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22001155年年のの年年頭頭にに当当たたりり、、謹謹んんでで新新年年ののおお慶慶びびをを申申しし上上げげまますす。。  

  

会会員員のの皆皆様様ににはは、、平平素素よよりり精精力力的的にに会会のの活活動動にに取取りり組組

んんででいいたただだきき、、おお陰陰ささままでで御御堂堂筋筋かかららのの街街づづくくりりはは一一歩歩

前前進進とといいうう成成果果をを収収めめてて新新年年をを迎迎ええるるここととががででききままししたた。。  

当当会会はは、、ここのの十十数数年年来来、、大大阪阪をを元元気気ににししよよううとと、、御御堂堂

筋筋ののブブララッッシシュュアアッッププをを執執拗拗にに提提言言、、昨昨年年、、そそのの集集大大成成

「「御御堂堂筋筋〝〝みみちち〟〟のの賑賑わわいい創創造造」」をを完完成成ささせせ、、国国交交省省、、

大大阪阪府府･･市市、、中中央央区区・・経経済済団団体体ななどど 1188 組組織織 3355 名名ののキキーー

ママンンににププレレゼゼンンテテーーシショョンンしし、、皆皆様様かからら「「素素晴晴ららししいい提提

案案」」とと賛賛同同ししてていいたただだききままししたた。。  

そそのの直直後後にに大大阪阪市市のの「「御御堂堂筋筋再再編編」」計計画画がが発発表表さされれ、、

我我々々はは、、よよううややくく御御堂堂筋筋再再生生のの提提言言がが動動きき出出ししたた、、とと前前

向向ききにに受受けけ止止めめてておおりりまますす。。  

  ここれれをを以以てて、、十十数数年年にに及及ぶぶ「「提提言言段段階階」」をを終終ええ、、今今年年

度度かからら「「計計画画実実行行段段階階」」へへとと活活動動ののスステテーージジをを進進めめ、、当当

会会はは、、提提言言団団体体かからら街街づづくくりり実実行行団団体体へへとと体体質質改改善善をを致致

ししまますす。。  

  

  

