
おいでよ、みどりの丘に！

アートの秋でエクササイズ！
グランドオープン /特別イベント月間

2020 年 10 月 1日（木）～11月 3日（火・祝）

旧庄内温水プールの閉館・取り壊しに伴うリニューアル工事により、新たな施設として生まれ変わりグランドオープン。
まるで丘の上にある施設のように、高台のロケーションを活かした、真新しい風景がアート作品と共に皆様をお迎えいたします。

【主催】　豊中市　【共催】奥アンツーカ・とよすぽグループ
【協力】　大阪大学　大阪音楽大学　大阪成蹊大学　T-lap/ 四国大学　武庫川女子大学　
　　　　しょうない REK　豊中市スポーツ推進委員協議会
【アートディレクション】　アートプロジェクト気流部

開園時間　9:00～21:00　入園無料

https://toyonakagreensportscenter.wordpress.com/

交流拠点「みつぼの花」
（旧庄内温水プール管理棟）

豊中市立グリーンスポーツセンターがこの秋リニューアルオープン

R E N EWA L



グランドオープン/ 特別イベント月間のテーマは、「アートと共に、庄内地域と共に、リスタート！」

現代アートの作品展示や、一滴の水粒（みつぼ）から波紋が広がり干渉するかのように、ここ豊中市大島町から交流の輪が広がり、地域の未来

という彩り豊かな大きな花を咲かせようと命名された交流施設「みつぼの花」で繰り広げられる、多様で多彩なイベントプログラムを展開。

当センターが持つ「空間の魅力」、豊中市最南端からの「地域の魅力」をフルに引き出し、今後の利活用の広がりと発信を試み、南部の活性化

の１つの拠点として、地域の皆さんと共に再び歩んでいきます。是非、ご来園ください。

アートの秋でエクササイズ！

     WITH SHONAI !

おいでよ、みどりの丘に！

RESTART  WITH ART,
●イベントプログラム～新たな施設での新たなコト作り、スタートします。

●大学生によるチャレンジプログラム！～大学生のお兄さん、お姉さんと新施設を楽しもう！

●メインアート作品/ 展示プログラム　　　　～ART×SPORTS×SHONAI

ゼロ密を心がけて、
新型コロナウィルス

の  

感染予防対策を徹底
した運営を行ってい

ます。

豊中市立グリーンスポーツセンター
イルカのしょうちゃん

「アソブ卓球」 
　by 山田 太地(中学校美術教諭兼造形作家）

　卓球とアートを掛け合わせた、身体と心を通わす、新施設の

  方向性に見合った参加体験型の作品。

　卓球のテーブルがメッセージボードにもなります。

〈期間〉 10月1日（木）～11月3日（火・祝）　
〈時間〉 9時～21時
〈場所〉 交流拠点「みつぼの花」
　※新型コロナウィルス感染予防対策として、体験は土日・祝日のみとなります。

