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御堂筋まちづくりネットワークは、大阪の
顔である御堂筋が「活力と風格あるビジ
ネス街」として維持発展することを目指し
て活動しています。

お問い合せ先：
御堂筋まちづくりネットワーク事務局
ＴＥＬ：06-6263-7541
ＭＡＩＬ：info@midousuji.biz

御堂筋沿道彫刻を紹介する彫刻カード
を発行します。初回は、
・ザツキン「アコーディオン弾き」
・ロボ「髪をとく娘」
・ブールデル「腕を上げる大きな女」
・淀井敏夫「渚」
・船越保武「道東の四季～春～」
・メッシーナ「ブレンダのヴィーナス」
の6体を予定しています。

御堂筋

AUTUMN GALLERY
2005 10/14(Fri)～11/18(Fri)

■「彫刻とまちづくり」シンポジウム
・・・彫刻というまちの財産のまちづくりへの展開を考えます

10/21（金）
18：00～20：30（開場17：30）
＠アクセスホール（アクセス本社ビル3F）

※無料（事前申込：詳細はチラシを御覧ください）

◇第1部　基調講演：蓑豊氏
（金沢市助役・金沢21世紀美術館館長・
　大阪市立美術館館長）

◇第2部　パネルディスカッション
・桝田知身氏（境港市観光協会会長・水木しげる記念館館長）

・篠原祥氏（当会プロモーション部会長）

　その他、大阪市立美術館学芸員の方を予定

コーディネーター：橋爪紳也氏（大阪市立大学助教授）

※ウェルカム演奏：学校法人相愛学園　

主催：御堂筋まちづくりネットワーク

協力：株式会社アクセス

■「彫刻とまちづくり」展�
・・・様々な取組みを行っている彫刻のまちをご紹介します

10/14（金）～11/18（金）
＠御堂筋i-point（銀泉備後町ビル1F）

※無料・土日祝休館

主催：御堂筋まちづくりネットワーク

協力：銀泉株式会社  

御堂筋AUTUMN GALLERYは、御堂筋が「活力と風格あるビジネス街」として
発展することを目指して御堂筋まちづくりネットワークが開催するイベントです

御堂筋まちづくりネットワーク

みのゆたか

ランドアクシスタワー

まちかどコンサートまちかどコンサート
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「いちょう」工芸菓子特別展示「いちょう」工芸菓子特別展示

「御堂筋と中之島で都心のまちづくりを考える」展「御堂筋と中之島で都心のまちづくりを考える」展
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着物であるく御堂筋着物であるく御堂筋
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SkyOasis屋上庭園公開（毎週金曜日）SkyOasis屋上庭園公開（毎週金曜日）
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せんばGENKIまつりせんばGENKIまつり

MIDOSUJI　SCULPTURE　CARD



■第14回都市環境デザインフォーラム
　　「都心のまちづくり、その担い手」
11/12（土）
10：00～17：00（受付開始9：00）
＠アクセスホール（アクセス本社ビル3F）

主催：都市環境デザイン会議　関西ブロック

後援：御堂筋まちづくりネットワーク　他

御堂筋平野町街園開園記念

御堂筋まちづくりネットワーク

■OSAKA CENTRAL PARK 2005
　　　～ART TOWN～

11/3（木・祝）～11/13（日）
＠御堂筋各所

＜御霊神社＞～入場無料～

＊文楽展覧会

　11/3（木・祝）～11/13（日）10：00～17：00

＊乙女文楽公演

　11/5（土）１回目／14：00　２回目／16：00

＊セントラル歴史紀行スタンプラリー

＜自由散策型ウォーク＞

　11/3（木・祝）～11/13（日）10：00～17：00

　　※スタートは大阪ビジターズインフォメーション梅田

　　（JR大阪駅御堂筋口）

＜大阪市中央公会堂＞

＊日・韓 JAZZ Special Concert

～韓国を代表するトップ・ミュージシャンと日本を

代表するジャズメンのスペシャルコラボレーション

　11/4（金）開場18：00　開演18：30

　　　　　　S（１F指定席）5000円（税込）

　　　　　　A（2F自由席）4000円（税込）
　出演：大塚善章（P）・宮本直介（B）他

※詳細はパンフレットを御覧ください。��　

主催：ラジオ大阪（TEL：06-6577-1300）他

共催：大阪市　他

後援：御堂筋まちづくりネットワーク他

■第2回御堂筋放談
・・・創業100年を迎える大阪ガスより山田顧問をお招きします�

11/14（月）18：30～19：30（開場18：00）
＠ガスビルホール（大阪ガス本社ビル3F）

※入場無料（事前申込：詳細はチラシを御覧ください）

講師：山田廣則氏（大阪ガス株式会社顧問）

『ロマンと文化の御堂筋』
昭和8年竣工のガスビル建設時の映像などを
交えながら、御堂筋界隈の歴史を振り返る
と共に、これからの活力と風格のある御堂
筋の維持・発展に向けたメッセージをお届

