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関西のグラフィックデザイン展 1920‑1940年代

靱公園センターコート特設ステージ
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サーティーワン アイスクリーム
ワンダフルハロウィンキャンペーン

西宮市大谷記念美術館では、「関
西のグラフィックデザイン展 １
９２０−１９４０年代」を開催。《１
０/１１（土）〜１１/２４（月）》大阪
しの
が首都東京を凌いで商業の中
心地となった戦前の一時期、優
れたデザイナーが多数活躍し、
戦後日本のデザイン界を牽引し 「
てゆきました。関西が商業活動と、それに連動する
デザイン活動において活気溢れていた時代の「衣」「食」
「楽」を約２００点もの作品を通じて楽しめます。

初夏の「バラ祭」に続いて、秋の
音楽祭「靱公園ミュージック・フォ
レストラント」が１０／１８(土)、靱
公園センターコートにて開催され
ます。センターコート初のステー
ジを飾るのは、森山直太朗、秦
基博、宮沢和史、真心ブラザー
ズ、安藤裕子、甲斐よしひろ、
peridotsなど、心に響くアコースティックサウンドを奏
でるトップアーティストたち。美しく澄んだ秋の靱公園
で心地よいサウンドに陶酔してみては。

全国のサーティーワン アイス
クリームストアでは、ハロウィ
ンキャンペーン「ワンダフル
ハロウィン」を実施します。《期
間１０／１(水)〜１０／３１(金)》
お祭り気分を盛り上げてくれ
る「魔女のカクテルパーティー」
や「ヴァンパイアのおやつ」な
ど４種類のフレーバーが登場。さらに期間中、お買
い上げ３００円ごとに１枚抽選クジを引いて、当たり
が出たらプレミアムグッズをその場でプレゼント。

なんばウォーク
「WAFFLE WAFFLE（ワッフル・ワッフル）」

西宮市大谷記念美術館

岡山の人気洋菓子
店「フリュティエ」のプ
ロデュースで８/８（金）
なんばウォークにオ
ープンした「WAFFLE
WAFFLE」。旬の果実
を贅沢に使用したソースをカクテルのように掛け合
わせたコンフィチュールを「ふんわり＆もっちり」とし
た食感のワッフルで挟んだ新感覚のスイーツが楽し
めます。従来のワッフルにない季節の素材にこだわ
った２６種類ものラインナップに目移りしそう。

大礼記念 京都大博覧会」作者不詳
1928（昭和3）年 高島屋史料館所蔵

問 合 せ WAFFLE WAFFLE（ワッフル・ワッフル）
TEL: ０６−６４８４−３０４４

問 合 せ 西宮市大谷記念美術館 TEL:０７９８−３３−０１６４
http://www9.ocn.ne.jp/ otanimus/
期
間 ２００８年１０月１１日（土）〜１１月２４日（月）
休 館 日 水曜日
開館時間 １０：００〜１７：００（入館は１６：３０まで）

http://waffle‑waffle.jp/
所 在 地 大阪市中央区難波1丁目
なんばウォーク ２番街南通り

問 合 せ
会
場
日
時
開演時間
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金

キョードーチケットセンター TEL：０６−７７３２−８８８８
靱公園センターコート 特設ステージ
１０月１８日(土) (雨天決行、荒天中止)
１２：３０開場 １３：００開演
５，５００円 (全席指定／税込）９月１３日(土)発売

問 合 せ Ｂ−Ｒ サーティーワン アイスクリーム株式会社
TEL：０３−３４４９−０３３５

http://www.31ice.co.jp/
場
期

所 全国のサーティーワン アイスクリームストア
間 １０月１日(水)〜１０月３１日(金)

イーグル・アイ

ベティの小さな秘密

レッドクリフ

石内尋常高等小学校 花は散れども

全人類６７億人の
うち、選ばれたの
はたった２人。コピ
ーショップの店員
ジェリーと、法律事
務所で働くレイチェ
ル。まったく面識の
Copyright © 2008 DREAMWORKS LLC. Right Reserved.
ない彼らに共通するのは、見知らぬ女性からの電話。
２人は、国家の最重要指名手配犯として、ＦＢＩからも
追われる身となる。生き延びるには、その声に従うし
かない。その声はいったい何者なのか？しかし、そ
の姿は決して見えない。何の目的のために彼らは選
ばれたのか？彼らに突きつけられた使命とは・・・？

