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 天神祭２０１８ 最新情報 

2018 年開催日程 

装束賜式(しょうぞく たばりしき) 

6 月 25 日(月) 15:00～16:30 

 

記念切手初版奉納式 

7 月 1 日(日) 11:00～11:30 

 

天満天神七夕祭 

7 月 7 日(土) 15:00～21:00 

 

市民船抽選会(昨年は中止) 

7 月 12 日(木) 11:00 

 

天神祭奉納ドラゴンボート選手権大会 

7 月 17 日(火) 8:40～18:00 

 

伏見三十石船 献酒式 

7 月 22 日(日) 13:00～14:00 

 

御羽車巡幸祭(ギャル神輿) 

7 月 23 日(月) 

 

宵宮祭 

7 月 24 日(火) 

 

本宮祭・花火打ち上げ 

7 月 25 日(水) 

 

～天神祭とは～ 

天神祭は京都祇園祭、東京神田祭と並ぶ日本の三大祭りの一つです。さらに愛

染堂勝鬘院の愛染祭、住吉大社の住吉祭とも並ぶ大阪の三大夏まつりの一つで

す。 

 天神祭は古くは天暦５年(９５１年)から始まり、日本の三大祭りには江戸時代

に認定されました。元々は禊払い(みそぎばらい)を行うため、船を仕立てて奉迎

したのが始まりとされていて、主に陸渡御(りくとぎょ)、 船渡御(ふなとぎょ)

の二つの行事が行われます。 

 陸渡御は三陣構成の神輿行事です。一陣が「催太鼓(もよおしだいこ)」を豪快

に鳴らし、二陣が神様を乗せた「御鳳輦(ごほうれん)」と御羽車を担い、トリの

三陣が「鳳神輿（おおとりみこし）」「玉神輿（たまみこし）」の二つの神輿を担

いで大阪市内を練り歩いていきます。この大行列は２キロに及び、天神橋の北詰

乗船場へ向かっていきます。 

女性の担ぎ手も活躍する「天神祭女性神輿」も合わせて行われています。天神

橋商店街を練り歩く３５年の歴史を持つ現代の神輿で、「ギャルみこし」の名で

親しまれています。 

船渡御は、神様を乗せた御鳳輦奉安船(ごほうれんほうあんせん)を先頭にし

た、100 隻前後の船団の事です。豊臣秀吉が大坂城を築いた頃に整ったもので、

大川を行き交う船団が船同士のすれ違いに「大阪締め」を行います。 



2018 花火大会特集 
 

教祖祭 PL 花火芸術  打ち上げ数約 20000 発 

8 月 1 日(水)《打ち上げ時間》20：00～20：40 ごろ雨天決行 

富田林市 【最寄り駅】近鉄富田林駅 

 

第 48 回みなとこうべ花火大会  打ち上げ数 約 15000 発 

8 月 4 日(土) 《打ち上げ時間》19：30～20：30 荒天中止 順延なし 

神戸市中央区 【最寄り駅】各線三宮・元町・神戸駅 

 

第 30 回記念大会なにわ淀川花火大会  打ち上げ数非公開 

8 月 4 日(土) 《打ち上げ時間》19：40～20：40 

大阪市淀川区 【最寄り駅】JR 大阪・塚本、各線梅田、阪急十三 

 

2018 びわ湖大花火大会  打ち上げ数約 10000 発 

8 月 7 日(火) 《打ち上げ時間》19：30～20：30 荒天時 10 日に順延 

大津市大津港沖 【最寄り駅】JR 大津・膳所、京阪びわ湖浜大津 

 

第 63 回茨木辯天花火大会  打ち上げ数約 3000 発 

8 月 8 日(水)《打ち上げ時間》19：30～20：30 少雨決行順延なし 

茨木市 【最寄り駅】JR 茨木 

 

第 70 回猪名川花火大会  打ち上げ数約 4000 発 

8 月 18 日(土)《打ち上げ時間》19：20～20：20 荒天中止 順延なし 

池田市・川西市 【最寄り駅】阪急池田・川西能勢口、JR 川西池田 

 

泉南 光と音の夢花火  打ち上げ数目指せ 20000 発!!だそうです 

9 月 1 日/2 日《打ち上げ時間》20：00～21：00 雨天決行 荒天中止 

泉南市 【最寄り駅】南海樽井駅 

    

帰りめちゃめちゃ混みます、帰り

時間には余裕をもって 

河川敷で見たい人は 18 時までに会

場入りしましょう、規制がかかりま

す 

穴場は大津京側の皇子山公園です、

打ち上げ場所から距離は離れるの

で迫力は少し落ちますがゆったり

と鑑賞できます。そして大津側と比

べると帰りが圧倒的に楽です。 

筆者が穴場だと思うのはポートア

イランドの北公園、帰りはポートラ

イナーが激混みなので神戸大橋を

歩く選択も考えて。あと三宮側の第

三突堤も 18 時開放と遅めなので狙

い目です、ただし飲み物などは事前

調達で… 

河川敷は観覧場所も広く屋台も豊

富で家族連れやカップルにおスス

メ。筆者は夜景と花火の写真が撮り

たくて五月山ドライブウェイの展

望台から毎年見ております 

音楽と花火が融合する花火大会、花

火 の 前 は 同 時 開 催 の 「 MUSIC 

CIRCUS'18」音楽フェスで楽しんで

花火に突入しよう‼ 

みなとこうべ花火大会 

 

会 

 

 

猪名川花火大会 



E3 
世界最大のゲーム見本市 
 

 

