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サントリーミュージアム[天保山]〜美術館に行こう！
ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方
サントリーミュージア
ム[天保山]では７／２５
（金）から「美術館に行
こう！ディック・ブルー
ナに学ぶモダン・アー
トの楽しみ方」展を開
催中です。ブルーナの絵本「うさこちゃん びじゅつか
んへいく」の内容に沿って、約３０点のモダン・アート
を様々な切り口から紹介します。ブルーナの作品は
約７００点展示され、独特の技法やスタイルをどのよ
うに生み出したのか、作品制作の秘密に迫ります。
会
場
会
期
休 館 日
開館時間
問 合 せ

第５２回 大阪薪能
夏の夜を彩る幽玄の世界

ホテルコムズ大阪 『プレジール』
夏のスタミナフェア

ホテル ユニバーサル ポート
ザ・レックス・エンターテイメント・プレイス

「いくたまさん」の愛称で
いく くに たま
親しまれる生國魂神社
で昭和３２年から毎年
開催されている「大阪薪
能」。５２回目を迎える
今年は、源氏物語千年
た ま かづら
ゆう がお
紀にちなみ、玉葛(宝生流)、夕顔(観世流)など２日間
で６つの能と仕舞・狂言が演能されます。夏の夜空
かがり び
の下、篝火の明かりによって演じられる薪能。炎に
照らし出されるきらびやかな衣装、響き渡る笛や太
鼓の音色が幻想的な世界へと誘います。

地下鉄御堂筋線中津駅に
直結するホテルコムズ大阪。
１７Ｆにある、バー・ダイニ
ング「プレジール」の『'０８
夏 新メニュー』のテーマ
は『スタミナ』。夏バテしが
ちなこの時期、暑さを乗り切るシェフ自慢のスタミナ
料理が１５種類登場します。さらに８／８(金)から８／
１７(日)まで期間限定で、サマーバイキングも開催さ
れます。大阪市内の夜景が楽しめる最高のロケー
ションで「元気メニュー」を味わってみては・・・。

今年７月、開業３周年
を迎えたホテル ユニ
バーサル ポートに、
全く新しいエンターテ
イメントゾーン「ザ・レッ
クス・エンターテイメント・
プレイス」がオープンしました。天井から巨大な恐竜
のオブジェが吊り下がるラウンジや、恐竜フィギュア
に囲まれたカフェなど、壁・床・天井にまで迫力ある
恐竜たちが存在し、その数は合わせるとなんと１００
０体！驚きのニュースポットに出掛けてみては？

会
日

場 生國魂神社境内 (地下鉄谷町九丁目３号出口)
時 ２００８年８月１１日(月)・１２日(火)
１７：００〜２０：３０頃
※雨天予備日 ８月１３日(水)
問 合 せ 生國魂神社
TEL：０６−６７７１−０００２（代）

サントリーミュージアム[天保山]
２００８年７月２５日（金）〜９月１５日（月）
９月１日（月）・８日（月）
１０：３０〜１９：３０（最終入場は１９：００）
TEL：０６−６５７７−０００１

http://suntory.jp/SMT/

期

問 合 せ ホテル ユニバーサル ポート
所 在 地 大阪市此花区桜島１−１−１１１
TEL：０６−６４６３−５０００
FAX：０６−６４６３−４０００

間 ２００８年 ７月 １日 (火 )〜 ８月 ３１日 (日 )
※８月８日（ 金） 〜１７日（ 日） のサマ ーバイ キン グ に も日 替わり で 登場

場
所 バ ー・ ダイ ニ ン グ 『 プレジ ール 』
問 合 せ ＴＥＬ：０６−６３７４−１１１７

http://www.hoteluniversalport.jp/

http : //w w w . hotelcom s. jp /osak a/

ビューティフル・ルーザーズ

あの日の指輪を待つきみへ

ベガスの恋に勝つルール

ラストゲーム 最後の早慶戦

それは何もない路上か
ら発信された。Ｄ.Ｉ.Ｙ.(Ｄo
It Yourself)の精神で世
ル ー ザ ー ズ
界を変えた"落ちこぼれ
たち"の軌跡を描く、ドキ
ュメンタリー。１９９０年代、
アメリカ。スケートボード、
© Keith Scharwath
グラフィティ
サーフィン、パンク、ヒップホップ、落書きに熱中し、
社会からはみ出していた若者達。退屈を持てあまし
た彼らは、互いに刺激を求めて集まり、ＮＹで小さな
ギャラリー"ALLEGED"を始めた。そこでは、型には
まらないライフスタイルを反映したアートが自然発生
的に生み出されていった。

人生が続く限り、
愛は終わらない。
ひとつの指輪が呼
び寄せた切ない愛
の真実―。ある日
突然、アメリカで暮
FILMS PREMIER (THIRD) LIMITED PARTNERSHIP/ UK FILM
ら す 女 性 エ セし らル ・ ©SCION
COUNCIL/CLOSING THE RING LIMITED/CTR CANADA LIMITED
アンに届いた報せ。それは、彼女の名前が刻印され
た指輪が、アイルランドで発見されたというものだった。
数奇な運命を経て、彼女の元に戻ってきた指輪。つ
いにエセルは、５０年前に封印した運命の愛に向き
合うことを決意する。半世紀、二大陸を結ぶ、実話
から生まれた感動のラブ・ストーリー。

