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つむぐ　ひろがる　＃おづの未来つむぐ　ひろがる　＃おづの未来

　泉大津市は昭和 17年４月１日に市制が施行され、今年４月１日に 80
周年を迎えることができました。
　今日に至るまで、郷土を愛し、この素晴らしいまちを築いてこられた先
輩諸賢、市民の皆さん、そして本市の発展にご尽力されたすべての人に心
から敬意と感謝を申し上げます。
　節目となる 80周年の一年は、官民連携・市民共創の視点で、企画の段
階から小中学生や市民の皆さんの想い・アイデアを取り入れた『シンボル
事業』と、市民・団体の皆さんが主体となって企画・実施する『市民提案
事業』などを実施します。
　さまざまな事業を通して「再始動（Restart）泉大津」の起点となる、
未来に向けて希望が感じられる一年を共に創り上げていきたいと思いま
す。
　「つむぐ　ひろがる　#おづの未来」のキャッチフレーズのもと、コロ
ナ禍を乗り越え、市民の皆さんと心を一つに手を取り合いながら、泉大津
市を前に進めていきましょう。

泉大津市長　南出 賢一

旧泉大津駅 泉大津駅西側ロータリー泉大津駅西側ロータリー大津町役場

北助松駅踏切 フェリー乗り場 市民会館市民会館
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80周年記念イベント実施

原動機付自転車オリジナル
ナンバープレート交付事業

市の魅力を市内外に発信するため、原動
機付自転車のオリジナルナンバープレー
トを製作・交付します。
（秋～冬ごろ交付予定）

80 周年記念
だんじりパレード

19 町（濱八町・十二町連合）による
だんじりパレードの開催（秋ごろ実
施予定）や、だんじりの文化や伝統
を次世代へ継承する各種取り組みを
実施します。

（仮称）
泉大津フェニックス市民
にぎわいフェスティバル

普段はなかなか入ることができない泉
大津フェニックス多目的緑地・広場な
どを活用して体験型イベントを実施
します（秋ごろ実施予定）。
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その他　80周年記念シンボル事業一覧
事業名 実施時期（予定） 内容

80周年 PR事業 4 月～
80周年を記念したオリジナルフレーム切手などの記念物品を製作し、市内外に
80周年を大きく PRしていきます。

80 周年記念植樹 秋～冬ごろ 市内の公園などにおいて市民の皆さんと記念植樹を行います。

80 周年×シープラ開館
１周年記念企画

夏～秋ごろ
本市につながりをもつ著名人を招いたトークショー＆展示会、紙芝居貸出用シー
プラオリジナルケースの作製など、80周年とシープラ開館１周年を盛り上げます。

つむぐ ひろがる
スタンプラリー事業

年度内
各 80周年記念イベントや市の魅力を広く知ってもらうためのデジタルスタンプ
ラリーを実施します。

“おづぶら”
魅力発見マップ

秋～冬ごろ
泉大津商工会議所と連携し、地域経済の活性化につながるような市内の散策マッ
プを作成します。

80 周年記念消防活動
普及啓発事業

年度内
80周年仕様の出初式、消防 PR動画の配信、市内の優良危険物関係事業所などへ
の表彰や講演会を行う、危険物安全大会を実施します。

80周年記念いずみおおつ
カルチャートーク

秋～冬ごろ 文化芸術の第一線で活躍する著名な文化人を招いて、フォーラムを開催します。

健康スポーツフェスティ
バル事業

春～秋ごろ
「健康や体力づくり」をテーマに、楽しみながら体を動かせる体験型イベントを
開催します。

※事業・イベント名については変更の可能性有り　※各イベントの開催の詳細は随時掲載します

　ワークショップなどを通して聞かせていただいた、市民の皆さんのアイデアや想いを生かして企画された 80周年記
念事業の象徴となるさまざまなシンボル事業や、80周年を記念し拡充して実施する各種冠事業の実施を予定していま
す。

市にゆかりのある著名人も登場予定 !?
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80 周年記念式典
　本市の 80周年を応援してくれる応援大使の任命式や市内中学校の吹
奏楽部などによる発表会を実施します。新型コロナウイルス感染症対策
に伴い式典関係者での開催となります。
※式典については、FMいずみおおつ（85.5MHz）および、泉大津市公
式YouTube チャンネルでのライブ中継を予定しています。
日時　5月 3日㈷　午後 1時～４時
問合　政策推進課

