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特別展「千家十職×みんぱく
茶の湯のものづくりと世界のわざ」

音楽を機に、お祭り気分で町起こし

Birthday Celebration 〜8th Anniversary〜

第23回 帝塚山音楽祭

ユニバーサル・シティウォーク大阪

国立民族博物館では、特別展「千
家十職×みんぱく 茶の湯のも
のづくりと世界のわざ」を開催中。
民博収蔵の資料をもとに作られ
た、千家十職の作品を、世界の
諸民族の民族資料と共に展示
しています。千家十職とは、茶
事全般、道具作りのエキスパー
ト集団です。十職の目と手で民博の26万点にも及ぶ
資料を探訪。時代を映した新しい茶道具が生み出さ
れました。※本紙１面をご参照ください。

「音楽祭だから音楽が
いっぱい」「音楽祭だ
けど音楽だけじゃない」
を合い言葉に、帝塚山
音楽祭は今年で23回
を迎えます。かつては、
学生街として賑わった帝塚山。大学や短大が郊外に
移転し、街の衰退を危惧した地区の経営者達が立
ち上がり、今では恒例の音楽祭となっています。ライ
ブやパフォーマンスだけではなく、買って、遊んで、
参加できる。 街がお祭り一色になる二日間です。

ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパン ® に隣接
するエンターテインメ
ント商業施設、ユニバ
ーサル・シティウォー
TM
ク大阪 には、アメリ
カンテイストの街並みに個性的なレストランが勢揃い。
３/22に８周年を迎え、記念スペシャルグッズやメニ
ューも登場し、施設内で3,000円以上お食事・お買い
物をしていただいた方には、８周年記念のマグネット
フォトフレームのプレゼントもあります。

期
間 ３月12日（木）〜６月２日（火）
開 館 時 間 10時〜17時(入館は16時30分まで)
問 合 せ 国立民族学博物館
TEL: 06‑6876‑2151
http://www.minpaku.ac.jp/

期
間 ５月30日(土)、31日(日)
会
場 大阪市住吉区 万代池公園及び周辺会場
問 合 せ 帝塚山音楽祭実行委員会
TEL:06‑6678‑0022
http://www.tezukayama.com/hoge/ongakusai/

TM

住
所 大阪市此花区島屋６−２−61
ア ク セ ス ＪＲ大阪駅から「ユニバーサルシティ駅」行き
直通列車で約11分
問 合 せ TEL: 06‑6464‑3080
詳細は、http://www.ucw.co.jp/

大阪なるほど再発見!! 受験申込締切迫る
第１回 『なにわなんでも大阪検定』
大阪商工会議所では、大阪に
関する幅広い知識を問う第１回
「なにわなんでも大阪検定」を６
/21（日）に実施します。試験には、
歴史や観光だけではなく、食文
化や芸能、スポーツなど、大阪
の特性を広く取り上げたものが
出題されます。初回は二級、三
級の試験を実施。一級の試験は2010年より実施予定。
合格者には、大阪城天守閣や海遊館、博物館など
施設の入場料割引等様々な特典が受けられます。
試 験 日 時 ６月21日(日) ３級11：00〜／２級 14：30〜
申 込 期 間 受付中〜５月13日(水)
問 合 せ 大阪検定事務センター
TEL：06‑6452‑7728
http://www.osaka‑kentei.com/

余命一ヶ月の花嫁

天使と悪魔

ＲＯＯＫＩＥＳ ‑卒業‑

ウォーロード／男たちの誓い

2005年の秋、長島
千恵は自分が乳
ガンであるという
事を知る。その頃、
仕事先で出会った
赤須太郎に交際を
© "April Bride" Project
申し込まれ、付き
合いが始まる。太郎と共にガンと闘いながら、千恵
の体調もいつしか安定。病気のことも忘れかけた時、
ガンが再発。医師は余命１ヶ月と診断する。何も知ら
ない千恵は、病室で友人に秘かな願いを打ち明ける。
それはウエディングドレスを着ることだった。

ロバート・ラングド
ンはハーヴァード
の宗教象徴学教
授である。彼は、
カトリック教会＝ヴ
ァチカンを異常敵
視する秘密結社・
イルミナティの存続の証拠を発見し、同時にその隠
謀を知る。イルミナティの計画が密かに進行している
ことを突き止めたラングドンは、ローマに飛び、400
年の歴史を持つ古代のシンボル＝暗号をたどりな
がらヴァチカンを救う手掛かりを探っていく。

2009年春。野球部
員は３年に進級し、
教師である川藤は、
二子玉川学園高
校に復職。野球部
には、有望選手の
© STUDIO HITMAN /映画「ROOKIES」製作委員会
赤星と平塚をヒー
ローと崇める濱中が新入生として入部する。横柄で
反抗的な赤星、頼りない平塚の実態に拗ねてしまう
濱中。そんな時、キャプテンの御子柴が負傷し、夏
の予選大会への出場が絶望的になる・・・・結束が高
まり・・・ついに予選大会当日を迎える。

19世紀末の清朝
末期に起きた事
件をベースにし
た歴史スペクタク
ル。太平天国の
乱で部下を失い、
© 2008 Talentaid International Ltd. All Rights Reserved.
荒野を彷徨って
いたパン将軍は、盗賊団のリーダー、アルフとウー
ヤンの２人に出会う。３人は兄弟の契りである「投名
状」を結び、太平軍を次々と撃破。西太后の信頼を
得るまでになるが、互いの間に溝が出来はじめる。
思いもよらない悲劇の幕が切って落とされる。（PG‑12）