フィアンセに振られ
たキャリアウーマ
ンのジョイ。仕事を
クビになったジャッ
ク。気晴らしに出
かけたラスベガス
で出会った二人は、
© 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation
意気投合して飲み明かし、勢いで結婚してしまう。翌
朝、正気に戻った二人は結婚を取り消そうとする。と
セント
ころが、ジャックがジョイの２５￠を使ってスロットマ
シーンで３００万ドルを当ててしまったから、さあ大変！
この大金は誰のもの？賞金の所有権を主張し、有
利な離婚をしようとあらゆるプランを画策するが･･･。

６５年の時を
経て、今も語
り継がれる伝
ム
ゲ
ー
説の早慶戦
がある。そこ
には選手た
© 2008「ラストゲーム 最後の早慶戦」製作委員会
ちの熱き思
いと、大人たちの切なる願いがあった。禁じられた野
球にすべてを捧げた男たちの感動の実話。１９４３年、
戦況の悪化に伴い東京六大学野球は廃止され、学
業なかばに徴兵されていく選手たち。彼らに最後の
思い出をと、慶應義塾塾長の小泉は、早稲田大学
野球部顧問の飛田に「早慶戦」を申し込むのだが･･･。

２００８年８月９日(土)
ファントム・フィルム
シネマート心斎橋 ほか
トーマス・キャンベル、マーク・ゴンザレス、ジョー・ジャクソン、
バリー・マッギー ほか

２００８年８月２日(土）より順次
松竹
テアトル梅田 ほか
シャーリー・マクレーン、クリストファー・プラマー、
ミーシャ・バートン、ピート・ポスルスウェイト ほか

松山閣松山

イタリア料理 『ロ・スコリオ』

カバヤ食品株式会社
『キュートキッス』２種類 各６袋を８名様

京料理・本家生ゆば料理

カバヤ食品(株)では、
かわいいハート型の
新食感タブレット「キュ
ートキッス ストロベリ
『ｷｭｰﾄｷｯｽ
ー」と「キュートキッス
『ｷｭｰﾄｷｯｽ
ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ』
ﾚﾓﾝ』
レモン」(各１２６円）を
新発売。爽やかな酸味のタブレットにキャンディチッ
プを配合してサクサク感を実現。さらにホワイトチョコ
でコーティングした新しいおいしさです。今回、２種類
のフレーバー各６袋をセットにしてプレゼント。

京都・御室仁和寺北山
７万坪の庭山に囲まれ
た本家生ゆば京料理「松
山閣松山」。料理に使用
ゆ ば
している豆腐や湯葉は、
こだわ
素材に拘り、毎日自社
工場にて熟練した職人の手で作られています。今回
プレゼントの『ゆばちりめん』は、味わい深い上質の
湯葉と厳選したちりめんじゃこを上品に炊きあげた
保存料無添加の逸品です。

『ゆばちりめん』 (300g入り ￥3,412）を3名様
お

むろ にん な

http://www.kabaya.co.jp/

じ

スキンケアサンプルセット（２週間分）を１０名様
「レコリーヌデュタン」は、細
胞レベルに働きかけ、皮膚
組織の生命力、栄養、代謝
などの総合バランスを整え、
"肌力"を最大限に高める画
期的なスキンケアシリーズで
す。細胞生成においてノーベ
ル賞を受賞した「EGF‑細胞再生因子」をはじめ、ナノ
ヒアルロン酸などの有効成分が年齢と共に低下する
細胞生成を促し、肌本来の機能を活性化します。

イタリア政府に海外における正
当なイタリア料理店として認定
されたレストラン「コロッセオ」。
今回、その姉妹店「ロ・スコリオ」
より、スコリオコース（ペアセット）
を２組にプレゼント。本店と同様、
イタリアの新鮮な食材をふんだ
んに使用。ビッツァ、手打ちパスタからドルチェにい
こだわ
たるまで、全て手作りに拘わった本格的なイタリア料
理をカジュアルな雰囲気の中で味わえます。
出 問合せ
演 ミムラ、津川雅彦、益岡徹、伊藤かずえ
ほか
イタリア料理 『ロ・スコリオ』 TEL：０６−６３４１−１２３５
http://www.after‑school.jp/index.html
大阪市北区梅田１−１３−１３ 阪神百貨店１０階

問合せ 株式会社 デナイアル E‑Mail: info@denial.co.jp
http://www.denial.co.jp/

アンケート／①今号の紙面で面白かった情報、つまらなかった情報と理由 ②今号の感想,ご意見
締め切り／ ８月３１日（日）
個人情報について／いただいたメール、ハガキは、編集部が責任を持って管理し、個人情報を第三者に提供する
ことは一切ありません。

