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ブ・アイランド・ラボ 中之島

しいプロ
島に立地
のこれま

館&

ジェクト
「クリエイティブ・アイランド・ラボ 中之島」が進行中だ。
するミュージアムやホールなどの文化施設と協力し、それぞれの個性を活かし合う
での模様と現時点での成果、そして今後の予定まで見てみよう。
with 堂島リバーフォーラム

8月

中之島を結ぶプログラム

「水」をテーマにした
現代美術展 鑑賞ツアー

Collabo
ration

「世界の都市の中の“島”」

─中之島周辺の
文化拠点との連携企画─

パリのシテ島やベルリンのムゼウムスインゼルなど、世界各地にも中
之島と似た文化芸術・学術拠点を軸にした創造的な都市開発の好例は
数多い。建築史家の五十嵐太郎さんが、海外の文化島の事例を紹介し
ながら中之島の可能性について探った。

10月

with 大阪中之島美術館

「クリエイティブ・アイランド・ラボ 中之島」の大きな特色は、
アートエリアB1と文化施設がコラボしたさまざまなプログラム。
中之島と中之島、
すなわち島民同士がつながることによって、
このプロジェクトの下支えとなる
人と人とのネットワークが生まれようとしている。

with 中之島香雪美術館

7月

「描かれた中之島
－大阪新美術館の
コレクションから」

11月

「ホンマタカシ×
家成俊勝×大西巧
現代の表現者が語る
茶の魅力」

Creative Island Lab Nakanoshima

Creative Island Lab Nakanoshima

2018

with 水辺のまち再生プロジェクト

「水辺の自由使用のススメ
～NO BORDER,
BE WILD.～」

Creative Island Lab Nakanoshima

Creative Island Lab Naka

クリエイティブ・アイランド・
ラボ 中之島とは？
木ノ下智恵子さん
（アートエリアB1運営委員・大阪大学 共創機構社学共創本部 准教授）
──まずはプロジェクトの

経緯を教えてください。

中之島では今も都市開発

が続いていますが、その一

環として京阪電車の中之島

線が開業し、それに伴う工

事現場の段階からアートエ

リアＢ１が立ち上がりまし

た。当初は「工事現場でや

れるなら面白いな」といっ

10

た社会実験的なもので、そ

の後の 年は継続的に事業

を実施するための拠点運営

今回のプロジェクトをス

が課題でした。

タートさせる可能性が芽生え始めたのは２０１５年頃

からです。ＪＳＴ（科学技術振興機構）の公募で科学

技術コミュニケーションに関するネットワーク事業に

大阪大学が採択され、そのハブ機関としてアートエリ

アＢ１を活用することになりました。それまでのアー

トとは違う分野や社会的課題の解決につながるプロジ

ェクトに取り組む中で、中之島まちみらい協議会など

と共に「中之島夜会」と題して島の中でのネットワー

クを築くプログラムを実験的に行いました。その際、

中之島全体をつなぎ、発信していくことの必要性と実

現の可能性があると感じたのです。

今回の「クリエイティブ・アイランド・ラボ」とい

うコンセプトや、パリのシテ島などの都心の島という

世界的観点で中之島を捉える視点は、そうした協働に

よって生まれてきたものです。それを踏まえて、より

多くの組織が参加する本格的なネットワークを築き、

アートエリアB1がその拠点となるべく、文化庁の事

Interview
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with 大阪市立東洋陶磁美術館

「現代アートと
古陶磁との出会い」

with 国立国際美術館

「ナイトミュージアムツアー
80年代とは何だったのか」

クリエイティブ・ア
京阪電車なにわ橋駅のアートエリアB1において、新しいプロ
中之島全体を一つの創造的な研究所と見立て、中之島に立地
プログラムを企画・開催している。そんなプロジェクトのこれま
with 適塾 ＆ graf
「歴史文化施設と
ブランディング」

2019

with 適塾 & 大阪市立科学館 &
大阪府立中之島図書館

：島袋道浩
1月 中之島リサーチプログラム

「中之島の水辺の使い方」

「大阪の学問・
科学史をたどる」

国内外の美術館や芸術祭で海や川、
水にまつわる作品を多数発表し
てきたアーティストの島袋道浩さん。自身のリサーチプロジェクト
（P4）
を通
して見えてきた中之島の水辺の活用法について、
さまざまなゲストを迎え
て語り合った。

with 大阪府立国際会議場

with 大阪市中央公会堂

12月

「“中之島MICE”の
可能性をめぐって」

「アートでひもとく
中央公会堂の100年｣
企画展ツアー
with 大阪市中央公会堂

中之島リサーチプログラム：饗庭伸

「都市計画の視点で巡る中之島フィールドリサーチ」

「森村泰昌の
『映像―都市』論
－上映とトークによって、
大阪を読み解く－」

人口減少時代における都市空間の変化や都市計画のあり方につい
て研究する饗庭伸さん
（P4）
。都市と人との関係性の掘り起こしや再編
成を考察するためのワークショップの要素も取り入れながら、中之島エリ
アで行ったリサーチの結果を報告。

Creative Island Lab Nakanoshima

ジェクト
「
するミュ
での模様

Creative Island Lab Nakanoshima

Creative Island La
業として行うというのがこのプロジェクトです。

──アートエリアB1と言えばアートやキュレーショ

ンというイメージだったのが、少しずつ外部へ広がっ

そうですね。多くの人が関わりながら新しい場を生

ているのですね。

み出し、その人格を育てていくためには個別の組織の

論理を超えた公的な目的がなければ運用してはいけま

3

せん。今回のネットワーク事業に関しても、それまで

のJST事業の 年が実績となり、まちみらい協議会

や賛同してくださった施設や企業の方からの理解と信

頼を得られたのだと思っています。

──単なる中之島内のコラボイベントに終始するので

はなく、アーティストや研究者によるリサーチを交え

連携企画がスタートする前段階で計 ヶ所の施設に

ている点が特徴的ですね。

ヒアリングを行ったところ、それぞれに独自の課題が

あることがわかりました。それは美術館の運営など逃

れられない基本的なミッションがあり、ネットワーク

や島全体のことを考えることが大事だとはわかってい

ても、マンパワーの問題などから自らが率先して手が

その中で、アーティストや研究者によるリサーチを

けるのは困難ということです。

行うことにしたのは、彼らが常識や社会的ニーズとは

まったく異なる次元で、その場所の課題やポテンシャ

ルを見つけ出す能力が極めて高い存在だからです。ク

リエイターたちが中之島という場の魅力や歴史的背景

に触れた時に何が出てくるのか？ 自分たちの場所と

いう逃れられないものがある施設の人たちが持つ強さ

と共に、中之島を俯瞰して別のポテンシャルに気づか

せてくれる異邦人的存在が必要だと考えたのです。

──リサーチとはどのようなものなのでしょうか？

写真家や美術家、デザイナー、言葉を紡ぐ演出家、

15

Creative Island Lab Nakanoshima
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現在進行中！

by 野口里佳（写真家）

野口里佳さんは徒歩で、
船で、
自転車で、
朝夕など異なる時間帯に分けて周
遊。
さまざまな季節の中之島を撮影中。
また、
中之島を俯瞰できる場所をリサー
チし、
高層ビルから撮影をしたり、
セスナ機からの空撮も行っている。