詳細はこちら

大津町役場

北助松駅踏切

広報いずみおおつ　令和 4年 4月号3



市制施行 80周年記念　市民提案事業

4 月・5月　開催・募集

日時　４月 10日㈰　午前 11時～午後 6時
場所　もんとパーク
内容　泉大津にゆかりのあるアーティストや事業者を集
め、音楽や芸術などの文化を通して、各事業者の交流・
泉大津の魅力を市内外に発信していくイベントを実施し
ます。
問合　DJ－喫茶 OTOOTO
　　　代表　内海（☎ 080・2400・6270）

日時　４月 30日㈯　午前 10時～午後 4時
場所　市民会館跡地　（仮称）小松公園
内容　たくさんの人に新しい公園を知ってもらうため
に、音楽・ダンス・スケートボード・マルシェなど市民
参加型のフェスを開催します。
問合　都市づくり政策課

日時　５月７日㈯　正午～午後５時（受付：午前 11時
～）
場所　総合体育館
対象　泉大津市・忠岡町の小学 1～ 6年生
募集人数　男女 100人
内容　男子・女子に分かれて個人トーナメント戦を行い
ます。
ちゃんこ鍋のふるまいや参加者限定の景品
抽選会もあります。
問合　公益社団法人　泉大津青年会議所
上谷（☎ 21・1090）

　まかろん♪は「泉大津みんなの楽校」という団体で活
動しているシニアダンス部です。
　市制施行 80周年をお祝いする「まかろん♪ ミニコ
ンサート」に出演するシニアダンス部員を募集します。
対象　65歳以上の市内在住の人
定員　15人程度
申込　おづぷらざ（〒 595ー 0025　旭町 22ー 45 テ
クスピア大阪 5階）または公式 LINE から
締切　5月 8日㈰
問合　泉大津みんなの楽校（公式 LINE ま
たはメール ozumin18@gmail.com）

1　泉大津アーティストフェスティバル

3　第 25回わんぱく相撲泉大津場所

2　完成待てない !
新しい公園に向けてのフェス!

詳細はこちら

詳細はこちら 公式 LINE

4　シニアダンス部まかろん♪
　　ミニコンサート

80 周年を盛り上げるため、地域や団体の皆さんが主体となって企画から実施まで行う記念事業です。

※ 70周年記念事業の様子

事業名 内容

泉大津子ども商店プロジェクト・ティー
ンズ起業家育成事業

経営シミュレーションゲームの研修とビジネスの組み立てをレクチャー
する講座を通し、経営を学ぶと共に社会や地域に目を向け、泉大津を盛
り上げる企画を考え発表します。

記念プレミアムコンサート
（あそべるコンサート♪）

遊べるコンサートをコンセプトに音楽を見て・聴いて・触れて存分に楽
しんでいただけるコンサートを開催します。

泉大津フェスタ 防災対策講演会、コンサート、親子体験遊びなど多彩な催しで楽しんで
いただける泉大津フェスタを開催します。

今こそ歌おう♪音楽の宝箱 明治時代から泉大津市のなりたちをたどり、愛唱歌や昭和歌謡などを歌
い楽しむワークショップ、コンサート、YouTube での発信を実施します。

市制 80周年記念茶会・花会
泉大津市を創り育ててくれたシニアの皆さんと、子どもたちとのコラボ
レーション花会を開催し、市の現在と未来をお抹茶と一緒に楽しむイベ
ントを開催します。

松ノ浜グリーンフェス
立体紙切×書 ～ 80 メートルの紙から
生まれる翠の龍～

泉大津の二十歳のアーティスト（立体紙切師 辻笙さん、書家 津守笙人
さん）と子どもたちで、80mの紙から緑化のシンボルとなる翠

ひすい
の龍を

作ります。

地域DEつなぐ！生活応援フェア シニアをはじめ市民の人が交流したり、全員ができる体操体験、シニア
悩み相談ブース開設など地域DEつなぐ！生活応援フェアを開催します。

再発見泉大津！ご当地博覧会 2022 ～
新たな出会いで SDGs

泉大津市ご当地博覧会を開催し、あなたの知ってるとっておきの泉大津
（絶景・お店・名人など）の紹介や、SDGs を学ぶ廃材を使ったコンテ
ストなどを実施します。

ブラボー！ 80周年！ひとつになろう！
泉大津！オーツONEプロジェクト！

80 周年を祝うオリジナルソングの作曲や音楽とダンスのコラボにより
歌って踊る動画を全国へ配信し、80周年と市内各所を PRして「文化の
まち泉大津市」を発信します。

ロゴマークが決定 !

　記念ロゴマークとキャッチフレーズ「つむぐ　ひろがる　
＃おづの未来」は冠事業として認定されると使用することが
できます。
　ロゴマークとキャッチフレーズを活用して、泉大津市の
80周年をさらに盛り上げていきましょう。

冠事業の詳細はこちら→

4 月・5月　開催・募集

開催予定
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