　作品を体験する際は交流拠点「みつぼの花」受付までお願い致します。

　※ラケットや作品の消毒は、体験毎に行います。

「イルカのしょうちゃんライブラリー」　
　by しょうないREK

　庄内にまつわる地域図書や“此処で読むのがおススメ本”など、「リサイクル本」の中

　から厳選された、豊中市最南端の小さな小さなライブラリー。旧庄内温水プールの記憶

　の本棚オブジェクトが交流拠点「みつぼの花」に常設展示されます。

豊中市立グリーンスポーツセンターのキャラクターである

イルカは旧庄内温水プールの床底に描かれていたイラスト

を甦らせたものです。名前は庄内育ちということで、イル

カの“しょうちゃん”と名付けられました。

WHO IS しょうちゃん？

●アートディレクション/ 森野 晋次（気流部代表）
インスタレーション作品や、地域や社会と関わるクリエイティブな空間アートプロジェクトを

全国各地で展開する現代美術家であり空気や風といった見えないものをモチーフに、アートを

通じて誰もが参加できる空間や場所を提案していく芸術団体「気流部」の代表をつとめる。

近年の活動には「徳島ＬＥＤアートフェスティバル2013」「大地の芸術祭越後妻有アートトリ

エンナーレ2015」、「北アルプス国際芸術祭2017」、「瀬戸内芸術祭 2019」などがある。

プロジェクトHP http://kiryu-bu.com/

「RELATIONAL-AIR～庄内の風と」　
　by アートプロジェクト気流部

　施設全体を使った、空間体験型アート作品。

　三角旗やプロペラが、ここ庄内の風や空気感をより体感させ

　北側スロープ、南側階段、エレベーターを上りきった後に広

　がる、新たな風景を創り出します。

「庄内カラーズ」 
　by アートプロジェクト気流部×T-lap（四国大学）

　施設のライトアップ。普段から見慣れ、見過ごされた何気な

　い施設の姿を、ライトアップによる彩りの変化を加え、地域

　に埋もれていた施設の再始動を強く印象づける光景を生み出

　します。T-lap_HP https://www.t-lap.net/

〈期間〉 10月1日（木）～11月3日（火・祝）　
〈時間〉 9時～21時
〈場所〉 グリーンスポーツセンター全体
　※ライトアップはグリーンスポーツセンターの外からでも鑑賞できます。

スポーツの秋
に、芸術の秋

。

グリーンスポ
ーツセンター

では

身体と心の健
康を目指して

いるよ！

さあ、みんな
でエクササイ

ズ！

https://toyonakagreensportscenter.wordpress.com/

「空にみつぼの花を咲かせよう！」by 武庫川女子大学生活環境学部 生活環境学科 建築・まちづくり研究室
  交流拠点「みつぼの花」の天井に吊り下げられたビニール傘、みんなで色とりどりの花紙を投げ入れ、空にカラフルな花を咲かせよう！

 〈開催日時〉10 月 3 日（土）、11 日（日）、18 日（日）　各日共 13時～16時　随時参加できます。
 〈作品展示期間〉10月3日（土）～10月30日（金）

　

「Shonai Music Communication」㧒㧓by 大阪音楽大学 ミュージックコミュニケーションコース
　新しいグリーンスポーツセンターでの音楽×スポーツの出会い＝スポ音。プログラム詳細はグリーンスポーツセンターHPまで。

「未来のグリーンスポーツセンター、そのカタチ」by 大阪大学工学部 建築・都市人間工学研究室
　新しいグリーンスポーツセンターの基本計画に携わった、大阪大学工学部建築コースの研究室による、「場の未来と可能性」のパネル資料を公開。

 〈パネル展示〉　10月31日（土）～11月3日（火・祝）

「恐怖!ドキドキ怪コップLAB～紙コップモンスターを作ろう～」by 大阪成蹊大学芸術学部 美術・アート表現コース/表現教育コース
　紙コップを自分だけのモンスターに変身させよう！完成した作品は交流拠点「みつぼの花」に展示しライトアップ！
　地元の協力のもと、神崎川上流に位置する大学のアートプロジェクトチーム「Architti」による造形ワークショップ。交流拠点「みつぼの花」がハロウィン・ハウスに。

 〈開催日時〉10 月 31 日（土）①13時～14時　②14時30分～15時30分　③16時～17時　※各回定員10人　※事前申込制
 〈申込方法〉右記の二次元コードよりお申し込み頂くか、●お名前 ●ご連絡先(電話番号、メールアドレスなど) ●参加希望時間(①～③）を

   明記の上、FAX:06-6827-3300（大阪成蹊大学美術研究室）へお申込ください。※10月1日から申込開始

 〈作品展示期間〉10月31日（土）～11月3日（火・祝）　

交 流 拠 点
みつぼの花

上記のプログラムは交流拠点「みつぼの花」で実施されます。それぞれの大学、コースの特色を活かしたワークショップや展示、実演にご期待ください。

※各大学の展示パネル、展示作品などに関するお問い合わせは豊中市魅力創造課（06-6858-3201）まで。

「かくれしょうちゃんを探せ！」by 武庫川女子大学生活環境学部 生活環境学科 建築・まちづくり研究室
　グリーンスポーツセンターのあんな所、こんな所に潜む、水をかけると浮かび上がるイルカのしょうちゃん！
　さぁみんなで霧吹きを持ち、イルカのしょうちゃんを見つけて、お宝をゲットしよう！