Research
─アーティスト／研究者による
中之島フィールド・リサーチ ─

クリエイティブ・アイランド・ラボ 中之島のもう一つのコアは、
さまざまなジャンルのアーティストや研究者によるリサーチ。
現在も進行中の各プロジェクトの成果は、
今春以降にwebサイトを中心に発表される。
客観的かつ独創的な視点によって、
中之島の新たな可能性が浮かび上がってくるはずだ。

しまぶく

by 島袋道浩（アーティスト）

島袋道浩さんの頭に浮かんだのは、
アートエリアB1の上の護岸から対岸
にある北浜テラスへ向かうスワンボートを使った
「渡し船」。船会社や水辺協
議会に実現可能性や水辺の状況についてヒアリングを行い、実際にスワン
ボートを借りての実験も。

by 小池アイ子（グラフィックデザイナー）

このプロジェクト全体を俯瞰できるウェブサイトづくりを担当している小池ア
イ子さん。連携する15の施設へ足を運び、
イメージを膨らませていったという。
アドレスはこちら→https://nakanoshima-lab.jp/

あ い ば

しん

by 饗庭 伸

（首都大学東京教授）
人口減少時代の都市問題の研
究で知られる饗庭伸さんは、中之島
を考えるイメージとコトバと人に注目。
この3つの組み合わせから、中之島
の課題をあぶり出そうとしている。

Creative Island Lab Nakanoshima

by 岡田利規（演劇作家／小説家／チェルフィッチュ主宰）
by 宇川直宏（現“在”美術家／「DOMMUNE」主宰）

※2〜3月に予定

Creative Island Lab Nakanoshima

Creative Island Lab Nakanoshima

Creative Island Lab Nak
都市問題の研究者、ジャンルはバラバラですが、中之

島のことをほとんど知らない人にあえてお願いしてい

ます。その方が客観的な立場で中之島を捉えることが

できると思ったので。みなさんには「まずは散歩をし

てください」と依頼して、何度か歩いてもらったり、

船に乗ってもらいながら、リサーチや研究を進めても

らっています。

面白いことに、
「そんなに課題はないよね」と全員が

口を揃えて言うんです。特別に何か困っているわけで

もないし、むしろ中之島公園なんてすごく豊かな感じ

がする。こんなに大企業が立地していて美術館もたく

さんあって、
「何が問題なの？」と。それはそうなので

すが、課題解決ではない創造的視点でフィールドを捉

え直すと、島袋道浩さんがスワンボートを活用するプ

ランを出してきたり、野口里佳さんは中之島公園を掃

除している人たちに着目したり、私たちが見ているモ

ノゴトとは違う中之島への眼差しが出てきています。

──アウトプットよりも、新たな課題や魅力の発掘が

現在、日本各地でアートプロジェクトが行われ、ア

主眼ということですね。

ーティストたちが招かれているのは、過疎化や限界集

落などの社会的課題に対して、アーティストの想像力

とアイデアが期待されているからでしょう。私たちの

プロジェクトでは、そうしたアーティストの職能を信

じていますが、結果にはこだわっていません。それは

これが「都市の地質調査と再耕事業」であり、アーテ

ィストはそのリサーチャーだからです。

今後、美術館や文化施設と現代のアーティストがパ

ートナーシップを組んだりするとさらに面白くなると

思います。組織としてしか動けないところを、アーテ

ィストが横断的につないでいくようになればなおいい

ですね。

4
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Round-table
─プロジェクト参加者による座談会─

■参加メンバー
（写真左から）

木ノ下智恵子さん（アートエリアB1）
植木啓子さん（大阪中之島美術館準備室 研究副主幹）
臼倉恒介さん（中之島香雪美術館 館長）
進行：大迫 力（月刊島民 編集・発行人）

Creative Island Lab Nakanoshima

アートを介した
連携が始まっている︒

Creative Island Lab Nakanoshima
った（笑）

臼倉 いえいえ。何しろ初挑戦のこと

Creative Island Lab

が多いものですから。これから 年、

年とやっていく中で、
「このくらい

今後の課題などを話し合ってみたいと

越しいただいて、現時点でのご意見や

ーでもある臼倉さんと植木さんにもお

そこで、このプロジェクトのプレーヤ

見られなかった動きだと感じています。

うとしている点が特徴的で、これまで

き込んで、中之島全体へと広げていこ

島の各施設の方々やキーパーソンを巻

るプロジェクトではありますが、中之

中之島は、アートエリアB1が主催す

クリエイティブ・アイランド・ラボ

がとうございます。今回の特集である

やすく表現することが必要だと思って

自分たちの考えている方向性をわかり

ド・ラボ 中之島」という言葉によって、

ひとまず「クリエイティブ・アイラン

しながら考えたいと思っていますが、

させるのがいいかはみなさんと対話を

ライアルの状態です。今後、どう発展

の方々にはファーストコンタクトとト

木ノ下 私たちとしてもまずは各施設

っていくしかないなと思っています。

こともあるでしょうから、一歩一歩や

ってくれば、私たちからご提案できる

は自由にできるね」という感覚がわか

大迫 今日はお集まりいただいてあり

2

思ったのです。まずは 月に連携企画

3

（P ）の臼倉さんにその感想をお聞

を開催された中之島香雪美術館

すチカラも大きい。大まかなストーリ

います。ブランディングには言葉の示

臼倉 私たちの美術館は開館からまだ

きしたいのですが。

度の第一段階でできることだと考えて

ーやタイトルを描くのが、まずは今年

囲のご協力しかできませんけれど、と

大変なので、とにかく最初はできる範

術館の外へ出て行って何かをするのは

でした。そういう状況でしたから、美

館を使いこなせるかどうか不安な状態

を始めたばかりで、私たち自身も美術

いただいた時もようやく最初の展覧会

がでしたか？

実際に連携企画を開催されてみていか

意外性のあるものだったと思います。

で、香雪美術館のみなさんにとっては

ートエリアB1らしいなと感じる一方

その後、トークをするという企画はア

現代のアーティストが美術館を見学し、

大迫 写真家のホンマタカシさんたち

います。

いうところからスタートしましたね。

臼倉 妥当な表現かどうかはわかりま

年も経っていなくて、初めにお話を

2019/01/24 14:00
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Creative Island Lab Nakanoshima

今年度のプロジェクトは、現在、折り返し地点を過ぎたあたり。
実際にプログラムを開催する中で、先導役のアートエリアB1や、
コラボした各施設の面々はどのように感じているのだろうか。
プレーヤーとしてこのプロジェクトに関わるメンバーに
現時点の感想を聞いた。

