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Design＆Fashion
大阪デザイナーズウィーク
大阪芸術大学学生作品展覧会‑創る喜び‑
2002年2003年に製作された学生の作品を
中心に展示。
10/27水〜10/31日 10:00〜17:00
明治安田生命大阪御堂筋ビル１Ｆアトリウム
入場無料
主催：大阪芸術大学
協力：御堂筋まちづくりネットワーク
問合せ：大阪芸術大学ＩＤ合同研究室
0721‑93‑3781（川口､中島､広末）

カーサミア大阪 デザインセミナー
建築家 大江 匡 氏 講演「リキッドスペース」
10/29金 17:00〜18:00（16:30開場）
アクセス本社ビル３Ｆホール
入場無料〈要予約：定員180名〉
主催：カーサミア大阪
申込み、問合せ：カーサミア大阪06‑6271‑8899

大阪コレクション･シンポジウム
‑ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ&ﾋﾞｼﾞﾈｽ､夢いっぱい‑
国際的ﾃﾞｻﾞｲﾅｰのｺｼﾉﾋﾛｺさんはじめ、ﾌｧｯｼｮﾝの
現場に関わるﾊﾟﾈﾘｽﾄが議論を展開する。
11/1９金 17:00〜18:30
アクセス本社ビル３Ｆホール
入場料：前売1,000円、当日1,500円
出演者：コシノヒロコ/ファッションデザイナー
野田謙志/㈱オリゾンティ海外担当部長
中野亮/㈱スペース 代表取締役
藤井輝之/ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾅｰ・プラウド 代表
主催：大阪コレクション開催委員会
共催：御堂筋まちづくりネットワーク
チケット購入、問合せ：大阪コレクション運営事務局
06‑6222‑3338

コシノヒロコ講演会
〜撰壇塾(せんたんじゅく)ｏｎ御堂筋〜
国際的デザイナーのコシノヒロコさんが｢大阪の
ファッションのブランド力｣を語る。
11/19金 19:00〜21:00＜講演終了後、交流会＞
アクセス本社ビル３Ｆホール
入場料：前売3,150円、当日4,000円
(交流会参加費1,000円、当日受付）
主催：(財)関西生産性本部 (社)関西経済連合会
共催：大阪コレクション開催委員会
御堂筋まちづくりネットワーク
チケット購入、問合せ：(財)関西生産性本部撰壇塾事務局
06‑6444‑6464又はhttp://www.sentanjuku.com

大阪コレクション･新進デザイナー作品展
実力派若手デザイナーによる最新ファッション
が御堂筋のまちかどに登場。
11/1月〜30火 9:00〜20:00
御堂ビル１Ｆショーウィンドー(御堂筋側)
主催：(財)大阪デザインセンター 大阪コレクション開催委員会
共催：御堂筋まちづくりネットワーク
問合せ：大阪コレクション運営事務局 06‑6222‑3338

Music
大阪ガス･癒しの音楽(第18回)
〜木の温もり、マリンバの調べ〜
秋の夜長、、、マリンバの音色をお楽しみくだ
さい。
11/10水 18:30〜20:00＜開場18:00＞
大阪ガスビル３Ｆホール
入場無料（募金をお願いします）
＜要予約：先着200名様＞
出演者：北口桂、橋本佳奈、玉井早苗
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
申込み、問合せ：大阪ガスいきいき市民推進室
06‑6205‑4723
都合により、予告なしにイベントの内容に変更が生じること
があります。あらかじめご了解ください。
チラシ全般に関する問合せ：
御堂筋まちづくりﾈｯﾄﾜｰｸ事務局 ０６−６２６３−７５４１

御堂筋ポイントラリー
まちなかのイベントや御堂沿道の店舗をめぐり、
ポイントを集め、景品をもらおう！

ランチタイムコンサート
ランチのひと時をおしゃれな音楽とすごしませ
んか？
10/27水､11/10水､11/17水 いずれも12:10〜12:45
パオパーク(大阪ガスビル1Ｆ)
入場無料
主催：大阪ガス㈱
問合せ：大阪ガス㈱ 06‑6202‑2221

御堂筋まちかどコンサート'０４秋
金管五重奏団「COMIC BRASS QUINTET!!」
の迫力ある演奏。春に続く第２弾！
11/8月 ランチタイム12:30〜（ビル前）
トワイライト18:00〜（ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ）
御堂筋ｉ‑point＠銀泉備後町ビル
入場無料
主催：御堂筋まちづくりネットワーク (学)相愛学園
問合せ：ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局06‑6263‑7541

教員による ＳＯＡＩ Ｃｏｎｃｅｒｔ
〜オペラ！オペラ！〜
海外でも活躍の一流の声楽家の競演。その魅力的
な歌声をお楽しみください。
10/21木 18:00開場 18:30開演
相愛学園本町講堂
入場無料
主催：相愛大学
協力：御堂筋まちづくりネットワーク
問合せ：相愛大学06‑6612‑5900

北御堂相愛コンサート
〜クラシックへの誘い〜
昼休みのひと時、クラシックの調べで心を癒して
もらえる時間と空間を。
10/21木、11/25木 12:30〜12:50
本願寺津村別院（北御堂）本堂
入場無料
主催：本願寺津村別院 相愛大学
協力：御堂筋まちづくりネットワーク
問合せ：本願寺津村別院06‑6261‑6796

