御堂筋 AUTUMN GALLERY 2009 イベント報告書

10/11（SUN）～11/27（FRI）

■ 主催イベント
御堂筋彫刻の一斉清掃
ｚｚ日時： 10 月 15 日„木‟ 8：00～8：45
場所： 御堂筋彫刻周辺
参加者： 大阪市、会員„63 名‟
なくそう放置自転車！
日時： 10 月 15 日„木‟ ９：１５～１０：３０
場所： 淀屋橋～本町
参加者： 大阪市、会員„43 名‟
大阪市のサイクルサポーター制度を利用
し、試験的に実施。自転車等利用者への
啓発とともに放置自転車の整理を行いま
した。

平野町街園と
彫刻横プランターの剪定
日時：11 月 10 日„火‟
会場：平野町街園、彫刻横ﾌﾟﾗﾝﾀｰ周辺
主催：E.M.I.PROJECT、大阪市認定ｸﾞﾘｰﾝ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、会員„３７名‟

まちかどコンサート♪
日時：
①10 月 15 日„木‟ 12：10-12：55
「相愛大学ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ“ｵｸﾄ”」

②10 月 29 日„木‟12：10～12：55
「相愛大学ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝｶﾙﾃｯﾄ」

③11 月 5 日„木‟12：10～12：55
「che bella!„ｹﾍﾞｯﾗ‟｣

④11 月 12 日„木‟12：10～12：55
｢相愛大学ﾎﾙﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ“かたつむり★Five”｣

⑤11 月 19 日„木‟12：10～12：55

ポイントラリー2009
日時：10 月 15 日„木‟～11 月 27 日„金‟
ポイントラリー参加店舗：
IDC 大塚家具モダンスタイルショップ淀
屋橋、Nuts DOM、ハードロックカフェ大
阪、平岡珈琲店、feu feu、ミズノ大阪店
ポイントラリーイベント会場：
御堂筋 i－point„銀泉備後町ビル 1 階‟、
北御堂津村ホール„御堂筋放談‟
抽選：12 月中旬実施
賞品：
Ａ賞：ｶﾞｽﾋﾞﾙ食堂ﾍﾟｱﾃﾞｨﾅｰ券 5 本
Ｂ賞：ﾊｰﾄﾞﾛｯｸｶﾌｪ大阪ﾍﾟｱお食事券：3 本
Ｃ賞：ﾐｽﾞﾉ製ｳｫｰｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ：5 本
Ｄ賞：Nuts DOM 豆菓子ｾｯﾄ：10 本
Ｅ賞：大塚家具ﾗﾗｼｪﾙ„消臭剤‟：20 本
Ｆ賞：feu feu ｽｰﾌﾟｾｯﾄ：30 本
Ｇ賞：ﾊｰﾄﾞﾛｯｸｶﾌｪｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾟｰﾃｨｰﾍﾞｱ：30 本
みどﾈｯﾄ賞：ﾄﾞﾘﾝｸ引換券：50 本

賞品発送：12 月末

御堂筋写真展
日時：10 月 15 日„木‟13：00～
11 月 27 日„金‟17：00
会場：御堂筋 i－point„銀泉備後町ﾋﾞﾙ１階‟
表彰式：10 月 15 日 12：10～12：25
応募作品数： 284 作品

MIDOSUJI CARD
御堂筋フォトコンテストの最優秀作品６作
品を絵はがきとして発行。
„彫刻部門３作品、自由課題部門３作品‟
銀泉備後町ビル i-point、ナッツダムに『絵
はがきコーナー』を設置。

「Ortensia„ｵﾙﾃﾝｼｱ‟」

⑥11 月 19 日„木‟18：00～18：45
「Ortensia„ｵﾙﾃﾝｼｱ‟」

会場：銀泉備後町ﾋﾞﾙ公開空地、
京阪神不動産御堂筋ﾋﾞﾙ公開空地

御堂筋フォトコンテスト表彰式
日時：10月15日„木‟ 12：10～12：25
まちかどコンサートの中で、受賞者へプロ
モーション部会長より表彰状の授与、花
束・記念品の贈呈。

第１０回御堂筋放談
｢街づくりを通してみた御堂筋と
これからの時代｣
日時：11月25日„水‟18：30～19：30
18：00～18：30 ｳｪﾙｶﾑ演奏
„弦楽四重奏「ﾄﾞﾙﾁｪ」‟
講師：澤田充氏„㈱ケイオス代表取締役‟
会場：北御堂津村ホール
参加者：81 名

