OBCのイベント
番組公開録音／特別番組／番組イベント 他
2015年 10／2〜4

船場まつり2015
2日／
「髙岡美樹のべっぴんラジオ」
トークショー＆ミニコンサート
3日／Chicken Garlic Steakミニライブ
4日／木村昴×外崎友亮
「ビバップ・コミュニケーション」

船場まつり２０１５
「髙岡美樹のべっぴんラジオ」
公開生放送

10／25

船場センタービル6号館2階
水谷ひろしのOSAKA歌謡ウェ〜ブin和泉市商工まつり
（公開録音） 池上曽根史跡公園

11／23

OBCラジオまつり 10万人のふれあい広場 2015

12／24・25 第40回 2015ラジオ・チャリティ・ミュージックソン

２０１6年 3／17

大阪城公園太陽の広場

カルチャーイベント
2015年 10/2〜11/10 芸術文化魅力育成プロジェクト「中之島のっと(knot）」

水谷ひろしのOSAKA歌謡ウェ〜ブ公開録音
第51回 上方漫才大賞発表会

メルパルク大阪
梅田芸術劇場メインホール

５／２８

生野区ほんまもんウォーク原田年晴のルーツをめぐる

観音寺納骨堂〜生野区界隈

7／18
9／10
9／19

大阪市中央公会堂ほか
大阪歴史博物館6階特別展示室

ラジオ大阪開局記念特別企画「元気出して行こう！」

11/3

市民講座「咀嚼がつくる健康長寿」

保険医協同組合会館M&Dホール

第5回 黒伊佐錦の会

11/7・8

第28回

大阪刑務所

11/8

第39回 福祉まつり

総合福祉施設関目学園周辺

11/8

足の健康広場

岡山自治会忍ヶ丘会館

11/19

第129回「近畿の警察官」表彰のつどい

大阪国際交流センター・大ホール

11/25

第41回 産経市民の社会福祉賞

帝国ホテル大阪

11/27

焼酎男子・焼酎女子のための本格焼酎＆泡盛フェスタ

ホテル阪神

12/5

がんになる前にがんを知る 第9回〜早期発見と治療法〜

大阪市立大学医学部学舎4階 大講義室

12/12・13

Lantis Presents Original Entertainment Paradise 2015 UNITED FLAG 神戸ワールド記念ホール

京都炭火串焼つじや 京都駅前店
“敬老の日＆FMクイックの日” いい音でハッピー♪ラジオ大阪アクティブシニアスペシャル」

・カラオケレインボー presents ラジオ大阪カラオケ大会2016

オーク広場特設ステージ

・
「熟メン！野村啓司です」
スペシャルイベント

オーク200 6階オークホール

11/16

オークフェスティバル 歌の祭典
ORC200 オーク広場
MIN-ONウエスタン・カーニバルファイナル 永遠のオールディーズ・ヒットメドレー フェスティバルホール