けします。

主催：御堂筋まちづくりネットワーク・大阪ガス株式会社

■まちかどコンサート�
・・・秋のまちかどにサックスの軽快な演奏をお届けします

10/14（金）12：25～12：45　18：00～19：00
＠御堂筋i-point（銀泉備後町ビル1F）

出演：Four Leaved Clover Ensemble
　　　（三好美佐保・酒井智代・山口裕佳里・川上拓也）

主催：御堂筋まちづくりネットワーク・学校法人相愛学園

協力：銀泉株式会社

■英国文化研究会ガーデニングアート展
・・・御堂筋平野町街園にガーデニングアートが彩りをそえます

10/11（火）～10/23（日）
＠御堂筋平野町街園前（平野町3丁目交差点付近）

主催：御堂筋まちづくりネットワーク

協力：EMIプロジェクト・あいおい損害保険株式会社・

　　　大阪ガス株式会社・株式会社新日鉄都市開発・

　　　山本不動産株式会社

■御堂筋ポイントラリー
・・・御堂筋のお店やイベントを巡ってスタンプを集めましょう！

10/14（金）～11/18（金）
※詳細はポイントラリー用紙（イベント会場・協力店舗他

に配置）またはhttp://www.midosuji.bizをご覧ください。

主催：御堂筋まちづくりネットワーク

■ロゴマーク募集！
・・・2006年4月から使用する当会のロゴマークを募集します

10/14（金）～11/30（日）
※詳細はロゴマーク公募チラシ（イベント会場他に配

置）またはhttp://www.midosuji.bizをご覧ください。

主催：御堂筋まちづくりネットワーク

■『上方絵に見るガス燈のある風景』
10/17（月）～10/31（月）
＠ガスビル食堂ロビー（大阪ガス本社ビル8F）

主催：大阪ガス株式会社

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■大阪ガスショールーム
　　リニューアルオープンイベント
10/19（水）
＠大阪ガスビル１Fショールーム
クッキングイベント開催！10/19（水）～10/21（金）
メモリアルランチ：各日11：30～13：30、
メモリアルスィーツ：各日14：30～16：00

各おひとり様100円（予約不要）

主催：大阪ガス株式会社

■大阪芸術大学展～ジャパン・ルネッサンス～
10／11（火）～21（金）　10：00～18：00　※土曜日～14：00
＠ランドアクシスタワー1F

※日祝日休館・入場無料

主催：大阪芸術大学デザイン学科

協力：御堂筋まちづくりネットワーク・明治安田生命保険相互会社

■ブックリサイクルチャリティバザー�
10/27（木）、28（金）
＠大阪ガスビル前（御堂筋側）

主催：大阪ガス"小さな灯"運動

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■御堂筋ふれあいバザー�
10/25（火）～28（金）、11/15（火）～18（金）
＠大阪ガスビル前（御堂筋側）

主催：大阪ガス"小さな灯"運動

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■「豆の種」プレゼント～植えて育てて～�　
11/1（火）～11/30（水）
＠Nuts　DOM

主催：まめ新

協力：御堂筋まちづくりネットワーク�　

■北御堂相愛コンサート�　
10/27（木）、11/18（金）12：25～12：45
＠北御堂

主催：本願寺津村別院・学校法人相愛学園

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■SkyOasis屋上庭園公開
毎週金曜日12：00～13：00
＠竹中工務店屋上

主催：株式会社竹中工務店

協力：御堂筋まちづくりネットワーク�　

■花と緑のスタンド�　
10/13（木）、14（金）
＠御堂筋i-point前�

主催：農林中央金庫

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■教員によるSOAIコンサート
　　　～オペラ！オペラ！Part2～�

11/11（金）18：30～
＠相愛学園本町校舎

主催：学校法人相愛学園

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■着物であるく御堂筋�　
11/2（水）
＠御堂筋各所

主催：学校法人相愛学園

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■BEGA LIMBURG展
10/12（水）～14（金）
＠ヤマギワショールーム照明館

主催：ヤマギワショールーム

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■「いちょう」工芸菓子特別展示
10/14（月）～11/18（金）
＠源吉兆庵

主催：源吉兆庵

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

　
10/31（月）～11/4（金）
＠御堂筋i-point（銀泉備後町ビル1F）

主催：都市環境デザイン会議　関西ブロック

後援：御堂筋まちづくりネットワーク

■「御堂筋と中之島で都心のまちづくりを考える」展　

■ハロウィーン・キッズ仮装パーティー�　
10/30（日）12：00～
＠ハードロックカフェ大阪

主催：ハードロックカフェ大阪

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■ヤマギワショールーム新作展示
10/6（木）～10（月・祝）
＠ヤマギワショールームインテリア館

主催：ヤマギワショールーム

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

■せんばGENKIまつり
9/24（土）～11/18（金）
＠御堂筋各所

主催：船場GENKIの会

協力：御堂筋まちづくりネットワーク

大阪デザイナーズウィーク2005公式イベント

大阪ガス創業100年記念展示