Flower＆Green
『豆の種』プレゼント〜植えて育てて〜
秋植えの豆の種をプレゼントします。大切に育
ててください。
11/1月〜11/30火 平日9:30〜19:30
土11:00〜18:00 日祝休
ＮｕｔｓＤＯＭ（ナッツダム）店内
主催：まめ新
問合せ：ＮｕｔｓＤＯＭ 06‑6221‑1717

花と緑のスタンド
期間限定のスタンドが登場。花と緑が御堂筋に
季節感とうるおいをもたらします。
11/8月･9火
農林中央金庫大阪支店前
主催：農林中央金庫大阪支店

ガーデニングアートコンテスト2004
昨年好評のコンテナガーデンの作品展示とコン
テスト。秋の草花が北御堂境内を彩る。
11/8月〜11/21日
10:00〜19:00（最終日1３:00まで）
本願寺津村別院（北御堂）境内
入場無料
主催：御堂筋まちづくりネットワーク
後援：｢新しい時代の御堂筋｣協議会
問合せ：ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局06‑6263‑7541
出品は一般公募。応募方法はﾈｯﾄﾜｰｸのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに
http://www.midosuji.biz

Sky Oasis屋上庭園特別公開
御堂筋の３１ｍ上にある緑と風を感じてくださ
い。最先端の屋上の緑化技術にも注目｡
11/13土 10:00〜17:00
10/22金､29金､11/5金､12金､19金 12:00〜13:00
御堂ビル屋上
入場無料
主催：㈱竹中工務店

10/21木〜11/21日
詳細はポイントラリー用紙をご参照ください｡（用
紙は、期間中ｲﾍﾞﾝﾄ会場、協力ｼｮｯﾌﾟ他に配置予定）

Special
大阪市・上海市都市計画シンポジウム
上海の都市開発と万博をテーマにした日中の知識
人によるシンポジウム。
10/27水 14:00〜16:30
アクセス本社ビル3Fホール
入場無料
主催：大阪市 (財)大阪市都市工学情報センター
後援：御堂筋まちづくりネットワーク
問合せ：(財)大阪市都市工学情報センター06‑6647‑1910

関西を考える会パネル展 ‑始まりは関西‑
天気と文化は西から。関西生まれのユニークな商品
や文化をヴィジュアルで紹介します。
11/12金〜12/20月 土日祝休
明治安田生命大阪御堂筋ビル1Fアトリウム
入場無料
主催：明治安田生命保険相互会社 関西を考える会
問合せ：大阪総務部・関西を考える会06‑6446‑5123

ブックリサイクルチャリティバザー
古書・中古ＣＤをはじめ、共同作業所のクッキー等、た
くさんのバザー品を取り揃えたチャリティバザーです。
10/21木 10:30〜19:00 10/22金 9:00〜16:30
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
問合せ：大阪ガスいきいき市民推進室 06‑6205‑4723

御堂筋チャリティバザー
〈 小さな灯 ふれあいフェア〉
共同作業所やボランティア団体を応援するチャ
リティバザーです。
11/18木 10:30〜19:00､11/19金 9:00〜16:30
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
問合せ：大阪ガスいきいき市民推進室06‑6205‑4723

『いちょう』工芸菓子特別展示
いちょうをテーマに、お菓子をアートまで高める工芸菓
子の展示。店内のギャラリーも一見の価値があります。
10/2５月〜 平日9:00〜20:00 土10:00〜18:00
日祝11:00〜18:00
源吉兆庵大阪御堂筋店(不動建設ビル１Ｆ)
主催、問合せ：源吉兆庵大阪御堂筋店 06‑6228‑6644

『かっこええ大阪』ええはがき展on御堂筋
手づくりの絵はがきにより大阪の隠れた魅力を
展示しています。
11/9火〜11/21日
平日10:00〜20:00 土日調整中
御堂筋i‑point＠銀泉備後町ビル
入場無料
主催：大阪ええはがき研究会
後援：御堂筋まちづくりネットワーク

着物であるく御堂筋
相愛高校の生徒が着物で御堂筋を散策したり、
御堂筋の企業を訪問します。
11/４木 昼頃〜 御堂筋各所
主催：相愛高等学校
協力：京都和装産業振興財団 ㈱大阪ガス
京阪神不動産㈱ ㈱鴻池組 ㈱竹中工務店

ヤマギワ㈱

Halloween仮装コンテスト
入賞者に豪華プレゼント。参加者全員に参加賞
も。早目の御予約をお勧めします。
10/31日 19:00〜ｴﾝﾄﾘｰ開始 20:30〜ｺﾝﾃｽﾄｽﾀｰﾄ
ハードロックカフェ大阪（イトウビル1Ｆ）
主催、予約、問合せ：ハードロックカフェ大阪
06‑6120‑5711
※KIDS仮装ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨも同日開催。11:00ｽﾀｰﾄ
参加費 大人¥1,575‑ 小人¥1,050‑
（特別ﾌﾟﾚｰﾄ料理･ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付、税込み）

ヤマギワショールーム新作展示
2004年 ミラノサローネで発表の新作。
10/27水〜10/31日 10：30〜19：30
ヤマギワ大阪･インテリア館、照明館
入場無料
主催、問合せ：ヤマギワ大阪 06‑6258‑6561

