2021(令和 3)年 8 月 11 日

「駅からはじまるアートイベント『キテミテ中之島 2021』」を
8 月 20 日(金)から 12 月 26 日(日)まで開催します
○中之島エリアの駅など各施設でアート作品の展覧会「みんなの駅美術館」を開催
(11/20～12/26)
〇展覧会では一般募集の作品も展示(募集期間：8/20～9/30)
〇大江橋駅でアートワークショップを開催
京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：石丸昌宏)、京阪電気鉄道
株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩）、中之島高速鉄道株式会社(本社：大阪市
中央区、社長：中野道夫)と DESIGN DOT(本社：大阪市中央区、代表：谷川博)は、8 月 20
日(金)から 12 月 26 日(日)まで、
「駅からはじまるアートイベント『キテミテ中之島 2021』
」
を開催します。
中之島は、堂島川と土佐堀川に囲まれた「水都・大阪」を代表するエリアのひとつで、
近代建築物、美術館、科学館などの文化・芸術施設が数多く存在します。
「キテミテ中之島」は、芸術をきっかけに中之島を訪れ、愛着と理解を深めていただく
とともに、中之島が持つ「文化・芸術の地」というイメージの発信を目指すイベントで、
今回で 10 回目となります。
今回は、中之島線の 4 駅や中之島エリアの各施設で、アート作品の展覧会「みんなの駅
美術館」を開催します。展覧会では、沿線の子供たちの作品や一般募集の作品をアーティ
スト作品とコラボレーションして展示し、子供から大人まで交流できる場所を作り上げて
いきます。また期間中は毎月、大江橋駅でアートワークショップも開催します。
さらに、京阪電気鉄道が主催する「京阪 Kids 絵画展」などとのコラボレーション企画も
実施します。
新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、アートのチカラにより、人々を勇気づけ、
ストレスを緩和し、人と人との心の交流をはかる機会になることを願っています。
詳細は別紙のとおりです。

▲イベントロゴ

▲去年のワークショップの様子（大江橋駅 2020 年）

(別紙)
「駅からはじまるアートイベント『キテミテ中之島 2021』
」について
1．開催期間
2021 年 8 月 20 日(金)～12 月 26 日(日)
2．実施企画(一例)
①作品展示「みんなの駅美術館」
沿線の子供たちの作品や一般募集した作品をアーティスト作品とコラボレーションし
て展示します。
【開催期間】11 月 20 日(土)～12 月 26 日(日)
【展示会場】
◆メイン会場
・京阪電車中之島駅、渡辺橋駅、大江橋駅、なにわ橋駅の改札階コンコース
※始発から最終まで観覧できます
・大江橋駅改札外特設会場 ※10 時 30 分から 18 時 30 分まで観覧できます
◆サテライト会場
・中之島フェスティバルタワー、中之島フェスティバルタワー・ウエスト、
大阪市中央公会堂、大阪市北区役所、京阪シティモール 他
※展示期間およびその他の会場については随時ホームページで発表いたします
(URL:www.keihan.co.jp/traffic/kitemite/)

▲お客さまとアーティスト(左：坂東志保、右：酒井沙織)のコラボレーション作品の展示
（中之島駅 2020 年）

②作品応募いきものをテーマにした絵画作品募集
いきものをテーマに作品を募集し、「みんなの駅美術館」の中之島駅会場にアーティ
スト作品とコラボレーションして展示します。また、ホームページやインスタグラム
にも掲載します。
【展示期間】11 月 20 日(土)～12 月 26 日(日)
【展示会場】
◆中之島会場での展示：中之島駅の改札階コンコース
◆ホームページでの掲載：
ホームページ(URL:www.keihan.co.jp/traffic/kitemite/)にて随時掲載します。

◆インスタグラムでの掲載：
みんないきものがたり(キテミテ中之島)公式アカウント(kitemite_ikimono)にて随
時掲載します。
【募集要項】
◆絵画募集期間： 8 月 20 日(金)～9 月 30 日(木)
◆テーマ：『みんないきものがたり』つづくよどこまでも
いきものにはみんな命があり、たくさんのいきものが
色々な場所で互いに繋がり合って生きています。細胞、植物、
動物、人間、地球、宇宙…すべての命のものがたり
◆応募対象：どなたでもご応募いただけます。
◆応募方法：
(1)郵送による応募
以下宛先まで作品をお送りください。
宛先：〒540-6591
大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM ビル私書箱 77 号
京阪 HD 事業推進担当「キテミテ中之島」係
(2)絵画募集ポストへの投函による応募
「京阪シティモール 1F インフォメーション横」に設置して
いるポストにご投函ください(切手は不要です)。
受付時間：10 時～21 時(営業時間に準ずる)
※応募作品はご返却できませんのでご了承ください。
なお、応募作品の権利は主催者に帰属します。
▲絵画募集ポスト
◆作品サイズ：A4 サイズ(210×297mm)横使い(横方向)
③アートワークショップ(事前申込要)

