:00頃

キッチンカーによるリバーサイドカフェが期間限定オープン。
目の前に広がる桜のパノラマを眺めながら、コーヒー、パンケーキ、タコスをどうぞ。

大川沿いの桜を水上から眺める期間限定クルーズ！
いつもとは違う目線で、水都大阪ならではのお花見を楽しめます。
※ご予約は承っておりません。乗船日当日のりばまでお越しください。

❸春の水上さんぽツアー（シティサップ体験会）

予約優先制

月に一度の恒例、ノルディック・ウォークイベント。
八軒家浜を出発、中之島や大阪城など桜の名所を巡
り、八軒家浜に戻ってきます。ウォーキングの後は、
お寿司セットをお召し上がりください。

※3/23のみ14:00〜19:00

●場所
●料金

4月7日【日】 10:00〜15:00

※レンタルポールは別途500円必要

❷大川さくらクルーズ
●日時

●日時

⓫水辺の憩いの広場

❺リバーサイドヨガ in はちけんや
●日時

期間中の日曜日 8:00〜9:00

●場所
●料金

500円

川の駅はちけんや テラス

※マットレンタルは
別途200円必要
川の駅はちけんやのテラスを使った
屋外ヨガ教室。朝日を浴びながら、
桜を眺めながら、開放的な気分でヨ
ガをお楽しみください。

●日時 期間中毎日 10:00〜19:00頃
●場所 八軒家浜遊歩道
川沿いに、野点の席やカウンターテーブルを設置します。
水辺でゆっくり過ごしてね♪

⓬みんなのお絵かき広場

水のゆたかな地球を描こう

“Iʼm Water Action!”
for World Water Day 2019

●日時

3月23日【土】

10:30〜15:00

※4/6も開催予定
●場所
●料金

八軒家浜遊歩道
無料

企画・運営

ウエダトモコ
（大川さくらクルーズ2019ポスター画作家・世界水の日こども議会アンバサダー
http://www.uedatomoko.com）、世界水の日こども議会
株式会社サクラクレパス

協力

ひっかき絵で水と生きものを
楽しく描きましょう