E3とは 

E3とは Electronic Entertainment Expoと言って、アメリカロサンゼルスのコンベンションセン

ターで、毎年 6 月中旬の 3 日間にわたって行われる世界最大のゲーム見本市だ。ゲームの見本市

と言えば、日本の東京ゲームショウ（TGS)を思い浮かべる人がいると思うが全然違う。その最大

の違いは、TGS が一般の人も対象に行われるのに対し、E3 は完全に業界関係者向けのイベントで

ある。（昨年は一般公開も行われた。今年も行われるもよう。）また、TGS には参加しない任天堂

も E3 には参加するので、ゲームハードメーカーの 3 社、任天堂、ソニー、マイクロソフトの 3 社

が一堂に会すイベントでもある。 

 

 

 

 

 

 

 

E3の内容 

主な内容としては、以下の 3つである。 

①展示会本番 

・各メーカーの新作ゲームの体験会。 

・今後発売予定及び開発中ゲームのイメージ映像やビデオ映像の出展。 

・各メーカーのブースは、今後の社運を賭け、趣向の凝ったものとなっているが、前途のと

おり業界関係者向けのイベントのため、商談スペースが広くとられている。 

②展示会前日から行われる各ゲームメーカーによる報道向け発表会 

・各メーカーの今後 1 年間の展望や方針、営業戦略やゲームタイトルの発売計画などを述べ

る。 

③開始日前日から並行して行われる各種カンファレンス 

・講話、ワークショップ等。 

 

 

 

 

 



Ｅ3の歴史 

Ｅ3 の歴史は古く 1995 年に第 1 回が開催された。この当時から会場は、ロサンゼルスのコンベン

ションセンターで行われている。1995 年は、ファミコンブームから始まったゲーム市場がソニー

のプラットフォーム参入を経て一大産業として確立してきたころだ。また、1995 年～2006 年の間

は 5月の中旬に行われていた。2007年、2008年の 2回のみ 7月中旬に行われ、2007年のみカリフ

ォルニア州サンタモニカで開催された。この 2 年間は、大規模な出展によるコストの増加、各メ

ーカーが個別に開催するイベントが増えたなどの理由により、規模を大幅に縮小、完全招待制の

業界関係者のみによるイベントとなった。だが、この極端な縮小は、「Ｅ3 の地位を大幅に下げる

ことになり、注目されなくなるから開催する意味がなくなる」といった批判が集まったため、

2009 年からは、縮小する前と同等の規模で開催されている。そして、昨年と今年は一般公開も行

われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3の目玉 

そんな E3 の目玉は何といっても、各メーカーの新作情報の発表である。これは、クリスマスや年

末商戦への各メーカーの戦略の発表でもあるため、どのメーカーも E3 での発表、展示にはかなり

の力を入れている。そのため、今後の市場全体への影響力を左右するものとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、E3 は世界最大のゲーム見本市であり、ゲームファン並びに業界関係者にとって、

絶対に外せない最重要イベントなのだ。 

 

（写真は全て昨年のものです。 https://www.e3expo.com/） 



SUMMER SONIC は 2000 年から始まり、今年で 18 年目の開催です。東京・大阪で同日開催

しており、出演者が入れ替わるのが特徴です。 

都市型ロックフェスとも言われており、参加者の年齢層は多種多様です。最近は集客のためアイドルの参加も

目立ちますが、洋楽アーティストの出演がメインとなっております。 

決定している今年の出演者のなかで洋楽は BECK や SHAWN MEMDES などです。 

邦楽だと、ONE OK ROCK や back number の出演が決まっています。 

一度にたくさんの洋楽アーティストが出演するので、ちょっと洋楽に興味があるけど、なんだか敷居が高いな

と感じる方は一度行ってみてはいかがでしょう？きっと好みのアーティストが見つかります！ 

 

 せっかく行くなら、会場やチケット料金も知っておきたいですよね！ 

 ということで、2018 年の東京・大阪の日程と情報を載せておきます。 

 

★【東京会場】  

■ZOZO マリンスタジアム＆幕張メッセ 

・8 月 18 日（土） 

Open 9:00am/Start 11:00am 

・8 月 19 日（日） 

Open 9:00am/Start 11:00am 

★【大阪会場】 

■舞洲 SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド） 

・8 月 18 日（土） 

Open 10:00am/Start 11:00am 

・8 月 19 日（日） 

Open 10:00am/Start 11:00am

■【東京会場の料金】 

・1DAY チケット ￥16,000（税込） 

・2DAY チケット ￥29,000（税込） 

・プラチナチケット ￥30,000（税込） 

■【大阪会場の料金】 

・1DAY チケット ￥14,500（税込） 

・2DAY チケット ￥25,500（税込） 

・プラチナチケット ￥25,000（税込）

 

★【夏フェス参加の持ち物と服装】 

 参加にあたって、持ち物や服装も参考にしてください！ 

 男性も女性も好きなバンドの T シャツとハーフパンツで軽装での参加が一般的です。 

髪の長い方はまとめるようにしましょう。また日焼け対策もしっかりしていった方が良いです！ 

 

★【必ず必要なもの】 

・チケット 

・タオル 

・日焼け止め 

・レインコート 

★【あると便利なもの】 

・帽子（日焼け熱中症対策） 

・ウェストポーチ・ショルダーバッグ 

・ドリンクホルダー 

・小銭入れ 

・防寒具（夜に冷えるので、一枚カーディガンを） 

・着替え（汗をかく） 

・サングラス 

・レジャーシート（完全な野外フェスの場合） 

・冷えピタ 
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