想像力豊かな１０
歳の女の子、ベテ
ィには守りたいも
のがふたつある。
それは初恋の人イ
ヴォンと、捨てられ
© 2006 -- PYRAMIDE PRODUCTIONS / FRANCE 3 CINEMA /
た犬のナッツ。大
RHONE-ALPES CINEMA
好きなお姉ちゃんは寄宿学校へ行ってしまい、パパ
とママは離婚の危機。幽霊や暗闇は嫌だけど、ひと
りぼっちはもっとイヤ。まっすぐな気持ちは、少女を
ちょっぴり大人に変え、健気さと純粋さが、大きな勇
気に変わる。誰もが共感できる子供時代の不安と冒
険心を描く"現代のおとぎ話"。

構想１８年、制作
費用１００億円−。
名匠ジョン・ウーが
壮大なスケールで
贈る、「三国志」の
映画化。西暦２０８
© 2008 Three Kingdoms Ltd.©Bai Xiaoyan
年、８０万の兵力
そう そう
を率いて、天下統一の野望に燃える曹操。それに対
そん
りゅう び
し、同盟を結んで立ち向かうは、僅か5万の劉備・孫
けん
権の連合軍。圧倒的な勢力の差を覆すため、張り巡
らされる策略の数々、それを支える兵士達。国のため、
友のため、そして愛する者達のため、今、決戦の火
蓋が切り落とされる･･･。

さ らに 進 化 を 続 け
る９６歳、新藤兼人
監督の最新作。本
作は、故郷広島で
の少年時代から新
進気鋭のシナリオ
作家として自立す © 2008年「石内尋常高等小学校 花は散れども」製作委員会
るまでを、破天荒なキャラクターと実験的な構成で描
いた自伝的作品。「戦争と平和」「愛と欲望」「教師と
生徒」といった監督が生涯求めてきたテーマがストレ
ートに表現され、"映画界のピカソ"とも呼ばれる新
藤兼人の天衣無縫で若さあふれる映像は観る者を
圧倒します。

２００８年１０月１８日（土）
角川映画・角川エンタテインメン
梅田ピカデリー、梅田ブルク７、なんばパークスシネマ ほか
シャイア・ラブーフ、ミシェル・モナハン、ビリー・ボブ・ソーントン
ロザリオ・ドーソン、マイケル・チクリス ほか

２００８年１０月下旬
ヘキサゴン・ピクチャーズ＋アステア
テアトル梅田 ほか
アルバ＝ガイア・クラゲード・ベルージ、ステファヌ・フレイス、
ヨランド・モロー、マリア・ド・メデイルシュ ほか

２００８年１１月１日(土)
東宝東和、エイベックス・エンタテインメント
TOHOシネマズ梅田、なんばパークスシネマ ほか
トニー・レオン、金城武、チャン・フォンイー、チャン・チェン、
ビッキー・チャオ、フー・ジュン、中村獅童 ほか

２００８年１０月１１日（土）
シネカノン
テアトル梅田 ほか
柄本明、豊川悦司、大竹しのぶ、六平直政、川上麻衣子 ほか

キャドバリー・ジャパン株式会社

大阪市立自然史博物館

大王製紙株式会社

『ﾎｰﾙｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾚﾓﾝ』1BOX（15個入）を3名様

特別展『地震展２００８』入場券を３組６名様

『ｴﾘｴｰﾙ ﾐﾁｶﾞｴﾙ ﾄｲﾚｸﾘｰﾅｰ』を５名様

『ｷｼﾘｸﾘｽﾀﾙ ﾐﾙｸﾐﾝﾄ のど飴』６袋を3名様

のど・ハナ スッキリ！
でおなじみのメントー
ルキャンディ「ホール
ズ 」より、新フレーバ
ー「ホールズ グリー
ンレモン」が１０／２０
(月）に新発売されます。新フレーバー「グリーンレモン」
は、色づく前に収穫される、果皮がまだ緑色のまま
の早摘みレモンです。通常のレモンと比べ、爽やか
な香りとすっきりとした酸味が特徴です。

