
【所属凡例】　■大振連=大阪府商店街振興組合連合会　■府商連=大阪府商店街連合会　■市商連=大阪市商店会総連盟

番号 市/区 商店街団体名 開催日 イベント名称 所属

1 住之江区 加賀屋商業協同組合 8月4日（土） ザ・夜店 大振連

2 平野区 長吉中央商店街振興組合 8月4日（土） 河内夜市大阪マラソン応援 大振連

3 中央区南 千日前商店街振興組合 8月10日（金）～11日（土） 2012年大阪マラソン応援　「新みにゃみん」お披露目イベント 市商連

4 淀川区 三津屋商店街振興組合 8月23日（木）～25日（土） 第37回みつやどんたく 大振連

5 大正区 平尾本通商店街振興組合 8月25日（土） サンクス平尾　名物　夜店 大振連

6 西区 キララ九条商店街連合会 8月25日（土） 九条夏まつり 大振連

7 東成区 今里新道筋商店街振興組合 8月25日（土） ザ・夜店 大振連

8 北区 天神橋筋五丁目商店街振興組合 9月1日（土） 天五の夜店 大振連

9 東大阪市 布施駅北部二番街商店街振興組合 9月1日（土） 布施　土曜夜市 大振連

10 東大阪市 大蓮北本通商店街振興組合 9月1日（土） 納涼夜店大会 大振連

11 旭区 森小路商店会 9月1日（土）～7日（金）　 ～旭区制80周年＆大阪マラソンを盛り上げよう～第2回森小路商店街祭り 市商連

12 北区 天神橋筋四番街商店街振興組合 9月28日（金）～30日（日） 第146回　ワゴン市 大振連

13 都島区 京橋地区商店街連絡協議会 9月29日（土） 大阪マラソン応援ステージ 市商連

14 北区 天神橋筋4丁目北商店街振興組合 10月5日（金）～7日（日） ～てんしきた　エンジェルキャンペーン～ 『天使とガラガラ』大抽選会 大振連

15 旭区 千林商店街振興組合 10月5日（金）～8日（月） 恒例！秋の味覚市 大振連

16 中央区南 法善寺前本通り商店街振興組合 10月6日（土）～7日（日） 法善寺前本通り商店街まちなか文化祭 市商連

17 東大阪市 フレッシュタウン鴻池商店街振興組合 10月7日（日） 東大阪鴻池　JAZZ Street 大振連

18 北区 黒崎東商店会 10月13日（土） 第52回北天満サイエンスカフェ「大阪マラソンの走り方」 市商連

19 北区 天神橋筋商店連合会 10月13日（土） 日本一長い商店街をぶらり歩いてグッズもゲット 大振連

20 中央区 千日前道具屋筋商店街振興組合 10月14日（日） 大阪マラソン応援イベント 千日前道具屋筋商店街振興組合 大振連

21 泉大津市 泉大津中央商店街振興組合 10月14日（日） 泉大津わいわいフェスタwithさんま祭り 大振連

22 港区 繁栄商店街振興組合 10月14日（日） 韋駄天まつり 市商連

23 西成区 西成区商店会連盟 10月14日（日）
西成区商店街にぎわい祭り
～よって、みて、遊んでや！～

市商連

24 此花区
四貫島中央通商店街振興組合
四貫島本通り商店街振興組合

10月15日（月） 秋の四貫島感謝祭　此花100円商店街 市商連

25 堺市北区 中百舌鳥駅前通商店街振興組合 10月16日（火） 中百舌鳥フェスティバル2012 府商連

26 堺市北区 堺市駅東商店街振興組合 10月16日（火） 堺市駅東商店街秋の大抽選会 府商連

27 堺市中区 しらさぎ３１０商友会 10月16日（火）～11月4日（木） 商友会とくとく祭 府商連

28 堺市南区 ガーデンシティ専門店会 10月17日（水） ガーデンシティ「秋の感謝セール大抽選会」 府商連

29 堺市中区 深井八田地区商店会 10月17日（水） 深井八田地区商店会　フリーマーケット 府商連

30 堺市北区 エブリー専門店会 10月17日（水） エブリー専門店街　レシート集めて景品プレゼントセール 府商連

31 堺市西区 鳳本通商店街振興組合 10月18日（木） 鳳商店街スタンプラリーマラソン 府商連

32 堺市堺区 ジョルノ専門店商業組合 10月18日（木）／10月22日（月） ジョルノ寄席（10月18日：爆笑ステージ／10月22日：上方落語会） 府商連

33 堺市堺区 堺東中瓦町商店街
振興組合 10月18日（木） なかしん各店の逸品が当たるビンゴゲーム大会 府商連

34 堺市南区 泉北光明池専門店事業
協同組合 10月19日（金） サンピア　オータムセール 府商連

35 堺市北区 エイワ商店街振興組合 10月19日（金） 秋のエイワ商店街まつり 府商連

36 堺市中区 深井プラザ商店会 10月19日（金） 深井プラザチャリティオークション 府商連

37 都島区 京橋中央商店街振興組合 10月20日（土） 大阪マラソン応援「京橋100円商店街+」 大振連

38 堺市堺区 堺山之口連合商店街
振興組合 10月20日（土） アスティ山之口ワゴンセール 府商連

39 堺市堺区 湊駅前東通り商店会 10月20日（土） 湊駅前商店会まつり 府商連

40 住吉区 地下鉄あびこ中央商店街振興組合 10月20日（土） 第7回100円商店街 市商連

41 大正区 大正区魅力発信実行委員会 10月21日（日）　 大阪マラソン　応援まつり 市商連

42 貝塚市 シェルピア専門店会 10月25日（木）～29日（月） 大阪マラソン応援「秋の感謝祭」 府商連

43 生野区 生野本通商店街振興組合 10月26日（金）～27日（土） 大阪マラソン応援！ふれあい100円商店街 市商連

44 中央区 戎橋筋商店街振興組合 10月28日（日） 水都一周クルーズ 大振連

45 東大阪市 岩田本通商店街振興組合 10月28日（日） ハロウィンスタンプラリー 大振連

46 生野区 近鉄今里駅前通商店街 10月28日（日）
※雨天時は11月4日（日）

2012年　フリーマーケット＆フォークソング 市商連

47 西成区 玉出本通商店街振興組合 11月9日（金）～10日（土） クイズ！！大阪マラソン金券セール 大振連

48 生野区 御幸通東商店街振興組合 11月11日（日） 生野コリアタウンまつり2012 大振連

49 岸和田市 岸和田駅前通商店街振興組合 11月11日（日） どんチャカフェスタ「大阪マラソン」盛上イベント 大振連

50 旭区 新森商店会 11月23日（金） フェスティバル新森商店会 市商連

※イベント開催日・名称は変更になる可能性があります。
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