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大阪市立美術館 特別展
佐伯祐三展−パリで夭逝した天才画家

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
ユニバーサル・ワンダー・ハロウィーン

サンケイビル『ブリーゼブリーゼ』
１０月３日(金)グランドオープン

第１８回 上方はなし
彦八まつり

大阪市立美術館では９／９
（火）から１０／１９（日）まで
特別展「佐伯祐三展−パリ
で夭逝した天才画家の道−」
を開催。今年、佐伯祐三が
異郷パリに没して８０年を
迎え、夭逝した天才画家をしのんで国内の美術館や
コレクターが所蔵する代表作「レ・ジュ・ド・ノエル」「郵
便配達夫」など約１１０点もの作品が展示されます。
重厚な色彩と激しい筆致で表現し、熱情の中に郷愁
を含んだ作品に魅了されることでしょう。

今年のハロウィーンは新しい！！
毎年話題になっているユニバー
サル・ワンダー・ハロウィーンに、
『ハロウィーン・キャラクター・パレ
ード』が新登場。約２０のパーク
の人気キャラクターが個性的な
仮装で勢揃い。それぞれの世界
をイメージしたフロートに乗って、 写真提供：ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
賑やかにパレードします。さらに恒例となった『トリック・
オア・トリート』もバージョンアップして開催されるなど、
秋のパークはハロウィーンの魅力が一杯です。

西梅田の新名所サンケイビル「ブ
リーゼタワー」内に１０／３(金)、
商業ゾーン『ブリーゼブリーゼ
'
'
（BREEZE BREEZE）』がグランド
オープンします。＜「驚き」こそ最
高のおもてなし＞をキーコンセプ
トに「ユナイテッドアローズ」の関
西エリア旗艦店やフランス料理
界の巨匠、アラン・デュカス氏による大阪初のビストロ・
フレンチレストランなど、こだわりの６０店舗が出店。
ホットなトレンド情報が発信されます。

上方落語の始祖、米沢彦八。今
年第18回を迎える「彦八まつり」
は、彼の名を後世に残すため、
いく くに たま
彦八が活躍した生國魂神社の
境内に「彦八の碑」を建立した
事が始まりです。上方落語の象
徴である碑のもと、年に一度落
語家が一同に会し、大阪の伝
統芸能である上方落語の更なる発展と後世への継
承を目的として開催。奉納落語会、落語家おもしろ
屋台、落語家バンドなど様々な催しが楽しめます。
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期
休 館 日
開館時間
問 合 せ

大阪市立近代美術館建設準備室蔵

大阪市立美術館
２００８年９月９日（火）〜１０月１９日（日）
９月１６日・２２日・２９日・１０月６日・１４日
９：３０〜１７：００（最終入場は１６：３０）
TEL：０６−６７７１−４８７４

会
日

場 生國魂神社（地下鉄谷町九丁目３号出口）
時 ２００８年９月６日（土） １０：３０〜
９月７日（日） １０：００〜
問 合 せ 上方落語協会内 彦八まつり実行委員会
TEL：０６−６３５４−７７２７

アクセス ＪＲ 大阪駅から徒歩5分
所 在 地 大阪市北区梅田２−４−９
問 合 せ ブリーゼブリーゼ
TEL: ０６−６３４３−１６３３

会

場 パーク内 ハリウッド・エリア
および ニューヨーク・エリア
期
間 ２００８年９月４日(木)〜１１月３日(月・祝)
問 合 せ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

http://www.breeze‑breeze.jp

http://www.usj.co.jp

http : //w w w . kam igataraku go. jp /hikohachi . htm l

http://osaka‑art.info‑museum.net/

大決戦！超ウルトラ８兄弟
時空を超えて現れ
たヒーロー達。昭
和と平成の超ウル
トラ８兄弟が大集
結！最強パワーで
人類の平和を脅か
す怪獣軍団を迎え
© 2008「大決戦！超ウルトラ８兄弟」製作委員会
撃つ。開港１５０周年を迎える横浜で激突する正義
と悪。しかしやがて更なる恐怖が襲いかかる。人類に、
地球に、未来はあるのだろうか？今また、ウルトラの
"奇跡"が更なる進化を遂げる･･･。この映画は『ウル
トラマンの時代』を心に持つ全ての人に贈る"夢"と
"勇気"を問い、"未来"を開くための物語。