大江橋駅改札外特設会場等で体験型ワークショップを開催します。中之島エリアの行
政や文化施設との連携を図り、観光・歴史の発信や、防災・健康など安全安心なまち
づくりへの啓発など、多様な協働企画に取り組みます。ワークショップの様子や「み
んなの駅美術館」の作品展示の模様等を YouTube チャンネル(ドットアートキャラバン
2021)にて映像配信する予定で、コロナ禍でご来場できないお客さまにも体感していた
だけます。
【ワークショップテーマ】
9 月 25 日(土)開催：絵本の読み聞かせ(こども本の森中之島との連携) 他
10 月 16 日(土)開催：アートで防災講座＆ワークショップ(大阪市北区との連携) 他
11 月 20 日(土)開催：キテミテ中之島 2021「みんなの駅美術館」オープニング
セレモニー 他
11 月 26 日(金)開催：北区ぶらぶら「中之島の魅力ある建築物と歴史を知る」(大阪
市北区との連携)
【申込方法】
メールで応募ください。
宛先：kitemite-nakanoshima@ml.keihan.co.jp

必要事項：参加希望ワークショップ名、郵便番号、住所、代表者氏名、
緊急連絡先、年齢、参加人数、同伴者の氏名、年齢
※応募者多数の場合は抽選になります。開催日の約 1 週間前を目途にメールにてご連
絡いたします。
3．その他関連企画
京阪電気鉄道主催の「京阪 Kids 絵画展」や、京都・四条河原町にある「GOOD NATURE
STATION」、京阪グループのＳＤＧｓ達成に向けた取り組み「KEIHAN BIOSTYLE PROJECT」
とのコラボレーション企画を実施します。
①「京阪 Kids 絵画展」とのコラボレーション企画
京阪電気鉄道主催の「京阪 Kids 絵画展」で募集した作品を「キテミテ中之島
2021」の大江橋駅会場に展示するほか、なにわ橋駅改札上にお子さまの未来への成
長を願い「京阪 Kids 絵画こいのぼり」を展示します。
【展示期間】11 月 20 日(土)～12 月 26 日(日)
【展示会場】大江橋駅・なにわ橋駅の改札階コンコース
【募集要項】
◆絵画募集期間：8 月 20 日(金)～9 月 30 日(木)
◆テーマ：「つなげよう未来へ 京阪電車と私の住むまち すてきな風景」
京阪電車が走る、お気に入りの景色を描いてください。大人になって
も大切にしたい街並みや、将来京阪電車がこんな景色の中を走ってい
たらいいなと思う風景を募集します。
◆応募対象：3 歳以上小学生以下 ※個人応募にかぎります。
◆応募方法：以下宛先まで作品をお送りください。
宛先：〒540-6591 大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM ビル私書箱 35 号
京阪電車経営企画部「絵画募集」係
◆作品サイズ：A4 サイズ(210×297ｍｍ)横使い(横方向)
※ご応募いただいた作品はご返却できませんのでご了承ください。なお、応募
作品の権利は主催者に帰属します。
※応募要項は、京阪電車主要駅の応募用紙付きチラシや、京阪電車ホームページ
にて必ずご参照ください。
(URL：https://www.keihan.co.jp/traffic/specialtrain-goods/kidspaintcontest/ )

▲沿線の幼稚園児の作品とコラボレーション
したこいのぼり展示
(なにわ橋駅 2019 年)

②「GOOD NATURE STATION」とのコラボレーション企画
「GOOD NATURE STATION」にて、「キテミテ中之島 2021」の参画アーティストによる
織・ボンド作品・絵画等を展示します。
【開催期間】8 月 20 日(金)～9 月 14 日(火) 10 時～19 時 30 分
【展示会場】GOOD NATURE STATION 4F GALLERY
※入場無料・京阪電車祇󠄀園四条駅下車徒歩約 5 分
【作
家】酒井沙織、園川絢也、ヨシムラリエ、坂東志保
③「KEIHAN BIOSTYLE PROJECT」とのコラボレーション企画
「キテミテ中之島 2021」のいきものをテーマにした絵画作品などを複写したポス
ターを展示した車両「未来は、楽しく変えていこう。KEIHAN BIOSTYLE キッズ号」
を運行します。
【運行期間】11 月 20 日(土)～12 月 26 日(日)
※詳しくは、本日配信のリリース「『未来は、楽しく変えていこう。KEIHAN
BIOSTYLE キッズ号』を運行」をご覧ください。
4．新型コロナウイルス感染防止についてのお願い
〇体調の悪い方はご参加をご遠慮ください。
〇イベント・会場では、入り口等に、消毒液を設置いたしますのでご利用ください。
〇密を回避するため、間隔をあけてください。
〇会場ではマスク着用をお願いいたします。咳エチケットにご協力ください。
5．その他
中之島線各駅での作品展示およびワークショップ会場の使用については、大阪市へ
の許可等申請中です。
6．お問い合わせ先
◆お電話でのお問い合わせ
京阪電車お客さまセンター
TEL：06-6945-4560(平日 9 時～19 時、土休日 9 時～17 時)
◆メールでのお問い合わせ
京阪ホールディングス株式会社 経営企画室 事業推進担当
Mail：kitemite-nakanoshima@ml.keihan.co.jp
(「駅からはじまるアートイベント『キテミテ中之島 2021』」係)
以

上