Creative Island L

10

木ノ下 最初はすごく困ってらっしゃ

5

2

1

Creative Island Lab Nakanoshima

ここまでの動きを振り返ろう

く、なんとなく終わってみたり。そう

着地させなければいけないわけでもな

です。しかも、その話も別にどこかへ

肘張らないで話を聴けるのがよかった

せんが、いい意味で脱力感のある、肩

ーティストを介して中之島内につなが

のコラボ」とかではなく、アートやア

新しい視点が生まれる。単なる「異色

ね。アートエリアB1が関わることで

サーチでも試みている（P4）ものです

大迫 なるほど。それはフィールドリ

こかと考えるようになる。そうやって

と気づくと、自分たちがいる場所はど

でも、自分たちだけでは何もできない

うがどこだろうが関係ないわけですよ。

としていた時代は、場所が中之島だろ

植木 そうです。自分でぜんぶやろう

大迫 周りを見るようになった、と。

臼倉 だいぶ先にはなりますが、なに

考えないといけなくなる。

おっしゃったように、ゾーンに分けて

格段に広い。だから結局は臼倉さんが

がる東京の丸の内や日比谷と比べれば

思えて、よく都心の街づくりの例に挙

東西３・３kmというのは短いように

いう意味で、私たちが毎回の美術展に
りが生まれていくのが、このプロジェ

合わせて開催している講演会とはまっ

わ筋線（２０３１年度開業予定）がで

クトのキモなのでしょうね。 月に連

～６年ほど前からいろいろな人たち

たく別の系統の場で、美術館のことを

客様とは違って、それがまた次につな

と思います。来られた方もふだんのお

紹介できたのはとてもいいことだった

意識していたんですよ。もともと大阪

植木 実は同じようなことを私たちも

中之島美術館の場合はどうでしょう？

携企画が予定されている（P9）大阪

要請なのかはわかりませんが、とても

からお話があった。偶然なのか時代の

されるというタイミングで木ノ下さん

み重ねていて、いよいよ美術館が建設

との連携事業や共同プロジェクトを積

して広い気はしますね。

ゃいけないというのは確かにエリアと

は遠いし、電車で３駅くらい行かなき

だ、今はまだやっぱり西の方へ行くの

きるとまた違うのかもしれません。た

植木 中之島にいると愛が生まれてく

るから、それゆえに周りが見えなくな

面白いなと思いましたね。

市が 年以上前に新しい美術館をつく
ろうと動き始めた当初は、もっと大き

のだったと思うんです。それは伝統芸

り、その計画は財政的な問題から縮小

がらスタートしたんです。ご存じの通

機能の面でも充実したものを想定しな

には、中之島の現状の問題点も関わっ

うなプロジェクトが生まれてくる背景

大迫 そうした状況の中で、今回のよ

るわけですが、
「やっぱり肥後橋から

協力して開館後の展覧会を準備してい

識されていない。今、たくさんの人と

るけれど決して行きやすい場所とは認

外から見た中之島は、何でも揃ってい

な構想でした。それは施設の規模だけ

能すべてに言えることかもしれません

せざるを得なくなったわけですが、た

ているのですが、その点はどのように

って、
「大阪の中心だし」という風な

が、流派や流儀が生まれることによっ

考えておられますか？

といったことではなく、レベルはその

かと思ったわけです。
「敷居を下げる」

開や広がりが生まれるんじゃなかろう

法に触れてみることで、もっと違う展

ってみる」と言いながらさまざまな作

よくわからないけれど、自分なりにや

違うジャンルの人間が、
「流派などは

それを現代のアーティストやぜんぜん

で自分たちは何ができるかなと考える

それぞれの機能と特色があって、そこ

できた。大阪市立科学館だってある。

美術館があって、中之島香雪美術館も

は大阪市立東洋陶磁美術館、国立国際

し、連携すればいい。すでに中之島に

できないことは外から人を呼べばいい

想が前時代的だよね、と。自分たちが

たら、なんでも自分でやろうという発

木ノ下 エリアマネジメント的な観点

うんですよね。

回遊できない状況は今もまだあると思

感じで、それより西へ行くとなかなか

のいる四つ橋筋周辺に塊があるという

いえば基本的には淀屋橋周辺と私たち

っと良くなったんですけど、中之島と

の軸ができて、もちろん以前よりはず

臼倉 京阪電車中之島線によって東西

というようなイメージなのかもしれま

訪れた人がいろいろな施設を見て回る

というワードが出てきます。中之島を

島の課題となると必ずこの「回遊性」

大迫 月刊島民の取材の中でも、中之

とはあまり関係がないのですが。

局それは心理的なもので、実際の距離

ですよ。よくよく話を聞いてみると結

がなんか遠いんだよね」と言われるん

まま維持しながら、茶道が本来は個人

ようになって、初めて中之島を意識し

と個人の関係であったということを擬

始めたんです。

せんが、いくら文化や芸術に関わるス

似的に再現できるんじゃないかな、と。

から言えば、中之島は広すぎるんです。

考えに陥りがちなんですよね。でも、

て評価や価値も上がる一方で、高尚な

だ 世紀にもなってよくよく考えてみ

中之島の課題は本当に
ではなく、出版の部署を持っていたり、
﹁回遊性﹂なのか？

印象にならざるを得ないところがある。

なども含めてもっと自由で朗らかなも

それほど堅苦しいものではなく、野点

木ノ下 おそらく茶道の世界も本来は

がっていけばありがたいなという感想

5

を持ちました。
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なるわけで、現実的ではない。本当に
て活用できるわけですから。

いものができるという要素も資産とし

同時に、美味しいものを食べたり、買

な形で文化的・知的なイメージが広が

それが問題なのかとも感じます。
植木 西側へ行くと建物が大きくて物

っていけば一番いいんじゃないかな。

植木 やはり中之島全体としてのブラ
理的に回遊性を妨げているがために、

ポットが揃っているとはいえ、例えば

ンディングや発信が必要なんでしょう

美術館にしてもまったくジャンルが異

ね。
「中之島に行けば何かがある」と

ていけば、中之島の見方がずいぶん変
わると思う。

大迫 中之島は大きな企業や公的な機

関が多いせいか、何をするにも動きが

遅くて、一般の人にもわかりやすい形

での連携はあまり見られませんでした。

その点、アートエリアB1のようなチ

ームワークとフットワークを兼ね備え

らなければならない城があるから

た集団が、エリア全体をつなぐ取り組

には芝生広場ができる予定で、間に道

木ノ下 このプロジェクトは、まずは

クになっていますよね。新しい美術館
路を挟みますけれど、芝生→川→中之

人ありきだと思ったんです。クリエイ

「島感」がないというのも一つのネッ

トップで情報を収集できるようになる

りのみなさんと対話をして、
「じゃあ

（笑）
、必要だとわかってはいても、周

いうように、いろいろな目的を持つ人

といいなあ。
楽しいという印象を持ってもらえたら

島BANKSというルートで散歩して

が気軽に訪れることができて、ワンス

臼倉 東京の上野のように美術館がた

ていない。そこはこれからの課題でし

いく今回のようなプロジェクトが必要

之島の中の人同士が結びつきを深めて

ただ、そういう状況だからこそ、中

ツは提供しますよ、と。そんな感じで

り各施設の人間は自分たちのコンテン

い言い方かもしれませんが、その代わ

動き方はなかなかできない。都合のい

こうしていきませんか？」なんていう

いけない。綺麗ごとではなく、ビジョ

的・資金的なものを揃えていかないと

てきたものを形にしていくための人

セプトは生まれたけれど、ここで見え

ティブ・アイランド・ラボというコン

す。

みを始めたのはぴったりだなと感じま

くさんあるエリアではあるんですが、

ょうね。同じ人がいくつも美術館を回

なんだとも思うんです。我々のように

……。

るということでなくても、ここへ来る

ンを実行するための資源が必要なんで

現時点ではまだそんな風には認識され

と何か楽しいことがあると思ってもら

このプロジェクトが 年、 年と続い

Creative Island Lab Nakanoshim

どこかに属している人間には絶対に守

10
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Creative Island Lab Nakanoshima
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大阪中之島美術館の前には芝生広場（写真右
側）
が整備される予定。
これによって歩きやすさが増
し、
川との
（精神的な）
距離も縮まるかもしれない。