 〈開催日時〉10 月 3 日（土）、11 日（日）、18 日（日）、11 月 3 日（火・祝）　各日共 13時～16時　随時参加できます。

「トライウォーキング」by 豊中市スポーツ推進委員協議会
リニューアルされたグリーンスポーツセンターを発着場に、周辺の地域を巡る、5Kmの初秋のウォーキング・エクササイズ！

アート作品の中で、庄内の自然と文化の中で、withコロナでのフィジカルディスタンスを保ちながら、身体と心をリフレッシュ！是非ご参加ください。

〈開催日時〉10 月 24 日（土）10時 スポーツセンター（大島町）で集合  ～12時 スポーツセンターで解散
〈対象〉20人（完歩できる人）※事前申込制〈申込方法〉10月1日（木）から電話で申込。参加無料、先着順。〈申込先〉06-6858-2751（スポーツ振興課）

●ご来園されるお客様へのお願い。

※各プログラムは、新型コロナウィルス感染拡大防止策を徹底し、基本的にイベントプログラムは事前申込制をとります。

※ご来園の際は必ずマスク着用をお願いいたします。交流拠点・みつぼの花への入場の際はセンサー型検温、及び消毒にご協力ください。

※万が一、感染が発生した場合には保健所などの聞き取り調査にご協力いただきますよう、お願いいたします。

新型コロナウイルス終息を願い、日本全国15カ所で同時

開催する凧揚げ大会をグリーンスポーツセンターで開催！

「大空高くみんなの願いを！2020」～全国一斉凧揚げイベント 

〈開催日時〉10 月 17 日（土）14時～16時
　　　　　・全国一斉同時凧揚げ大会！！
 　　　　　 　・参加無料、参加自由。凧持ち込みOK！

〈場所〉グリーンスポーツセンター球技場

 ★「願い凧作りのワークショップ」も同日開催！
〈開催日時〉10 月 17 日（土）10時30分～12時 

〈対象〉15組（小学生迄の子どもと保護者）※事前申込制

〈場所〉交流拠点「みつぼの花」

 

豊中市出身で、桂文枝一門の登場です！

グリーンスポーツセンターの交流拠点、みつぼの

花が演芸小屋に！庄内の地元限定ネタ満載の創作

アート落語を披露。笑いも１つのスポーツです（笑）

「スポーツ寄席」～桂三歩の創作アート落語

〈開催日時〉10 月 17 日（土）14時～15時
〈定員〉15人  ※事前申込制　

〈場所〉 交流拠点「みつぼの花」

 

※上記2つのイベントプログラムの〈申込方法〉10月1日（木）から電話で申込。参加無料、先着順。〈申込先〉06-6398-7391（奥アンツーカ・とよすぽグループ）
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　卓球とアートを掛け合わせた、身体と心を通わす、新施設の

  方向性に見合った参加体験型の作品。

　卓球のテーブルがメッセージボードにもなります。

〈期間〉 10月1日（木）～11月3日（火・祝）　
〈時間〉 9時～21時
〈場所〉 交流拠点「みつぼの花」
　※新型コロナウィルス感染予防対策として、体験は土日・祝日のみとなります。