きょう だい

幸せの１ページ

アルビン 歌うシマリス３兄弟

アキレスと亀

人気冒険小説家
のアレクサンドラ・
ローバーには秘密
がある。彼女は、
自身が書く勇敢な
ヒーローとは正反
対の、対人恐怖症
© Copyright Walden Media, LLC. All Rights Reserved.
で潔癖症の引きこもりなのだ。ある日、南の島で暮ら
す少女ニムから物語のヒーロー宛にSOSのメールが
届き、彼女の生活は一変。窮地に陥ったニムを救う
ため島に向かう。自分の殻を破ることによって、他人
や外の世界と関われなかったアレクサンドラが見つ
けた幸せの１ページとは･･･。

アメリカの国民的ＴＶア
ニメ「チップマンクス」が
誕生５０年を記念して、
CGIと実写を組み合わ
せた映像でスクリーン
に登場。住んでいた森
2007 Fox, Alvin and the Chipmunks and Characters TM
を人間に伐採され、大 ©© 2007Bagdasarian
Prod, LLC.
都会へ迷い込んだアルビン、サイモン、セオドアのシ
マリス３兄弟。やっとの思いでたどり着いたのは作曲
家のデイブの家。１人と３匹、まるで家族のような新
しい生活が始まった。ある日、デイブの曲をアルビン
たちが歌ったら、今まで売れなかった曲が大ヒット。
彼らはたちまち大スターになるのだが･･･。

売れない画家（真知寿）
と、彼に寄り添い励ま
しながら共に夢を追う
妻（幸子）の２０数年間
をつづる夫婦愛の物
語。愛と希望に満たさ
れ、様々なアートに挑 © 2008 『アキレスと亀』製作委員会
戦する二人。しかし作品は全く評価されない。夫婦
の創作活動は、町や警察をも巻き込むほどにエスカ
レートしてゆき、家庭崩壊の危機にまで直面する。う
まくいかなくても前に進むしかない人生の中で、二人
が確かに手にしたものは・・・。北野武が監督、脚本、
編集に加えて挿入画も自身で手掛けている。

２００８年９月１３日（土）
松竹
シネ・リーブル梅田、なんばパークスシネマ ほか
長野博、黒部進、森次晃嗣、団時朗、高峰圭二、
つるの剛士、吉岡毅志、五十嵐隼士 ほか

ま

２００８年９月６日（土）
角川映画
梅田ピカデリー、なんばパークスシネマ ほか 全国ロードショー
ジョディ・フォスター、アビゲイル・ブレスリン、
ジェラルド・バトラー、マイケル・カーマン ほか

声

『オリンピア』

ち

す

２００８年９月２０日(土)
東京テアトル／オフィス北野
テアトル梅田 ほか
ビートたけし、樋口可南子、柳憂怜、麻生久美子、中尾彬、
伊武雅刀、大杉漣 ほか

２００８年９月１３日(土)
２０世紀フォックス映画
TOHOシネマズ梅田 ほか
ジェイソン・リー、デビッド・クロス ほか
ジャスティン・ロング、マシュー・グレイ・ガブラー ほか

川商フーズ株式会社

大阪市水道局

ジョンソン・エンド・ジョンソン

大阪新阪急ホテル

『アキュビュー』オリジナルタンブラーを３名様

ディナーバイキング(¥4,600)を１組２名様

『ほんまや』（500ml）１ケース２４本入りを３名様

「ノザキのコンビーフ１２缶セット」を５名様

ジョンソン・エンド・
ジョンソンでは、９
／３０（火）まで「チ
ェンジ ユア ワー
ルド」キャンペー
ンを実施中。「ア
キュビュー」の対象製品を２箱以上購入して応募す
ると、抽選で合計５０００名に素敵な賞品が当たります。
（詳細はhttp://acuvue.jnj.co.jpへ）このキャンペーン
を記念してオリジナルタンブラーをプレゼントします。

グルメバイキング「オ
リンピア」では、 美
味しさは進化する〜
秋のごちそう三昧〜
と題し、秋フェアを開
催します。《９／１（月）
〜１１／１３（木）》期間中は、黒の海老チリ、和牛ロ
ーストビーフの箱寿司、海老と松茸の天ぷら等の新
メニューを用意。デザートには最大１０００人分、高さ
７０㎝のビッグモンブランも登場します。