って、
「次はどこへ行こう？」みたい

と中之島に共通する
「水辺の都市」
と
いう視点も踏まえながら、中之島が創
造的なエリアへと成長する可能性に
ついて、
対話が繰り広げられた。

Creative Island Lab Nakanoshima

クリエイティブ・アイランド・ラボ 中之
島のシンボルイベントとして、創造的な
都市と芸術との関係を主題とするシン
ポジウムを開催。第1部では、2020年
に香港に開館する世界最大規模の
現代美術館「M+」のドリュン・チョンさ
んが、芸術が生み出す都市の創造性
について基調講演を行った。第2部で
は、
アートエリアB1に関わる大阪大学、
京 阪 電 車 、アートN P OのD A N C E
BOX、
さらに大阪中之島美術館の学
芸員、
アーティスト、文化政策研究者
も加わりディスカッションを展開。香港

Creative Island Lab Nakanoshima

シンポジウム
「クリエイティブ・アイランド
─創造的都市の本質とは何か」

ve Island Lab Nakanoshima

Symposium

シンボルイベントも開催!

ありがたいですが、でも我々もずっと

植木 そう言っていただけると本当に

ますか？

ことで、だんだんと「中之島ってこう

言っているのは、中之島に人が来るよ

木ノ下 時世的な事実で言えば、２０

いう場所だよね」という一つの人格が

うにならなければ美術館にも来てくれ

座といった名前をつけることで姿形が

つまり、今あるものをまず大事にする

生まれてくる。だから、まずは星座の

ないということ。自分たちが成長する

現れてくる。クリエイティブ・アイラ

というスタンスです。人にしても中之

ように線でつないで名前をつけるのが

ためにも中之島と一緒に成長していく

つながりや顔の見える関係性みたいな

木ノ下 やっぱり、その土地に根ざし
島にいる人をまずは結んでいって、そ

第一歩で、それを広めるための努力は

やり方を考えないと。大阪中之島美術

ものに着地するんだなという点ですね。

ているという信頼感ってあると思うん
の結び目があるからこそ、外からまっ

みなさんと共に知恵を出し合いながら

館だけにお客さんが来て、あとは知ら

す。だから、今回あえて多くの施設と

です。中之島のことを真剣に考えざる
たく別の視点や感性を持ったアーティ

対話していきたいと思うし、変化して

ないということでは絶対にうまくいか

連携しているのは、中之島から逃れら

を得ない切実さや責任感がある機関や
ストがやってきても大丈夫なんだと思

いきたい。

ない。それはなんとなく建つ前からわ

２１年度に開館する大阪中之島美術館

人と一緒にやった方がいい。その切実
う。人のインフラ、今までは独立した

臼倉 人のつながりに関して言えば、

かるんです。

ンド・ラボって、そういうプロジェク

さはきっとエリア全体に対する切実さ
「点」だったものをつなげていく作業

今やろうとしているプロジェクトはア

木ノ下 あと、大きなポテンシャルだ

植木 本当にそう思います。このプロ

につながってくると思うし。
は、外から来た人が去っても財産とし

ートエリアB1や各施設など何かを仕

と思うのは、中之島で働く何万人とい

れない人たちということで。

臼倉 確かに中之島から出ることはで

て残り、積み重なっていく。だからす

掛けようという側の論理ですよね。そ

うオフィスワーカーのみなさんですよ

が新たな中核になってくるのは間違い

きませんからね。

ごく安心感がある。そこが単なるお祭

れだけではなくて、今後は中之島に来

ね。自分たちの足元を働く場所として

ないので、とても期待しています。

木ノ下 今年度はアートエリアB1か

りとは大きく違うし、ポテンシャルを

てくださるお客さんも巻き込んでいか

だけではなく、クリエイティブな街で

トじゃないかなと思うんです。輝いて

らの一方的な提案が多かったのですが、

ものすごく感じる部分ですね。

なきゃいけない。東京で話を聞くと、

あることに気づき、積極的に参加して

いる星たちが繋がって名前が生まれる

先ほど植木さんがおっしゃったように

大迫 中之島には文化や芸術関連のさ

ここへアクセスできる人はどこに住ん

ジェクトの感じ入るところは、
「都市

各施設のコンテンツをご紹介いただき

まざまなスポットがあるわけですが、

でいようが地元の人だと考えて、それ

の地質調査・再耕事業」というところ。

ながら、一緒に企画を進めていける時

それは言い換えれば専門家や一芸に秀

から
（笑）

間と余裕がほしいですね。美術館など

でた人が集まっているということ。そ

植木 大丈夫ですよ。ちゃんといます

は 年や 年先を見据えて動いておら

と思います。

そこを活用してもらえたらいいのかな

ですが、そのぶん速攻性はあるので、

う時間的なズレはどうしても生じるん

月先とかの単位で動いている。そうい

れる中で、私たちは下手をしたら１ヶ

ですよね。

ナビゲーター的な存在がいると心強い

ているだけになっていたりするから、

島全体として見れば「点」が散らばっ

て活動的で発信力もある一方で、中之

ういう人たちは自分の専門分野におい

大迫 さて、今年度も 月・ 月のプ

きたいですよね。

できるようなネットワークを持ってい

ちを組織化して、そういう方々が参加

ボのコンセプトに共感してくれる人た

にはクリエイティブ・アイランド・ラ

を常に意識しているそうです。最終的

隣のフェスティバルタワーにもご案内

臼倉 そうですね。働いている方々や

ほしい立地ですよね。

まさにそうした人々にこそ足を運んで

ウエストにある中之島香雪美術館は、

大迫 中之島フェスティバルタワー・

ほしい。

大迫 ここまでお話を聞きながら面白

多の光っている星なんですけど、それ

に例えるんですよ。星の一つ一つは数

のプロジェクトに対して抱いておられ

えて、将来的にどのような可能性をこ

ログラムは残っていますが、それを超

ているとは言えません。逆に、遠方か

ろまだまだこのロケーションを活かせ

を出したりはしていますが、今のとこ

3
らをつないで形にして蠍座やオリオン

2

いなと思ったのは、結局は人と人との

散らばっている点を
線で結び︑名前をつける︒

木ノ下 私はこのプロジェクトを星座

5
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8

ということを共有しながら創造と発信

が大きい。これによって、中之島にい

之島」という言葉が生まれてきたこと

リエイティブ・アイランド・ラボ 中

深いこと自体は、これまでずっと語ら

をしていきたい。ひとまず地質調査に