公 2009年５月９日(土)

公 2009年５月15日(金)

公 2009年５月30日(土)

公 2009年５月８日（金）

配 東宝

配 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

配 東宝

配 ブロードメディア・スタジオ株式会社

劇 TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば ほか

劇 ＴＯＨＯシネマズ梅田、ＴＯＨＯシネマズなんば ほか

劇 TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば ほか

劇 TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば ほか

出 榮倉奈々、瑛太、手塚理美、安田美沙子、柄本明

出 トム・ハンクス、ユアン・マクレガー、アイェレット・ゾラー、

出 佐藤隆太、市原隼人、小出恵介、城田優、中尾明慶、

出 ジェット・リー アンディ・ラウ 金城武

大杉漣、津田寛治、田口トモロヲ ほか

ステラン・スカルスガルド、ピエルフランチェスコ・ファヴィーノほか

高岡蒼甫、桐谷健太、佐藤健、五十嵐隼士、川村陽介ほか

シュー・ジンレイ
ウェイ・ツォンワン クゥ・パオミン ワン・フイウィン チョウ・ポーほか

王子ネピア『鼻セレブ・肌セレブシリーズ』を
セットにして５名様

ANAクラウンプラザホテル大阪
ディナー招待券を２名×１組

中村扶実
『MIO 澪〜水都物語』のCDを５名様

小林製薬『ヒフミド』お試しセットと
オリジナルリボントートバッグを５名様

王子ネピア㈱では、
しっとりやわらかな肌
触りの『鼻セレブ』『肌
セレブ』を好評発売中。
保湿成分であるソル
ビットが空気中の水
分を取り込み、天然グリセリンがその潤いをキープし
ます。一度試したら忘れられない肌触りのティシュで
す。今回、鼻セレブ×３個パックと肌セレブ４ロール
×２個をセットにしてプレゼント致します。

ANAクラウンプラザ
ホテル大阪は『Ｌａｄｉｅｓ
Ｌｉｆｅ Ｓｔｙｌｅ』サイトを
開設しました。女性
の美容と健康、ホテ
ルライフをテーマに、
施設・機能・サービス情報を集約し、お食事やお買
い物をもっと楽しんで頂けるクーポン等を紹介してい
ます。開設を記念し、中国料理「花梨」または「THE
DINING」のディナー券をプレゼント致します。

新しいシャンソンを中心に、
世界のポップスやジャズ
などジャンルを問わず歌
い続けるグローバル歌手、
中村扶実。今回、曾祖父
にあたる、治水翁・大橋房
太郎の淀川大改修100周年を記念し、淀川をテーマ
にした曲「MIO 澪〜水都物語」を作曲。"川の恵みと
曾祖父への感謝の気持ちを込めた"と語る中村扶実
の「MIO 澪〜水都物語」のCDをプレゼント。

製薬会社の視点から開発さ
れた「ヒフミド」。天然型セラミ
ドⅡを高配合し、肌を乾燥か
ら守ります。天然型セラミド
Ⅱは、皮膚に存在するセラミ
ドと同じ構造のため、角質層
にダイレクトに浸透し、皮膚
のバリア機能を高めます。不
足している皮膚成分を「補充」する事ができるのは、
天然型セラミドⅡだからです。

問 合 せ 王子ネピア 株式会社
http://www.nepia.co.jp/

問 合 せ ANAクラウンプラザホテル大阪 TEL：06‑6347‑1112
http://www.anacrowneplaza‑osaka.jp/ladies/index.html

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、電話番号、性別、希望のプレゼント名１点、右のアンケートの答え

問 合 せ 平岡珈琲 TEL：06‑6231‑6020
http://www.fumi‑nakamura.com/

問 合 せ 小林製薬株式会社 通信販売部 お客様相談室
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120‑63‑9876 https://www2.kobayashi.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／ 5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。 ※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。

編集後記

風薫るさわやかな初夏に

中央の空欄に漢字一文字を入れ、三文字の熟語を完成
させます。それぞれの中央の文字からできる二字の熟
語は何でしょう？

四 摩
名の由来の面白さ︒﹁えぇ

なぁこの店﹂には﹁紙面を

もって食べに来てくれたよ﹂

素直に嬉しいものです︒救

なりました︒新入社員の方︑ とお店の方から言われると︑

命と救急記事では︑講習会

かねてより興味のあったイ

異動になられた方︑新たな

ンスタントラーメン作り︑

受講の切っ掛けになったと

さて︑毎号少しづつ編集内

食品サンプル作りに行った

環境にも慣れた頃かと思い

容を変えてきています︒こ

との報告もいただきました︒

ます︒私どもは相変わらず

れに対して読者の方々から

その他︑ペットの写真とそ

﹁大人の社会見学﹂を見て︑

コメントをいただくことが

のメッセージを送ってくれ

いう方もありました︒

多くなってきました︒連載

二ヶ月先の紙面作りに奔走

記事では︑２７２回続く﹁な

たのを掲載させていただい

させていただいています︒

にわ人物誌﹂を初回から記

読者の皆様と一緒につく

たこともありました︒

る面白さがフリーペーパー

事の切り抜きでファイルさ

です︒今月も皆様からの沢

れている方から本にして欲

しいとの要望︑言葉の意味

山の声をお待ちしています︒

正晶

について関心のある方から

深堀

御堂筋新聞

は﹁言の葉︑音と楽﹂の再

連載を心待ちにしていたな

どです︒また︑﹁大阪あん

なとこ︑こんなとこ﹂の地
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