　作品を体験する際は交流拠点「みつぼの花」受付までお願い致します。

　※ラケットや作品の消毒は、体験毎に行います。

「イルカのしょうちゃんライブラリー」　
　by しょうないREK

　庄内にまつわる地域図書や“此処で読むのがおススメ本”など、「リサイクル本」の中

　から厳選された、豊中市最南端の小さな小さなライブラリー。旧庄内温水プールの記憶

　の本棚オブジェクトが交流拠点「みつぼの花」に常設展示されます。

豊中市立グリーンスポーツセンターのキャラクターである

イルカは旧庄内温水プールの床底に描かれていたイラスト

を甦らせたものです。名前は庄内育ちということで、イル

カの“しょうちゃん”と名付けられました。

WHO IS しょうちゃん？

●アートディレクション/ 森野 晋次（気流部代表）
インスタレーション作品や、地域や社会と関わるクリエイティブな空間アートプロジェクトを

全国各地で展開する現代美術家であり空気や風といった見えないものをモチーフに、アートを

通じて誰もが参加できる空間や場所を提案していく芸術団体「気流部」の代表をつとめる。

近年の活動には「徳島ＬＥＤアートフェスティバル2013」「大地の芸術祭越後妻有アートトリ

エンナーレ2015」、「北アルプス国際芸術祭2017」、「瀬戸内芸術祭 2019」などがある。

プロジェクトHP http://kiryu-bu.com/

「RELATIONAL-AIR～庄内の風と」　
　by アートプロジェクト気流部

　施設全体を使った、空間体験型アート作品。

　三角旗やプロペラが、ここ庄内の風や空気感をより体感させ

　北側スロープ、南側階段、エレベーターを上りきった後に広
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 〈作品展示期間〉10月31日（土）～11月3日（火・祝）　

交 流 拠 点
みつぼの花

上記のプログラムは交流拠点「みつぼの花」で実施されます。それぞれの大学、コースの特色を活かしたワークショップや展示、実演にご期待ください。

※各大学の展示パネル、展示作品などに関するお問い合わせは豊中市魅力創造課（06-6858-3201）まで。

「かくれしょうちゃんを探せ！」by 武庫川女子大学生活環境学部 生活環境学科 建築・まちづくり研究室
　グリーンスポーツセンターのあんな所、こんな所に潜む、水をかけると浮かび上がるイルカのしょうちゃん！
　さぁみんなで霧吹きを持ち、イルカのしょうちゃんを見つけて、お宝をゲットしよう！

 〈開催日時〉10 月 3 日（土）、11 日（日）、18 日（日）、11 月 3 日（火・祝）　各日共 13時～16時　随時参加できます。

「トライウォーキング」by 豊中市スポーツ推進委員協議会
リニューアルされたグリーンスポーツセンターを発着場に、周辺の地域を巡る、5Kmの初秋のウォーキング・エクササイズ！

アート作品の中で、庄内の自然と文化の中で、withコロナでのフィジカルディスタンスを保ちながら、身体と心をリフレッシュ！是非ご参加ください。

〈開催日時〉10 月 24 日（土）10時 スポーツセンター（大島町）で集合  ～12時 スポーツセンターで解散
〈対象〉20人（完歩できる人）※事前申込制〈申込方法〉10月1日（木）から電話で申込。参加無料、先着順。〈申込先〉06-6858-2751（スポーツ振興課）

●ご来園されるお客様へのお願い。

※各プログラムは、新型コロナウィルス感染拡大防止策を徹底し、基本的にイベントプログラムは事前申込制をとります。

※ご来園の際は必ずマスク着用をお願いいたします。交流拠点・みつぼの花への入場の際はセンサー型検温、及び消毒にご協力ください。

※万が一、感染が発生した場合には保健所などの聞き取り調査にご協力いただきますよう、お願いいたします。

新型コロナウイルス終息を願い、日本全国15カ所で同時

開催する凧揚げ大会をグリーンスポーツセンターで開催！

「大空高くみんなの願いを！2020」～全国一斉凧揚げイベント 

〈開催日時〉10 月 17 日（土）14時～16時
　　　　　・全国一斉同時凧揚げ大会！！
 　　　　　 　・参加無料、参加自由。凧持ち込みOK！

〈場所〉グリーンスポーツセンター球技場

 ★「願い凧作りのワークショップ」も同日開催！
〈開催日時〉10 月 17 日（土）10時30分～12時 

〈対象〉15組（小学生迄の子どもと保護者）※事前申込制

〈場所〉交流拠点「みつぼの花」

 

豊中市出身で、桂文枝一門の登場です！

グリーンスポーツセンターの交流拠点、みつぼの

花が演芸小屋に！庄内の地元限定ネタ満載の創作

アート落語を披露。笑いも１つのスポーツです（笑）

「スポーツ寄席」～桂三歩の創作アート落語

〈開催日時〉10 月 17 日（土）14時～15時
〈定員〉15人  ※事前申込制　

〈場所〉 交流拠点「みつぼの花」

 

※上記2つのイベントプログラムの〈申込方法〉10月1日（木）から電話で申込。参加無料、先着順。〈申込先〉06-6398-7391（奥アンツーカ・とよすぽグループ）