るたくさんの個性的なキーパーソンが

れてきたことですが、
今回こうして「ク

木ノ下 都市って生き物なんですよね。

着手できたので、次は誰と何を開拓し

集まりやすくなる「関わりしろ」がで

持つのではなく、みなさんとお話をし

そこで唯一言えるのは、正解がないと

てどんな種を蒔いていくのかは今後の

て、
「中之島はすごく創造的な島だよ」

光客へのアピールもいくつかある課題

いうことと、絶対がないということ。

課 題 で す ね。 文 化 の 語 源 は 農 業 の

を伝えていくことがより大切になって

のうちの一つですね。あとは最近は中

成功と失敗はあるかもしれませんが。

くるのでしょうね。

之島周辺にもタワーマンションが増え

ただ、それもその時代における成功／

きたと思うんです。誰かのものではな

ら出張に来られた方が寄ってくださる

てきて、小さいお子さんを連れた方も

く、みんなが自然に意識するような形

ケースは結構あるんです。外国人の観

多くなってきました。そういう家族連

で す か ら、 地 質 調 査 で 耕 し

e
t
a
v
i
t
l
u
c

Creative
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て、どこがポイントなのかを見つけて

9

失敗だったりして、時代を経ればまた

https://nakanoshima-lab.jp/

価値観や評価も変わってくる。だから、

■各プログラムの詳細・申し込み方法や
クリエティブ・アイランド・ラボ 中之島の全貌は…

れの方々に年に 回来てもらうだけで

日程・会場調整中

もいいですし、何度かに分けて中之島

アートエリアB1にて。
日程調整中

3月中旬 野口里佳「中之島リサーチプログラム」

で定着していけばいいですね。期待し

3月上旬 「中之島連携施設が集うオープンミーティング」

Creative Island Lab Nakanoshima

coming soon!!

ています。みなさん、今日はありがと

中之島とその対岸に並ぶ個性豊かな建築群。
大大阪時代の近代建築、高度経済成長期から
平成の現代建築、
そして2021年度に完成が予
定されている大阪中之島美術館の計画地まで。
それらを地上ではなく空の広い水面から眺めるこ
とで、
中之島の都市景観の新たな可能性を発見
することを試みる。ゲストの倉方俊輔さん＆髙岡伸一さんと共に船に乗って巡る。

耕し、何を植えていくのか。そうやっ

「中之島建築リバークルーズ」

て手をかけなければ、ものは育たない。

3月2日
（土）

with 大阪中之島美術館

今の時代や少し先の未来を見越した要

第2部:トーク「中之島における野外演劇の可能性」
大阪大学中之島センターにて、演劇研究者の永田靖さんをゲストに、
やなぎさん
の公演を振り返りながら、水辺における野外演劇の可能性について語り合う。

Creative Island Lab Nakanoshima

第1部:船上ツアー「水辺の生活文化史と演劇」
貸切船で中之島を1周しながら、都市社会学者の山田創平さんとやなぎさんが、
水辺の生活文化と演劇との歴史的な関わりについて語り合う。

請の中で生きられる都市であるかが大

©2018 やなぎみわ

日本の芸能史をたどると水辺や野外は重要
な意味を持つ。台湾の移動舞台車による野外
公演を行ってきた美術家・演出家のやなぎみわ
さんがゲストに登場し、船上と陸上で水辺空間と
演劇にまつわるトークを開催。

を回ってもらっても構いませんしね。

「水辺における野外演劇の可能性」

大迫 そのためにもエリア全体の魅力

2月24日
（日）

with 大阪水上バス & 大阪大学中之島センター

Creative Island Lab Nakanoshima

「天井から音が降り注ぐ」
と称されるフェスティ
バルホールを会場に、音響学研究者とホール音
響設計の専門家、
そして演奏家をゲストに迎え、
ホールに込められた技巧と魅力について語り合
う。
１階席・2階席・バルコニーボックス席などの
席を移動しながら、
プロの演奏家による生演奏
を聴き比べるという普段は絶対に体験できない試みも。

うございました。

「音響学から読み解くフェスティバルホールの魅力」

大迫 中之島が歴史文化や芸術と縁が

2月18日
（月）

with フェスティバルホール

1

切なのであって、私一人がビジョンを

今回のプロジェクトはまだまだ今後も続いていく。今月や来月にも、
アートエリアB1が中之島の各施設とコラボする楽しみなプログラムが
続々。みんなで一緒に考え、つくっていくのがこのプロジェクト。
島民諸君もぜひ参加してみてはいかが。

Creative Island Lab Nakanoshima

Schedule

や、木ノ下さんのおっしゃる「人格」

b Nakanoshima

2月・3月にもあります！

2019/01/24 14:00

21世紀の
懐徳堂
プロジェクト

東西対決が
ついに実現！

◎今月の授業

「谷」
の街

【地形】
2019年3月講座

「東京vs大阪
地形自慢バトル」

東京

大阪・天満橋付近の高低差。平らな街
と思いきや、意外にデコボコの多い大
阪。
そこに歴史のヒントがある。

対談／皆川典久（東京スリバチ学会）

新之介（大阪高低差学会）

都市のなりたちを表す
地形の魅力と楽しみ方を、
日本の2大都市を比較しながら学ぼう
！
今やすっかり街歩きのキーワードとなった「地
形」。その土地のなりたちは街の歴史と密接に関わ
っている。NHK『ブラタモリ』の人気もあって、全国
各地で地形に関する本が出版されている。
今回は東西のスペシャリストのお二人が揃う豪
華な対談。東京代表は地形ブームの火付け役と言
っても過言ではない、東京スリバチ学会の皆川典
久さん。大阪代表は3月に第3弾の地形本を出版す

「洲」
の街
し ま

大阪

る大阪高低差学会の新之介さんだ。
谷沿いに街が形成されていった東京は、アップダウ
ンが多く、まさにスリバチのような地形が点在している。
東京・赤坂にある薬研坂。
これぞスリバ
チ！ と言いたくなる地形。東京にはこ
のようなアップダウンがとにかく多い。

一方、上町台地を除いてほとんどが海の中から浮かび上
がるようにできた大阪は、街の中にある高低差がポイントと
なる。そんな２都市の違いを地形という側面から比較し、自慢
し合ってもらいながら、互いの新たな魅力を発見しよう。

募集要項

「東京vs大阪 地形自慢バトル」
日時／2019年3月24日
（日）

11:00AM～0:30PM頃
（開場10:30AM～）
会場／大阪府立国際会議場
（グランキューブ大阪）
受講料／2,000円
定員／150名
主催／ナカノシマ大学事務局