大阪市立自然史博物館
では、長居公園内の「花
と緑と自然の情報センタ
ー」２階ネイチャーホール
にて、特別展『地震展２０
０８』を開催。《１０／２５
（土）〜１２／７（日）》地震とは何か？今後数十年の
うちに起こる可能性が高い南海・東南海地震につい
て科学的に何処までわかってきたのか？など、地震
に関する最新の研究成果を紹介します。

「トイレ掃除をもっと楽
しく快適に」。大王製
紙（株）では、愛らしい
カエルをキャラクター
にした「エリエール ミ
チガエル トイレクリ
ーナー」を新発売。「シートの乾燥」「シートが薄いた
めのほつれ」「ツンとするニオイ」という従来品の課題
を限りなく解消しました。やわらかな香りで汚れ落ち
効果もある、肌に優しいオレンジエキスを配合。

「テイカロ 」ブランドのシュガー
レスキャンディ「キシリクリスタ
ル 」シリーズがパッケージデザ
インも新たに販売中。また、人
気の柑橘系フレーバー（レモン
ミント味、グレープフルーツミン
ト味）も新登場。今回リニューア
ルを記念し、すっきりしたミルクキャンディとさわやか
なミントの味を楽しめる「キシリクリスタル ミルクミン
トのど飴」をプレゼントします。

問合せ 大阪市立自然史博物館 TEL：０６−６６９７−６２２１

問合せ 大王製紙株式会社 TEL：０３−３２０５−６０１３
（受付時間：土・日・祝除く９：００〜１２：００、１３：００〜１７：３０）

問合せ キャドバリー・ジャパン株式会社
TEL：０１２０−１９９−５６１ http://www.halls.jp

http://www.mus‑nh.city.osaka.jp

キャドバリー・ジャパン株式会社

問合せ キャドバリー・ジャパン株式会社
TEL：０１２０−１９９−５６１ http://www.teicalo.com/
−

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／ １０月３１日（金）
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

編集後記
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Across
1. Writing instrument made of plastic or metal . (PEN)
3. Having a high temperature, Opposite word is cold.
5. Feeling for showing pleasure. xxxxx Birthday, etc.
7. A person who plays drum.
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- Let's complete the crossword and find a word!
3

N

D
自分だけの情報を引き出す

ことができるからです︒取

編集の仕事の面白さは︑ 材時は一言も聞き逃さない

自分自身が興味のあるとこ よう︑録音の許可を願い出

ろに堂々と取材に行ける事 ます︒今は大抵承諾してく

自分と違う分野で活躍して 記した後︑文字を追って暗

です︒編集者という肩書で れます︒テープを起こし筆

いる人と接し︑幾通りもの 記するくらいに聞き返しま

せて頂いています︒現実に 解を入れラフ原稿を書くの

生き方があるのを毎回学ば す︒これをもとに自分の見

負けそうになったときなど︑ですが︑質問の仕方が悪か

け勇気づけられたことか知 ます︒詳しく聞いたつもり

その人たちの言葉にどれだ ったと思うことが多々あり

れません︒文字で人間関係 でも︑実体験が乏しいから

尽きます︒

とがあります︒つまり︑現

事は足で書けといわれたこ

を築いていく編集者冥利に 文字に力が無いのです︒記

ところで︑記事編集のや

り方は各々のライターで異 場を知らないと深い記事は

なりますが︑私はテーマを 書けないとの教えです︒一

だけ多く読み︑カギとなる をたよりにして読者を惹き

決めたら関係資料を出来る 方︑歴史作家は史料と想像

人に取材を申し込みます︒ つけます︒書くことの難し

味深く︑記事の決め手とな たびに感じます︒

深堀 正晶

この聞き取り取材が一番興 さと奥の深さを︑発行する

ります︒質問の仕方次第で

The Crossword
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Down
2. A piece of furniture for sleeping. (BED)
4. A container made of wood, cardboard, etc.
6. A kind of fruit with red or green skin.
8. A way used in music to make a pleasing sound.

Please make a word with letters in gray boxes.

掲載広告募集中
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
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
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。

