
御堂筋御堂筋
SSPRING GALLERY 2006PRING GALLERY 2006
5/11(Thu)～5/26(Fri)5/11(Thu)～5/26(Fri)

御堂筋御堂筋
SSPRING GALLERY 2006PRING GALLERY 2006
5/11(Thu)～5/26(Fri)5/11(Thu)～5/26(Fri)

5月11日は御堂筋彫刻の日です5月11日は御堂筋彫刻の日です5月11日は御堂筋彫刻の日です
御堂筋まちづくりネットワークでは、地域の貴重な文化資産である御堂筋沿いの
全２７体の屋外彫刻を美しく見せる環境づくりに取り組み始めました
御堂筋が活力と風格あるビジネス街としてより発展するための一歩と捉え、
御堂筋が完成した５月１１日を「御堂筋彫刻の日」とし、美化・広報活動など
地元として取り組めることから始めて参ります

花と緑のスタンド
5/11（木）、12（金）
＠銀泉備後町ビル前

OACクリボラ展2006OACクリボラ展2006
5/11（木）～17（水）5/11（木）～17（水）
11:00～19:00（日曜閉館）11:00～19:00（日曜閉館）
但し 5/13（土）11:00～14:00但し 5/13（土）11:00～14:00

＠ランドアクシスタワー1F＠ランドアクシスタワー1F
　 御堂ビル１Fウィンドウ　 御堂ビル１Fウィンドウ　　　　

OACクリボラ展2006
5/11（木）～17（水）
11:00～19:00（日曜閉館）
但し 5/13（土）11:00～14:00

＠ランドアクシスタワー1F
　 御堂ビル１Fウィンドウ　　

淀屋展
5/15（月）～26（金）
9:00～19:00（日曜閉館）
但し   5/19（土）11:00～14:00
初日　 5/15（月）14:00～19:00
最終日5/26（金） 9:00～14:00

＠御堂筋i-point
（銀泉備後町ビル1F）

淀屋展淀屋展
5/15（月）～26（金）
9:00～19:00（日曜閉館）
但し   5/19（土）11:00～14:00
初日　 5/15（月）14:00～19:00
最終日5/26（金） 9:00～14:00

＠御堂筋i-point
（銀泉備後町ビル1F）

淀屋展
5/15（月）～26（金）
9:00～19:00（日曜閉館）
但し   5/19（土）11:00～14:00
初日　 5/15（月）14:00～19:00
最終日5/26（金） 9:00～14:00

＠御堂筋i-point
（銀泉備後町ビル1F）

淀屋展

まちかどコンサートまちかどコンサート
5/12（金）5/12（金）
ランチタイム12：25～12：45ランチタイム12：25～12：45
トワイライト18：00～19：00トワイライト18：00～19：00

＠御堂筋i-point（銀泉備後町ビル1F）＠御堂筋i-point（銀泉備後町ビル1F）
出演：アンサンブルまんだらげ出演：アンサンブルまんだらげ

まちかどコンサート
5/12（金）
ランチタイム12：25～12：45
トワイライト18：00～19：00

＠御堂筋i-point（銀泉備後町ビル1F）
出演：アンサンブルまんだらげ

まちかどコンサート

第3回御堂筋放談第3回御堂筋放談
「変貌する街・御堂筋」「変貌する街・御堂筋」
5/19（金）5/19（金）
18：30～19：30（17:45開場）18：30～19：30（17:45開場）

＠アクセスホール（アクセスビル3F）＠アクセスホール（アクセスビル3F）
講師：講師：門川 清行門川 清行
　　　　株式会社竹中工務店 常務取締役　　　　　株式会社竹中工務店 常務取締役　

Welcome演奏：井之元 加奈(Piano） 18:00～Welcome演奏：井之元 加奈(Piano） 18:00～          

第3回御堂筋放談
「変貌する街・御堂筋」
5/19（金）
18：30～19：30（17:45開場）

＠アクセスホール（アクセスビル3F）
講師：門川 清行
　　　　株式会社竹中工務店 常務取締役　

Welcome演奏：井之元 加奈(Piano） 18:00～     

第3回御堂筋放談
「変貌する街・御堂筋」

MIDOSUJI 
SCULPTURE CARD 
彫刻写真募集
5/11（木）～7/31（月）
※詳しくは応募チラシをご覧ください

MIDOSUJI 
SCULPTURE CARD 
彫刻写真募集
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御堂筋SPRING GALLERY 2006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

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
明治安田生命保険相互会社
モリト株式会社
有楽土地株式会社大阪支店
株式会社淀川製鋼所

特別会員
社団法人関西経済連合会

「御堂筋彫刻の日」
　5/11（木）8：00～9：00

　＠御堂筋彫刻周辺
彫刻やその周辺の清掃を行います

「御堂筋彫刻の日」

東京建物株式会社関西支店
東芝不動産株式会社
独立行政法人都市再生機構西日本支社
日本生命保険相互会社
日本土地建物株式会社関西支社
日本橋興業株式会社
本願寺津村別院
株式会社マメシン
ミズノ株式会社
三井不動産株式会社関西支社

会員（五十音順）
あいおい損害保険株式会社
株式会社アクセス
株式会社イトゥビル
エヌ･ティ･ティ都市開発株式会社
大阪ガス株式会社
株式会社大林組
関電不動産株式会社
銀泉株式会社
京阪神不動産株式会社
株式会社鴻池組

三富物産株式会社
ＧＥリアル・エステート株式会社
真宗大谷派難波別院
株式会社新日鉄都市開発関西支店
積水ハウス株式会社
株式会社錢高組
学校法人相愛学園
株式会社損害保険ジャパン
株式会社竹中工務店
東京海上日動火災保険株式会社