ナカノシマ大学の最新情報は

https://nakanoshima-daigaku.net/

お名前・ご住所・電話番号・人数・講座名を明記の上、
下記までハガキ、
ファック
ス、
もしくはHP内の応募フォームからお申し込みください。複数名でご参加希望
の場合、
ハガキ、
ファックスについては、
人数分の必要事項を明記してください。
〒530-0047 大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング602号
「ナカノシマ大学3月講座」受付係 FAX.06-6484-9678
※先着順で受付後、
2月20日前後より受講票をお送りします。
※受講料は講座当日に受付にてお支払いください。
※定員に達した時点で申し込みは締め切らせていただきます。
※当日のお車ならびに自転車でのご来場はご遠慮ください。

ケータイや
スマホからは
こちら！→

お問い合わせ
☎06-6484-9677
（ナカノシマ大学事務局）
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二月席
◉お題︻葬送︼

ず

のご案内
申込
受付
中

「正しい埋葬礼」
も

十二月席

したが、そんなことはあ

ている感じになっていま

御来
場
御御
来礼

の一コマ

鼎談﹁
／ 新宮司と新会長が語る﹂

髙島 今日は２０１８年

寺井種治
︵大阪天満宮宮司︶
笑福亭仁智 髙島幸次

の 月に大阪天満宮の新

仁智 聴きながらヒヤヒ

んが上司を祟るという。

社で左遷に遭った菅原く

『菅原君の祟り』は、会

髙島 笑福亭たまさんの

感動しました。

活にとって身近なことに

たり、天満宮が庶民の生

子供が飴を買ってもらっ

ね。
『初天神』では幼い

くるのが嬉しかったです

かな場面がたくさん出て

ん並んでいる様子や賑や

行く時に、お店がたくさ

寺井 天神さんへお参り

宮司はいかがでしたか？

のばかりでしたが、寺井

も天神さんにまつわるも

しいただきました。ネタ

た笑福亭仁智師匠にお越

協会の新会長に選出され

さんと、 月に上方落語

宮司になられた寺井種治

仁智 それだけあれば繁

髙島 そんな無茶な！

かかりますけどね。

よ。ただ、２５００万円

仁智 喜んでつくります

していただけませんか。

にした新しいネタを創作

から、ぜひ天満宮を舞台

ネタをつくられたんです

すが、前会長がそうして

師匠にお願いがあるので

んです。ところで、仁智

を舞台に改作された噺な

長の桂文枝さんが天満宮

犬』というネタを、前会

狗』ですが、これは『元

春團治師匠の『天満の白

髙島 この後、トリは桂

亭を値上げしよか
（笑）

仁智 しゃあない、繁昌

たらありがたいのですが。

な船でも出していただけ

落語協会でドーンと大き

りませんので（笑）
。上方

いかにも天満宮が儲かっ

できるんです。

寺井 天神祭も出てきて、 昌亭の空調設備を新しく

ヤしたわ。

4

6

百舌鳥・古市古墳群が、ユネス
コによる世界文化遺産登録を目指
して活動しているのはご存じだろうか。古
墳に埋葬された埴輪などの副葬品にはさま
ざまな意味が込められ、また多くの儀礼も
執り行われたようだ。さすがに古墳時代の
落語はないが、お葬式や死者との対話など
はよくネタにされるところ。縁起でもない？
いやいや、ご遠慮なく笑ってください。
落語／笑福亭喬若
﹁けんげしゃ茶屋﹂
桂雀五郎
﹁くやみ﹂
露の団四郎
﹁夢八﹂
笑福亭 仁 扇
﹁死神﹂
笑福亭 松 喬
﹁へっつい幽霊﹂
鼎談／
﹁古墳の笑い声﹂
ゲスト／山田幸弘
︵藤井寺市世界遺産登録推進室長︶

5
45
PM

笑 福 亭 仁 扇さん の
「死神」は、
まさしく死
神に出会ったしまった
男の物語。
その末路と
は…。
ゲストの山田幸弘さん
は、
百舌鳥・古市古墳
群の世界遺産登録の
ために奔走する一人。
その秘策とはいかに？
イラスト／フジワラトモコ

髙島幸次︵大阪大学招聘教授︶
桂春團 治

月 日（月）

10

ナカノシマ大学でお得な前売り券を発売中!
開催日／2019年

6 25
00
PM

5
45
PM
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2

トリの笑福亭松喬さん
は「へっつい幽霊」。
先代の師匠である六
代目松鶴の得意ネタ
をかける。

〜
（開場 ・
〜／受付開始 ・
〜）
開演時間／ ・
受講料／2300円
（通常：前売2500円／当日3000円）
お支払い方法／当日
（ ・
〜）
、
繁昌亭入口付近の
「ナカノシマ大学受付」にてお支払いください。
※予定枚数に達し次第、
予約受付を終了します。※ナカノシマ大学では当日券の販売は致しません。
●お申し込み方法、
お問い合わせ先はＰ を参照してください。
6
30
PM

天神寄席 噺 のあとさき
天満天神繁昌亭
毎月25日のお楽しみ

11

年恒例、中之島まちみらい協議
会が開催する NAKANOSHIMA-

だった。中之島で絆とはなかなか難し
いお題のように思われたが、絆そのも
のを風景の中に見つけた作品もあれば、
あたたかみのある写真のイメージから
絆を連想させるものもあった。
写真とは、一瞬を切り取るもの。最
さんによれ
優秀賞に輝いた maxakichi
ば、この作品はまさに絆が生まれた瞬
０１８年の５月に中之島公園に

間を写したものだった。

撮影場所：ばらぞの橋
（中之島公園） 撮影者：maxakichiさん

中之島は
﹁絆﹂
のある
風景に溢れていた︒

最優秀賞 『no music no life』

バラを撮りに行った際に、たま

たまいらっしゃったのがサックスを吹
いている方でした（写真中央）
。その
時の縁で、ときどき演奏風景などを撮

らせていただくようになりました。こ

前で写っている方です。パフォーマー

にたまたま通りかかったのが、一番手

を撮らせてもらっていました。その時

ともに公園で待ち合わせし、演奏風景

やり取りは続いています。ですので、

かなか叶いませんが、ＳＮＳなどでの

にお住まいなので、直接会うことはな

です。パフォーマーの方はふだん関東

一緒に撮らせてもらったのがこの写真

とても中之島らしい風景だ。

オフィスビルが夜空を照らしている。

も光栄に思います」

した。今回最優秀賞をいただき、とて

を実感しながら応募させていただきま

の写真を撮った時も、何人かの仲間と

の方で、楽器を見かけて声を掛けてき

音楽によるつながりや絆といったもの

偶然に生まれた絆を祝福するように、

たとのことでした。すぐに打ち解けて

が

撮影場所：中之島公園
撮影者：やなぽんさん

フォトコンテストの入賞作品は、京阪電車なにわ橋駅のアートエリアB1内に展示されているほか、
中之島まちみらい協議会のウェブサイトでも見られる。
https://www.nakanoshima-style.com/

文／大迫 力（本誌）

毎
フォトコンテスト。昨年
STYLE.COM
月から 月にかけて募集され、応募

第 回目となる今回のテーマは「絆」

優秀賞が選ばれた。

作品１５２点の中から最優秀賞および

11
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撮影場所：御堂筋
撮影者：quanghung_photoさん