11/20

交声曲「海道東征」コンサート

ザ・シンフォニーホール

11/21・22

山内惠介

21日 文化パルク城陽

熱唱ライブ2015

22日 いたみホール

関西矯正展

12/12〜2016/1/27光のワンダーランド「魔法の美術館」展

あべのハルカス美術館

2016年 1/15〜6/17 第53回 なにわ芸術祭
2/4・5

サンケイホールブリーゼほか

第30回 人権啓発研究集会

2/20・21、3/5・6

大阪国際会議場

OsakaPrix全国クラシックバレエ・コンペティション2016

大阪国際会議場

3/1

MILLEAデビュー1周年記念！無料招待イベント
春野恵子の洋楽一直線！〜浪曲POPS偉人伝The Live〜

SOARS MUSIC LAB
ロイヤルホース

3/21

デビュー15周年記念 山内惠介 熱唱ライブ2016 〜愛・生きる力〜

すばるホール

4/10

飯田里穂

BIG CAT

3/19〜3/27 蒼樹うめ展in大阪

4/10

森久保祥太郎LIVE TOUR2016

京都FANJ

5/3

ORC200歌の祭典

ORC200 オーク広場

3/23

ハッピーエイジング＆ソナエ博2016春

スイスホテル南海大阪

5/21

中村泰士Ｋｉ
ｊ
ｕ '77コンサート

イエスシアター

6/4

産経チャリティーショー

大阪国際交流センター

5/22

森久保祥太郎LIVE TOUR 2016

6/5

市民講座「その健康情報、信じていいの？-バイアスを考える-

5/24

綾小路きみまろ 笑撃ライブ

吹田市文化会館メイシアター大ホール

6/25

2016

6/26

第34回 日本ライトハウス チャリティコンサート

ザ・シンフォニーホール

7/27

福田こうへいコンサート2016〜うた魂
（ごころ）
〜

すばるホール

8/17

三山ひろし・市川由紀乃ジョイントコンサート２０１６

大阪狭山市文化会館ＳＡＹＡＫＡホール

9/9

山内惠介コンサート2016

NHK大阪ホール

tour of KISS³
心・裸・晩・唱〜PHASE6〜

心・裸・晩・唱〜PHASE6〜

BIG CAT

スポーツイベント
2015年 10/4

10/12

第1回 ダートランinそのだけいば
第21回 大阪YMCAインターナショナル・チャリティーラン2015

園田競馬場特設コース
花博記念公園鶴見緑地けやき通り南西側

11/1

りんくうリレーマラソン2015

りんくう公園・特設コース

第35回 大阪国際女子マラソン
2016 大阪ハーフマラソン

ヤンマースタジアム長居発着の大阪国際女子マラソンコース
大阪城公園東側発、ヤンマースタジアム長居着の大阪ハーフマラソンコース

2016年 1/31
1/31
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ワイドFM開局スペシャルイベント

10/31〜12/31 特別展「唐（から）画（え）
もん -武禅に閬苑、若冲も-」

音楽イベント

2016年 1/16

生野区ほんまもんウォーク原田年晴のルーツをめぐる

ラジオ大阪本社スタジオ他

５／１４

2015年 10/3

水谷ひろしのOSAKA歌謡ウェ〜ブ公開録音

3/20

JAバンク大阪presents

3/26

ラジオ大阪ハッピーウォーク 貝塚・水間ライド＆ウォーク

大阪城リレーマラソン2016

水間公園

大阪城公園内周回コース

4/29

2016堺シティマラソン

大仙公園・仁徳天皇陵周回コース

5/29

第23回 共生・共走リレーマラソン

花博記念公園

3/1〜3/6

第25回 全日本アートサロン絵画大賞展

3/18

第49回 優良交通警察官表彰式

大阪展

大阪市立美術館
松下IMPホール
大阪文化館・天保山

産経看護職

第46回 お笑いなにわ祭

保険医協同組合会館M&Dホール

就業・復職支援キャンペーン合同就職説明会 阪急グランドビル26F

7/2

2016消防フェスティバル 第31回「大阪の消防大賞」発表会

大阪国際交流センター

7/9〜9/25

デトロイト美術館展

大阪市立美術館

7/16〜9/22 生誕130年記念

藤田嗣治展-東と西を結ぶ絵画

兵庫県立美術館

7/23・24

第22回 与謝野晶子短歌文学賞

7/26

第16回 2016多民族共生人権研究集会

山梨県立文学館
大阪市阿倍野区民センター

7/30〜31

第51回 産經民謡大賞

サンケイホールブリーゼ

9/4

熊本復興！チャリティー熟年フェスティバル

オーク広場

9/16

本格焼酎＆泡盛フェスタ

ホテル阪神

9/19

中学・高校留学フェア２０１６

ブリーゼプラザ ブリーゼタワー8階

映画試写会
2016年 7/23・26・27 夏休みキンカンファミリー映画会 「ミニオンズ」

23日 枚方市民会館大ホール
26日 エルシアター
27日 クレオ大阪中央
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