御堂筋を象徴するイチョウのイメージと、

人と人とが手を取り合うイメージを重ね合わ

せたデザインとして、新緑の緑色と黄葉の黄

色で表現したシンボルマークとなりました　　

多数のご応募を頂きありがとうございました

御堂筋 AUTUMN GALLERY ２００５で
公募した御堂筋まちづくりネットワーク
のロゴマークが今春、決定しました

御堂筋まちづくりネットワーク

入場
無料

入場
無料

入場
無料

要予約

定員
120名



■船場のまちづくり展

■まちかどコンサート 

5月30日(月)～6月10日(金)

5月30日(月)　

◇アンサンブル まんだらげ◇アンサンブル まんだらげ

6月10日（金）■御堂筋放談

講師 ： 門川 清行　講師 ： 門川 清行　株式会社竹中工務店　常務取締役　株式会社竹中工務店　常務取締役　

昨秋に引き続き、御堂筋沿道彫刻を紹介する絵はがきを３作品発行します昨秋に引き続き、御堂筋沿道彫刻を紹介する絵はがきを３作品発行します

彫刻写真募集彫刻写真募集
募集期間 ： 5/11～7/31

竹内麻理子竹内麻理子
(Violin)(Violin)

  佐藤友貴佐藤友貴
(Horn)(Horn)

小南佐和香小南佐和香
(Fagott)(Fagott)

高尾浩一高尾浩一
(Trumpet)(Trumpet)

上堂尚子上堂尚子
(Clarinet)(Clarinet)

北川しのぶ北川しのぶ
(Violoncello)(Violoncello)

    1946年(昭和21年)生まれ。
    1971年(昭和46年)北海道大学大学院修士課程修了。
    同年竹中工務店入社。大阪本店設計部でワールド本
    社ビル、クラボウ本社ビル、神戸海岸ビル、久保惣
　　美術館新館などを担当。大阪本店設計部長を経て、
　　プリンシパルアーキテクトとして梅田ＤＴタワーの
　　プロジェクトマネージメントを担当し、2006年より
　　現職。
    日本建築協会副会長・大阪都市景観賞審査委員

◇演奏曲目◇演奏曲目
昼の部～木と金の響き～
　*Country Road　*少年時代　*川の流れのように
　*星に願いを・・・　*私のお気に入り　*翼をください
　*大きな古時計　*日本の心の歌 特選集

主催：御堂筋まちづくりネットワーク

・『陽光の中で』　佐藤敬助　アクセスビル（プラーネ）前
・『イヴ』　ロダン　大阪ガスビル（FeuFeu）前
・『啓示』　日高正法　大阪朝日生命館（TURRY'S）前

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

主催：御堂筋まちづくりネットワーク ・ 株式会社竹中工務店
協力：株式会社アクセス ・ 学校法人相愛学園

■まちかどコンサート 5月12日(金)　

■御堂筋放談～明日の大阪へのメッセージ～ 5月19日(金)　

■MIDOSUJI SCULPTURE CARD

御堂筋御堂筋  SPRING　GALLAREY 2006
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  E-mail：info@midosuji.biz　ＵＲＬ：http://www.midosuji.biz

ランチタイムランチタイム
トワイライト　トワイライト　

12：25－12：4512：25－12：45
18：00－19：0018：00－19：00

18：30－19：30（開場17：45）入場無料18：30－19：30（開場17：45）入場無料
要予約　詳しくは申込みチラシをご覧下さい　要予約　詳しくは申込みチラシをご覧下さい　

夜の部～木と金と弦の響き～
  *リベルタンゴ　*風笛　*世界の車窓から　*空も飛べるはず
　*六甲おろし　*Ave Maria　*トルコ行進曲　*I got rhythm
　*Super califragilistic expiali docious　*大きな古時計
　*日本の心の歌 特選集

御堂筋がビジネスの街から市民のアメニティの街へ急速に変貌、変容してきました
その歴史を振り返り、更にこれからどこに向かうのか考えてみたいと思います

「変貌する街・御堂筋」「変貌する街・御堂筋」

・『みどりのリズム』　清水多喜示　日本土地建物淀屋橋ビル前
・『姉妹』　中村晋也　淀屋橋東京海上日動火災保険ビルディング前
・『みちのく』　高村光太郎　三菱東京ＵＦＪ銀行前
・『ヘクテルとアンドロマケ』　ジョルジオ・デ・キリコ　興銀ビル前
・『少年と少女』　リン・チャドウィック　郵政互助会心斎橋ビル前

Welcome演奏：井之元 加奈(Piano）
18:00－18:30

相愛高等学校音楽科を経て、
相愛大学音楽学部卒業。
同大学音楽専攻科修了。 
PIARAピアノコンクール全国
大会に於いて最優秀賞及び、
グランプリ受賞。ワルシャワ
ショパン音楽院夏期講習で、M.シュライベル氏に
師事。日本シマノフスキ協会フレッシュコンサート
宝塚ベガ新人演奏会など出演。
杉本紗智子、今岡淑子、片岡みどりの各氏に師事。

※詳細は応募チラシをご覧下さい

－今秋発行する彫刻絵はがきに使用する写真を募集します－

/12 /19 /26

～7/31

5/11 /17/15

御堂筋彫刻の日
まちかどコンサート

第3回御堂筋放談
花と緑のスタンド
OACクリボラ展2006

MIDOSUJI SCULPTURE CARD彫刻写真募集
淀屋展

御堂筋 ＳＰＲＩＮＧ ＧＡＬＬＥＲＹ ２００６は、
けいはんな学研都市と東大阪・大阪との
ゆめはんな連携事業に協力しています
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