撮影場所：OMMビル屋上
撮影者：take_landscapeさん

撮影場所：コンラッド大阪
撮影者：kotarokanfilmさん

13

『背中越しに
見る世界』

『中之島夜景』

撮影場所：大阪市中央公会堂
撮影者：us-hiroさん

『歴史を感じて』

『OMMビルから見る
中之島公園の夕景』

『パノラマに暮れる』

9

2

優秀賞

12

「観梅もまたよし」

ご 存 じ の 通 り、 月 刊 島 民 は
中 之 島 を 舞 台 と し て い る。 こ
うした特定の地域をテーマと
す る ロ ー カ ル メ デ ィ ア は、 フ
リーマガジンやウェブサイト
などさまざまな形態をとって

再生』を発行する若狭健作さ
ん、 箕 面 を 拠 点 に 北 摂 の マ マ
に向けた情報誌『ママトリエ』
の代表である小西美由紀さん
に 加 え て、 月 刊 島 民 編 集 発 行
人の大迫もパネリストの一人
として参加する。

イ ラストが
奈路 画伯の 美術館の
雪
中之島香
に

ぜ ひ お 越 し を。 一 緒 に 新 し い

ーカルメディアが好きな人も

と。 地 元 の 人 は も ち ろ ん、 ロ

会議のように展開するとのこ

見 を 求 め な が ら、 ま さ に 編 集

「顔」として

香雪美術館の

ストが中之島

の描いたイラ

奈路道程さん

画 で お な じ み、

本紙の表紙

メディアを考えてほしい。

イベントでは参加者にも意

パ ー ソ ン が 集 い、 参 加 者 と 共

の活躍が期待されている。

せ、
「数寄者」としても知られ

美術の収集家としても名を馳

朝 日 新 聞 の 創 設 者 で あ り、
を飾った笑顔の村山龍平翁の

た 龍 平 翁。 今 後 目 に す る 機 会

昨年の４月号の特集で表紙

たした。

デビューを果

に千里にふさわしい情報誌と

を考えるイベン

はどんなものか

トだ。

尼崎のポッ

の
Twitter

イ ラ ス ト が、 ま ず は

が 増 え る か も し れ な い。 島 民

2019/01/24 14:02
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プなフリーマ

気になったのが「梅」。桜じゃなくて「観
梅クルーズ」。大阪城公園にはきれいな
梅園があり、実は季節になると多くの方
が梅を見に来られます。カメラを持ったご
年配の方も多く、良い写真を撮られるの
で、一時期は大阪城港に展示していたこ
ともありました。これってアナログ版イン
スタですよね。

アイコンとして登場するほか、

http://suijo-bus.osaka/

全国で発行されている。

それにあたり、ずいぶん過去のチラシ

今 後、 ウ ェ ブ サ イ ト や 各 種 広

☎0570-035-551

２０１９年２月１日発行

そ ん な 中、 ３ 月 ３ 日（ 日 ）

や新聞記事をひっくり返したのですが、

読者諸君はぜひチェックを！

大阪水上バス 梅

に開催される「まちを楽しむ！

光クルーズを検討しようというものです。

報 物 な ど、 さ ま ざ ま な 場 面 で

は温かいお飲みものも用意していますよ！

千 里 大 編 集 会 議 」 は、 各 地 で

いう講座をしてきました。大阪水上バス
の開業から35年間を振り返り、未来の観

日時／3月3日
（日）
2:00PM～4:00PM
会場／豊中市千里文化センター
「コラボ」多目的スペース
入場料／無料
定員／150名
申し込み／当日先着順
※一時保育の申し込みも可能。
２月25日
（月）
までに要申込。

大川（旧淀川）沿いにも梅の名所があ
ったようで、
「源八を わたりて梅の ある
じかな」という与謝蕪村の句があります。
大阪天満宮なども有名ですが、桜よりも
渋い感じがするのは、梅のよさはある年
齢にならないと感じ
ないからなのでしょう
か？ 少しだけ春を先
取りできるあたりに、
「大人感 」が漂って
いる感じがします。
まだまだ寒い2月。
観梅の後は冷えた体を船内で温めながら、
早春の水辺を楽しんでみませんか。売店に

ローカルメディ

アートエリアB1で「観光船企画会議」と

アを発行するキー

昨年12月に京阪電車なにわ橋駅にある

r
e
t
t
i
w
T

大阪水上バス株式会社企画宣伝部課長。
ミナミの劇場プロデューサーを経て、関西・
大阪21世紀協会にて大阪の文化事業に
関わる。2010年より現職。

ガ ジ ン『 南 部

「まちを楽しむ！千里大編集会議」

トウミン月報

水辺で会いましょう

月
刊
島
民
も
ローカル 登場！
メ
デ
ィ
アを
考
え
る
会議

徳の
岸田俊
上バス・
水
阪
大

13

したり、月齢によって散歩のコースも変
えています。
保育室では、椅子に座って机の上で遊
スプーンの使い方ひとつをとっても、食

びながら学ぶ「机上遊び」もしています。
伝承行事の時には特別メニューがでるの

事の時にすると楽しく食べられなくなる

に入れるという動作

同じ大きさの穴の中

ば、小さなまゆ玉を

をしています。例え

〝育ち〟のお手伝い

伸びていこうとする

ので、遊びを通して

で、私たちもとても楽しみなんです。

﹁少人数制で︑
一人ひとりのお子さまの
個性に合った対応を心掛けています﹂
当園では、月齢 ヶ月から就学前まで
ケアと一時預かりがあり、デイケア

のお子さまをお預かりしています。デイ
は週 ～ 日までのお好きな曜日を
選んでご利用いただけます。一時預かり
は、フェスティバルホールなどにお越し
の方のためのサービスです。最大 名ま
での少人数制で、一人ひとりのお子さま
の個性に合った対応を心掛けています。
デイケアの場合は、登園後、まずは朝
の準備を終えてから遊びます。月齢の低
いお子さまには、午前中にも睡眠をとり、
心も体もすっきりした状態で、私たち保
育士が見守る中、好きな遊びを選んで楽
昼食とおやつは当園でご用意していま

だけでも、集中して
指先を使って遊べる
んですよ。机上遊び
のおもちゃはほとん
ど手作りで、子ども
の発達を捉えて保育
士全員でアイデアを

修を受けてＡＥＤも設置しています。保

万が一に備えて、保育士は救命救急の研

提供／株式会社 朝日ビルディング

しんでいます。睡眠はとても大切なんです。

また、さまざまな

ワーの外にお散歩に出かけます。土佐堀

護者の方が安心してお任せいただけるよ

http://festivalplaza.jp/

出して作っています。
安全対策にも取り組
んでいます。乳幼児
は睡眠中の事故が多

川沿いの緑豊かな遊歩道は季節を五感で

うな環境づくりにも配慮しています。

602号

Information from キッズスクエア 中之島フェスティバルタワー店

［中之島フェスティバルタワー2階］

祝 祭 へ よ う こ そ。

土佐堀川を望む南向きの明るい窓から陽が差し込む園内で
は、
月極保育
（0歳～未就学）
の他にフェスティバルホール等施
設の利用時の一時預かり
（0歳～小学生）
にも対応。月極保育
では、食育やアレルギーにも配慮した手作りの昼食、
おやつも
用意されている。保育料などについてはまずは問い合わせを。
☎06-4708-8115 8:00AM～7:00PM
（平日のみ。ただし
延長保育は10:00PMまで）