プレゼントご希望の方は、下記必要事項を明記し、メールまたは、ハガキにてご応募ください。
メール／ present@mido‑suji.com （件名：プレゼント応募）
ハガキ／〒５４２−００８１ 大阪市中央区南船場１−９−２４−８０１ 「御堂筋新聞」プレゼント係
必要事項／郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、性別、希望のプレゼント名１点、右のアンケートの答え

するタウン誌を目指しています。
□サークル・個人

□企業・店舗
新製品の発表 イメージアップ広告

会員募集 イベントの告知

新規オープン告知 スタッフ紹介

個人のPR 写真や絵画の作品発表 など

・バナー広告も募集しています。料金等はお問い合わせください。

株式会社ファッションビジネス『御堂筋新聞』

TEL 06‑6260‑0071 FAX 06‑6260‑0037
E‑mail：staff@mido‑suji.com

※広告の目的、内容によっては掲載をお断りする場合があります。

﹁なぜ︑このテーマにする

性をはじめとする、幅広い層の読者の方々に支持されています。読み記事を中心とした編集内容で、楽しくて役に立つ情報を発信

編集後記

御堂筋新聞は我が国初のタウン誌として1970年に創刊されました。以来38年の間、御堂筋周辺のビジネス街で働く20代30代の女

のか﹂﹁記事が見せかけの

掲載広告募集中

読者の皆様︑暑中お見舞 テクニックに走っていない

い申し上げます︒今回もど か﹂﹁事実に反していない

作業は︑まさに〝産みの苦

んな情報かと楽しみにウェ か﹂など毎号スタッフ全員

しく思います︒

ブを開いてくれたことを嬉 で意見を戦わせます︒この

さて︑編集作業において しみ″ですが︑一丸となっ

楽しくて役にたつ紙面を作 読者の方からの反響があっ

毎回心掛けていることは︑ て仕上げたときの喜びと︑

ることですが︑その題材を た時は︑まさに編集冥利に

だに大いに悩みます︒なぜ 編集者として︑もう一つ心

選び︑形にするまでは︑未 尽きると感じます︒さらに

新聞として残りますし︑手 存在であるということです︒

なら︑書いた記事は御堂筋 掛けたいのは︑読者と近い

を抜いたらすぐに読者の方 子供の頃︑冬に咲く桜に疑

す︒以前テーマに詰まり︑ たところ︑分かりやすく答

に見抜かれてしまうからで 問を持ち︑新聞社に質問し

収益を優先した記事を掲載 えてくれたのが︑今なお忘

ない﹂と読者の方からお叱 ﹃一筆入魂﹄でがんばりま

した時﹁御堂筋新聞らしく れられません︒これからも

りを受けたことがあります︒すので︑ぜひ︑皆様のご意

新聞と肝に銘じております︒ 御堂筋新聞

編集長 深堀 正晶

直付けする独自の技法で︑

対象を叙情的に表現した具

象彫刻を発表︒同時に大阪

市立工芸学校教諭就任︒１

９６５年東京芸術大学教授

就任・美術学部長を勤める︒

１９７３年﹁砂とロバと少

年﹂で︑内閣総理大臣賞受

以来︑読者あっての御堂筋 見をお聞かせください︒

Vol.5

その志を忘れないために

御堂筋彫刻
ギャラリー

田村駒 株
(︶

大雅ビル前

作品№ ﹁渚﹂

寄贈者

賞他︑受賞歴多数︒日本の

１９３３年設置

彫刻界に貢献した︒あさご

よ ど い とし お

作者 淀井敏夫

芸術の森美術館︵兵庫県朝

あ さご

１９１１年〜２００５年

の現代具象彫刻の第一人者︒ 来市︶に﹁淀井敏夫記念館﹂

兵庫県朝来郡生まれ︒日本

本作品﹁渚﹂は︑海辺の

椅子でくつろぐ若い女性の

がある︒

姿を表している︒作家なら

大阪市立工芸学校で家具作

校︵現 東京芸術大学︶彫

ではの情緒的作品である︒

りを学んだ後︑東京美術学

舞台にして︑心棒に石膏を

刻科を卒業︒主に二科会を

19

デナイアル「レコリーヌデュタン」

スコリオコース(ペアセット ￥5,775）を２組

問合せ 松山閣松山 本店 TEL：０１２０−３５９−１２８
http://www.shozankaku.jp/

問合せ カバヤ食品株式会社 TEL：０８６７−２４−５６７０

２００８年８月２３日（土）
シネカノン
テアトル梅田 ほか
渡辺大、柄本明、石坂浩二、柄本佑、藤田まこと、富司純子、
原田佳奈 ほか

２００８年８月１６日(土) ※８月１３（水）〜１５日（金）夏休み先行上映
２０世紀FOX映画
TOHOシネマズ梅田 ほか
キャメロン・ディアス、アシュトン・カッチャー、
ロブ・コードリー、レイク・ベル ほか