大阪市水道局では、大
阪の水の美味しさをＰＲ
するため、なにわ育ちの
おいしい水「ほんまや」
を海遊館・通天閣・天王
寺動物園などの文化観
光スポット約１６０カ所で発売中。オゾンと活性炭に
よる高度浄水処理水を加熱殺菌した水は、クセがな
く、すっきりまろやかな口当たり。一口飲めば"ほん
まや"とおいしさを実感していただけます。

「ノザキのコンビーフ」は、
戦後間もない１９４８年、
国産コンビーフとして初
めて発売されました。今
年発売６０周年を迎え、
コンビーフの情報を満載
したオフィシャルサイトがオープン。コンビーフって
何？どうして台形なの？等、コンビーフの謎が分か
る「コンビーフのいろは」から、「コンビーフレシピ」迄
コンビーフに関する様々な情報が紹介されています。

問合せ キャンペーン事務局 TEL：０１２０−００５−０４１
受付時間 月〜土 １０：００〜１８：００ （日・祝除く）

出 問合せ
演 ミムラ、津川雅彦、益岡徹、伊藤かずえ
ほか
大阪市水道局総務担当 TEL：０６−６６１６−５４０５
http://www.after‑school.jp/index.html
http://www.city.osaka.jp/suido/honmaya/

問合せ 大阪新阪急ホテル「オリンピア」 TEL：０６−６３７２−５２４０（直通）

http://hotel.newhankyu.co.jp

http://www.cornedbeef.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／ ９月３０日（火）
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。 ※いただいたコメントを読者の声として紙面で使用させて頂くことがあります。

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。

葉で表現しようと︑辞書片

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

えるため︑分かりやすい言

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

編集後記

掲載広告募集中

毎度のことですが︑記事 手に︑３通り位の表現を探

の題材選びに苦労します︒ して執筆しています︒その

大阪の情報発信を意識して のが︑小学生新聞や専門ビ

﹁御堂筋新聞﹂の紙名通り︑他︑情報収集で参考になる

いるため︑図書館にある大 デオです︒ほとんどのテー

新聞各紙の大阪版には毎日 しい時事問題でもわかりや

阪コーナーには足繁く通い︑マは探せばあるもので︑難

目を通しています︒読者の すく解説しており︑その中

りをいただくためには︑私 簡単な資料を元に紐解いて

方からもっとたくさんお便 でキーワードとなる言葉を︑

の記事を面白くしたいと思 いくと︑また新たなヒント

奇をてらった表現に走って の作業は︑結構楽しいので︑

っていますが︑ともすれば︑が生まれてくるのです︒こ

しまいそうになります︒そ 読者の皆様もレポートを書

原稿用紙に向かっています︒だけるかも知れません︒

試行錯誤の編集作業です

んな自分を戒めながら日々 くときなど参考にしていた

事件などを伝える報道新

聞ではないので︑決めた題 が︑自分なりの方法が見つ

材については︑出来るだけ かって来ました︒後は︑切

乏しいながらも︑想像力を せない私の性分を直そうと

多くの資料を探し︑そして 羽詰まらないと行動を起こ

編集長 深堀 正晶

離派に参加︒１９１９年ブ

リュッセルでの初個展後︑

東京を含む世界各地で個展

を開く︒１９２５年より二

科展に出品︑１９３１年に

は会員となる︒１９４０年

ニューヨークに渡るが︑１

働かせるようにしています︒努めている次第です︒

Vol.6

また︑読者の方に思いを伝

御堂筋彫刻
ギャラリー

作品№

﹁アコーディオン弾き﹂

１９９３年設置

寄贈者 株(︶竹中工務店

を執る︒１９４９年にはパ

９４５年パリに戻り︑グラ

リの国立近代美術館で大回

ン・ショーミエールで教鞭

ザツキン

顧展︑翌年ヴェネチア・ビ

御堂ビル前

１８９０年〜１９６７年

エンナーレで大賞受賞︒黒

オシップ・

ロシア・スモンレスク生

人彫刻の影響を受けながら︑

作者

まれ︒ロンドンの工芸美

独自のスタイルを築き上げ︑

キュビスムの代表的な彫刻

年からはパリのエコール・

家の一人といわれる︒

術学校を経て︑１９０９

９１４年ベルリンの新分

デ・ボザールで学ぶ︒１

21

問合せ 川商フーズ株式会社 TEL：０３−５２９８−５８３２