所）

す。専属の栄養士が事前にアレルギーや
好き嫌いを尋ねるようにしていますが、
嫌いなものでも少しずつチャレンジして
いきます。案外、ここで食べられるよう
になることも多いんですよ。
「みんなで一

いので、お昼寝の時
保育士も一

感じることができて、子どもたちは探索

分おきに睡眠チェックを行います。
緒にいただ

しながら、視野を広げ楽しんでいます。

は

きます。こ

お天気の良い日は、フェスティバルタ

どもの日や

発達年齢 歳以上は靱公園まで足を延ば

一環なので、

よ ろ ず

3
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中之島フェスティバルタワー店 保育士
［キッズスクエア］

萬 智代さん

5

緒に楽しく食べる」ということも食育の
ライオンの顔に洗濯バサミで
たてがみをつける机上遊び。

楽しく遊びながら学びましょう。
5

19

七夕などの

2

1

Vol.32

フェ ス ティバ ル プ ラ ザ で 会 い ましょう 。

14

駅
梅田

大阪商工会議所

駅
島
之
中
川
島
堂

本町通
江之子島文化芸術
創造センター

阿波座駅

中央大通

本町駅

堺筋本町駅

大阪城
天守閣
大阪府庁

筋

愛日会館
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『月刊島民』
はここでもらえます。
●京阪グループ 京阪電車主要駅／京阪特急プレミアムカー／ホテル京阪 淀屋橋／ホテル京阪 天満橋／ホテル京阪 京橋 グランデ／パナンテ京阪天満橋／京阪シティモール／京阪モール
●大阪市北区・中央区・福島区 ［書店］
旭屋書店 梅田地下街店／大阪高裁内ブックセンター／紀伊國屋書店 梅田本店・グランフロント大阪店・本町店／ジュンク堂書店 大阪本店・天満橋店／MARUZEN&ジュンク堂書
店 梅田店／文教堂書店 淀屋橋店／隆祥館書店 ［公共施設・大学関連施設など］
アイスポット／朝日カルチャーセンター／味の素 食のライブラリー／朝日放送テレビ・ラジオ／大阪企業家ミュージアム／大阪倶楽部／大
阪工業技術専門学校／大阪国際会議場／大阪市中央公会堂／大阪市立科学館／大阪市立総合生涯学習センター／大阪市役所市民情報プラザ／大阪城天守閣／大阪商工会議所／大阪大学中之島センター／大阪
21世紀協会／大阪府立中之島図書館／大阪ボランティア協会／大阪歴史博物館／追手門学院 大阪梅田サテライト／川の駅はちけんや／関西学院大学 大阪梅田キャンパス／慶應大阪シティキャンパス／国立国際美
術館／CITYNAIL'Sインターナショナルスクール／芝川ビル／市立住まい情報センター／少彦名神社／中央電気倶楽部／適塾／ドーチカ／ホテルNCB／メビック扇町／立命館大阪オフィス／龍谷大学大阪梅田キャンパ
ス ［店舗・医院など］
アンドール 本町本店／上町貸自転車／Ultra 2nd／江戸前鰻料理 志津可／天満橋鍼灸整骨院／MJB珈琲店／エルマーズグリーン コーヒーカウンター／大西洋服店／OOO(オーー)／カセッタ／喫
茶カンターロ／喫茶SAWA／グランスイート中之島／黒門さかえ／コモンカフェ／The Court／サトウ花店 中之島本店／ザ・メロディ／シアトルベストコーヒー新関電ビル店／じろう亭／Girond's JR／心斎橋山田兄弟歯科
／住友病院／セブンイレブン大阪証券取引所店／タピエスタイル／たまがわ鍼灸整骨院／東郷歯科医院／NAKAGAWA1948 淀屋橋店／ナンジャーノ／パストラーレ／花かつ／BAR THE TIME 天神／平岡珈琲店／
ビルマニアカフェ／FOLK／フレイムハウス／ミニジロー／宮崎歯科／やきとりばかや／吉田理容所／LES LESTON
●大阪市内その他 ［書店］
旭屋書店 なんばCITY店／紀伊國屋書店 京橋店／喜久屋書店 阿倍野店／ジュンク堂書店 難波店／福島書店／柳々堂／ルーブル書店 ［公共施設・大学関連施設など］
大阪科学技術館
／大阪市社会福祉研修・情報センター／大阪市立中央図書館／大阪府立江之子島文化芸術創造センター／川口基督教会 ［店舗・医院など］
あじさい／アートアンドクラフト／欧風食堂 ミリバール／大阪シティ信用金庫
江戸堀支店／御舟かもめ／カルチャーカフェ上方／Calo Bookshop and cafe／写真とプリント社／鳥かごキッチン／ネイルサロン スワンナ／バルピコ／ホステル64オオサカ／MANGUEIRA／Loop A
●大阪府下 旭屋書店 京阪守口店／学運堂／Books 呼文堂／水嶋書房 くずはモール店／大阪狭山市立図書館／大阪市立難波市民学習センター／大阪大学企画部広報・社学連携事務室／大阪大学 21世紀懐徳
堂／大阪大学本部／大阪府立中央図書館／摂南大学 地域連携センター／野村呼文堂／郵政考古学会／ゆったりんこ／連携考房 童子
●大阪府以外 ジュンク堂書店 西宮店／恵文社 一乗寺店／水嶋書房 丹波橋店／伊丹市文化振興財団／川のほとりの美術館／納屋工房／タバーン・シンプソン／百練／奈良県立図書情報館／龍谷ミュージアム
●東京 往来堂書店
（千駄木）
／BOOKSルーエ
（吉祥寺）
／B&B
（下北沢）
／隣町珈琲
（荏原中延）
／ONLY FREE PAPER
（東小金井）
／かもめブックス
（新宿）

◎バックナンバーが見られます。
最新号の発行と同時に、
ひとつ前の号がweb上で閲覧できるようになります。創刊号から見たい方はこちらから。https://nakanoshima-daigaku.net/about/tomin/

◎定期購読も受け付け中です。
毎月確実に読みたい方は、
ぜひお申し込みください。
まずは下記の電話番号までお問い合わせ下さい。

次号予告

ダンナさんのおかげです

図書館や公会堂といった公共施設の建設や美術品のコレクションなど、
現在の中之島の姿は、
「ダンナさん」
の存在なくしては語れない。

●『月刊島民』vol.128は2019年3月１日発行です!

編集・発行人／大迫 力
（株式会社140B）
編集・発行／月刊島民プレス
若狭健作 綱本武雄（株式会社 地域環境計画研究所）
松本 創 道田惠理子 山國恭子（株式会社140B）
〒530-0047 大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング602号

TEL.06-6484-9677 FAX.06-6484-9678
制作進行／堀西 賢（ALEGRESOL）
デザイン／山﨑慎太郎
表紙イラスト／奈路道程
印刷／佐川印刷株式会社
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