第２回御堂筋フォトコンテスト
テーマ：「光あふれる御堂筋」
応募期間：10 月 15 日„木‟～
2010 年 1 月 15 日„金‟〆切
対象エリア：土佐堀通～博労町通の
御堂筋沿道
募集部門：「御堂筋彫刻」部門、
「自由課題」部門
審査方法：御堂筋まちづくりネットワーク
にて行う
入賞：各部門 3 作品
賞金：30,000 円

MIDOSUJI CALENDAR 2010
たくさんの方に御堂筋の彫刻を知っていた
だき、身近に感じていただきたい、という主
旨で「御堂筋カレンダー２０10」を製作。
第 6 回彫刻写真コンテストと第１回御堂筋
フォトコンテストの最優秀作品と当会で作
成した作品により構成。御堂筋と当会の
PR を兼ねてイベント会場で配布。

御堂筋 AUTUMN GALLERY 2009 イベント報告書

10/11（SUN）～11/27（FRI）

■ 協力イベント
花と緑のスタンド

教員による SOAI コンサート

日時：10 月 15 日„木‟16 日„金‟、
11 月 19 日„木‟20 日„金‟
会場：銀泉備後町ビル公開空地
主催：農林中央金庫大阪支店
協力：銀泉株式会社

相愛大学の教員によるコンサート。
日時：10 月 29 日„木‟
18：00 開場、18：30 開演
会場：相愛学園本町講堂
主催：学校法人相愛学園

｢豆の種｣プレゼント

御堂筋彫刻ガイドツアー
日時：10 月 31 日„土‟
午前の部 10：00～11：30
午後の部 14：00～15：30
参加者：各回 15 名„事前申込‟
会場：御堂筋沿道„淀屋橋～本町界隈‟
内容：大阪市情報発信コーナー「アイ・ス
ポット」を出発し、御堂筋を徒歩移
動しながら十数点の彫刻を大阪市
学芸員による解説付きで鑑賞。
主催：大阪市

着物であるく御堂筋
相愛学園の学生が着物を着て御堂筋沿
道の企業を訪問。
日時：11 月 4 日„水‟
会場：御堂筋各所
訪問企業：あいおい損保保険株式会社
大阪ガス株式会社
京阪神不動産株式会社
株式会社竹中工務店
主催：学校法人相愛学園

北御堂相愛コンサート
～デュオで奏でる音の舞～
日時：10 月 22 日„水‟12：25～12：45
出演：美越希、西村奈菜„ピアノ‟
～寒さの断片～
日時：11 月 26 日„木‟12：25～12：45
出演：川上拓也„サックス‟、
長谷川光„コントラバス‟、
松本有加„ピアノ‟
会場：北御堂本堂

会期中ビーンズショップ Nuts DOM でお買
い物いただいたお客様に、豆の種“おたふ
く豆„そらまめ‟”をプレゼント。
日時：10 月 15 日„木‟～11 月 14 日„土‟
会場：Nuts DOM
主催：株式会社豆新本店

御堂筋ふれあいバザー
日時：10 月 20 日„火‟～23 日„金)
11 月 10 日„火‟～13 日(金)
会場：大阪ガスビル前„御堂筋側‟
主催：大阪ガス“小さな灯”運動

ブックリサイクルチャリティバザー
日時：10 月 22 日„木‟、23 日„金‟
会場：大阪ガスビル前„御堂筋側‟
主催：大阪ガス“小さな灯”運動

SKY OASIS 屋上庭園公開
日時：毎週金曜日 12：15～12：50
会場：御堂ビル屋上
主催：株式会社竹中工務店

ハロウィーン仮装パーティー
日時： 10 月 31 日„土‟19：00～
会場：ハードロックカフェ大阪
主催：ハードロックカフェ大阪

WA-TEN ～デザインでみんなを
つなぐ輪の展覧会～
日時： 11 月 14 日„土‟～27 日„金‟
会場：京阪神不動産御堂筋ﾋﾞﾙｴﾝﾄﾗﾝｽ
主催：NPO 法人ディープピープル

主催：本願寺津村別院、
学校法人相愛学園

多くの方にご参加、
ご協力いただきました。
ありがとうございました。

↑御堂筋カレンダー２０10

http://www.midosuji.biz/

