
 

 

 

2022(令和 4)年 7月 21日 

 

 

 

 

 

 

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 1日

(月)から 12 月 25 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 2022』」

を開催します。 

 

■キテミテ中之島について 

 「キテミテ中之島」は、駅を拠点に作品展示やワークショップといった地域連携企画な

ど、各種取り組みを通して中之島エリアの発展と、子供から大人までが地域との交流を通

して多様な価値観と表現を体感し、一緒に展覧会を創り上げていくとともに心を育むアー

トイベントです。 

 本イベントは、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し、今回で 11 回目を

迎えます。 

 

■今回のイベント内容について 

◇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 

◇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に 

◇地域と連携したアートワークショップも開催 

◇京阪電気鉄道主催「京阪 Kidsアートフェス 2022」

などとのコラボレーション企画も実施 

 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

アートを通じて観る・体感する・共に学び合う 

「駅からはじまるアートイベント『キテミテ中之島 2022』」を 

8月 1 日(月)から 12月 25日(日)まで開催します 

 

▲昨年のワークショップの様子 

(大江橋駅)【2021年】 



 

(別紙) 

「駅からはじまるアートイベント『キテミテ中之島 2022』」について 

1．開催期間  

2022年 8月 1日(月)～12月 25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 26日(土)～12月 25日(日) 

       ※11月 26日(土)はオープニングセレモニーを行います 

【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(予定) 

◆サテライト会場 

・大阪府立国際会議場、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、大阪府立中之島図書館、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 Webサイトで発表いたします 

(URL:www.keihan.co.jp/traffic/kitemite/) 

 

 

 

 

 

  

 

 作品募集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。インスタグラムにも随時掲載します。 

【展示期間】11月 26日(土)～12月 25日(日) 

【展示会場】 

◆メイン会場での展示：中之島駅の改札外コンコース 

◆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) 

 

 

 

 

 

 

 

▲お客さまとアーティスト(左：出村谷幸子、右：鈴木ひとみ)のコラボレーション作品の展示 

(中之島駅)【2021年】 

「京阪 Kids アートフェス 2022」コラボ企画 

・一部は複写して、「京阪 Kidsアートフェストレイン」でも掲出します。 

【運行期間】11月 26日(土)～12月 25日(日) 

・「京阪 Kidsアートフェス 2022」で募集した作品も「みんなの駅美術館」で展示します。 

 ▶作品募集については同日リリースの「『京阪 Kids アートフェス 2022』絵画作品を募集します！」

をご覧ください。 

  (URL：www.keihan-holdings.co.jp/news/upload/220721_keihan-railway.pdf) 

https://www.keihan.co.jp/traffic/kitemite/
https://www.keihan-holdings.co.jp/news/upload/220721_keihan-railway.pdf


 

【募集要項】 

◆絵画募集期間： 8月 1日(月)～8月 31日(水) 

◆テーマ：『みんないきものがたり』つづくよどこまでも 

同じ地球に暮らす生き物に目を向け地球環境や命の大切さについて考え

ながら描いてください。 

◆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) 

◆作品サイズ：A4サイズ(210×297mm)横使い(横方向) 

※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 

※ご応募者には応募記念品を中之島駅改札外の展示会場で進呈予定です。 

11/26(土)・27(日)、12/24(土)・25(日)11時～16時 

 

②地域連携アートワークショップ(事前申込要) 

体験型ワークショップを開催します。産官学連携を図り、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等は YouTubeチャンネル(ドットアートキャラバン 2022)にて映

像配信する予定で、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】 

・防災ワークショップ ～さぁ、体感しよう！！災害時のトイレ～fromジシン本(大阪

市北区との連携) 

・防災まち歩き探検 ～川の水が溢れそうになったって、ほんと！？～fromジシン本

(大阪市北区との連携) 

・観光船の使用済みロープを使ったアクセサリーづくり(イズミヤ SC寝屋川店、大阪

水上バスとの連携)  

・親子で学ぼう 淀川の生き物の話とお絵かき(イズミヤ SC門真店、大阪府立環境農 

林水産総合研究所生物多様性センターとの連携)  

・マジパンでつくるアート作品(大阪調理製菓専門学校連携) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

▲絵画募集ポスト【2021年】 

▲大阪市北区防災講座(大阪市北区連携)【2021年】  ▲京阪電車の駅や電車の防災クイズ 

(京阪電気鉄道㈱連携)【2021年】 

 

 



 

3．その他関連企画 

協働企業とともに各地でコラボレーション企画を開催します。 

   ①「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 2022」の参画アーティストによる

作品を展示します。 

【開催期間】8月 25日(木)～9月 21日(水) 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】坂東志保 

   【アートワークショップ】 

9 月 11日(日)「描こう！みんないきものがたりワークショップ」 

②「㈱エイチ・ツー・オー商業開発」とのコラボレーション企画 

イズミヤ SC寝屋川店とイズミヤ SC門真店にて、「みんないきものがたり つづくよ

どこまでも」をテーマに店頭で作品募集・展示とアートワークショップを開催しま

す。 

イズミヤ SC寝屋川店での取り組み 

【作品募集】8月 30日(火)まで 

【受付場所】イズミヤ SC寝屋川店 2階中央レジ 

【作品展示】8月 1日(月)～9月 30日(金) 

【展示場所】イズミヤ SC寝屋川店 1階 (京阪電車寝屋川市駅下車徒歩すぐ) 

【アートワークショップ】 

8月 6日(土)「観光船の使用済みロープを使ったアクセサリーづくり」 

イズミヤ SC門真店での取り組み 

【作品受付】8月 27日(土)10：00～16：00 

【受付場所】イズミヤ SC門真店 2階特設会場 

【作品展示】8月 27日(土)～9月 30日(金) 

【展示場所】イズミヤ SC門真店 2階特設会場(京阪電車門真市駅下車徒歩すぐ) 

【アートワークショップ】 

8月 27日(土)「観光船の使用済みロープを使ったアクセサリーづくり」、 

「親子で学ぼう 淀川の生き物の話とお絵かき」 

③ 「大阪調理製菓専門学校」とのコラボレーション企画 

大阪調理製菓専門学校にて、マジパン(砂糖とアーモンドを練り合わせた洋菓子)

で作るアート作品のワークショップを開催します。 

【開催日】11 月 6日(日) 

第 1部 10時～12時(対象：未就学児)15組 30名 

第 2部 13時～15時(対象：小学生)15組 30名 

【参加費】参加費用 500円(ケース代込み) 

【開催場所】大阪調理製菓専門学校 ecole UMEDA 5F 実習室 

(京阪電車大江橋駅下車徒歩約 5分) 

▶各企画の詳細や、参加方法についてはキテミテ中之島の Webサイトをご覧ください。 

(URL:www.keihan.co.jp/traffic/kitemite/) 

https://www.keihan.co.jp/traffic/kitemite/


 

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 

〇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。 

〇各催事等については社会の状況や天候等により、予告なく内容の変更や中止するこ

とがあります。 

 

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 2022』」係) 

 

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 

京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について 

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、ＳＤＧｓの

達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会

に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として

展開し、お客さまにご提案しています。 

規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にも

いいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入

れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するた

め、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。 

▶ 本取り組みは、BIOSTYLE の概念を事業化する取り組みとして BIOSTYLE 事業認証を受けています。 

▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら   https://www.keihan-holdings.co.jp/business/biostyle/ 

 

以 上  

mailto:kitemite-nakanoshima@ml.keihan.co.jp
https://www.keihan-holdings.co.jp/business/biostyle/