ししかかしし実実現現はは、、厳厳ししいい道道ののりりでであありりまますす。。  

大大阪阪市市のの再再編編案案はは、、今今ののととこころろ道道路路機機能能のの回回復復にに留留まま

りり、、我我々々がが提提案案すするる「「車車ののみみちちかからら人人ののみみちち」」がが意意図図すす

るる、、道道路路空空間間のの利利活活用用にによよるる都都市市活活性性化化をを望望むむににはは、、そそ

ののククオオリリテティィをを満満たたししてていいるるととはは言言ええまませせんん。。  

  数数ああるる大大阪阪のの資資産産のの中中でで、、最最もも端端的的、、且且つつ有有効効的的にに大大

阪阪のの活活性性化化をを実実現現ででききるる資資産産はは、、御御堂堂筋筋でですす。。大大阪阪のの中中

心心をを貫貫くく御御堂堂筋筋のの立立地地はは、、大大阪阪市市民民ははももちちろろんん、、観観光光客客

ややビビジジネネススママンンににととっっててもも、、ごごくく身身近近なな日日常常空空間間でですす。。  

ここここをを、、大大阪阪ののオオリリジジナナリリテティィああふふれれるるオオシシャャレレなな歩歩行行

者者空空間間にに創創りり変変ええるるここととでで、、御御堂堂筋筋はは自自然然にに世世界界にに発発信信

さされれ、、世世界界にに誇誇れれるる「「ブブラランンドドスストトリリーートト」」ににななるるででしし  

ょょうう。。ししかかもも、、新新たたにに観観光光ススポポッットトをを開開発発すするるここととににくく

ららべべるるとと、、御御堂堂筋筋のの整整備備はは、、ははるるかかにに低低ココスストトののははずずでで

すす。。  

  今今、、御御堂堂筋筋ににはは大大小小含含めめてて 5500 社社以以上上ののススーーパパーーブブララ

ンンドドがが出出店店ししてていいまますすがが、、シシャャネネルルややルルイイ・・ヴヴィィトトンンのの

トトッッププはは、、口口をを揃揃ええてて、、御御堂堂筋筋のの価価値値ををたたたたええまますす。。  

「「御御堂堂筋筋はは、、世世界界をを見見ててもも他他にに類類ががなないいほほどど、、美美ししくく格格

調調高高いい道道路路だだ。。たただだ一一つつ、、

残残念念ななののはは大大阪阪のの人人ががそそ

のの価価値値にに気気付付いいてていいなないい

ここととでですす」」とと。。大大阪阪はは、、

ももっっとと、、自自ららのの真真価価にに気気

づづくくべべききでですす。。  

MMIIDDOOSSUUJJII//NNAAGGAAHHOORRII//RREEPPOORRTT  3399   

NNPPOO法法人人  

御御堂堂筋筋・・長長堀堀 2211 世世紀紀のの会会  

理理事事長長    成成松松  孝孝  

今今年年、、私私たたちちはは提提言言団団体体かからら「「ままちちづづくくりり実実現現団団体体」」へへとと体体質質改改善善をを図図りりまますす  

  車車ののみみちちかからら人人ののみみちちへへ  

世世界界にに誇誇るるブブラランンドドスストトリリーートト・・御御堂堂筋筋  

  今今年年はは、、実実現現のの年年、、飛飛躍躍のの年年へへ            
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会会員員のの皆皆様様ににはは、、昨昨年年ももいいろろいいろろなな会会のの活活動動ににごご協協力力をを

いいたただだききままししてて、、ままここととににあありりががととううごござざいいまますす。。  

副副理理事事長長にに就就任任しし、、早早いいももののでで、、ここのの春春でで１１年年ににななろろうう

ととししてていいまますす。。至至ららぬぬ点点はは多多々々ああるるととはは存存じじまますすがが、、今今年年

もも精精一一杯杯、、務務めめささせせてていいたただだききたたいいとと思思いいまますす。。  

  ささてて、、私私ののおお仕仕事事のの一一つつにに「「会会員員交交流流」」ががあありりまますす。。定定

例例会会・・ビビアアパパーーテティィ・・忘忘年年会会ななどど、、多多くくのの方方々々にに集集ままっってて

いいたただだけけるる機機会会でですす。。会会員員のの皆皆様様がが「「全全会会員員ささんんのの顔顔とと名名

前前がが解解るるよよ！！」」とと言言っってていいたただだけけるる、、そそんんなな会会ににししたたいいとと

思思いいまますすののでで、、ぜぜひひ、、今今年年ももごご参参加加、、よよろろししくくおお願願いいいいたた

ししまますす。。  

今今年年もも、、一一人人ででもも多多くくのの人人のの笑笑顔顔にに出出会会ええ、、そそししてて 11 つつ

ででもも多多くくのの幸幸せせがが，，皆皆様様ににあありりまますすよよううにに。。  

  

当当会会がが御御堂堂筋筋再再生生のの必必要要をを主主張張しし始始めめてて約約 1122 年年、、まま

たた「「御御堂堂筋筋〝〝みみちち〟〟のの賑賑わわいい創創造造」」ななどど、、提提言言活活動動をを続続

けけてて 1100 年年がが経経過過ししままししたた。。そそのの結結果果、、昨昨年年のの 1100 月月にに

橋橋下下市市長長のの御御堂堂筋筋側側道道をを歩歩道道化化ししてて再再生生すするる決決意意表表明明

ににつつななげげるるここととががででききたたとと考考ええてていいまますす。。  

今今年年かかららはは、、そそのの実実施施にに向向けけてて御御堂堂筋筋再再生生のの推推進進力力にに

ななりりううるる当当地地域域のの「「エエリリアアママネネジジメメンントト団団体体」」のの基基礎礎づづ

くくりりととししてて、、当当会会がが中中心心ととななっってて関関係係者者のの勉勉強強会会をを立立ちち

上上げげ、、大大阪阪市市とと地地域域がが一一体体ととななっってて具具体体的的なな再再生生にに一一歩歩

ずずつつ進進めめてていいかかななけけれればばななららなないいとと考考ええてていいまますす。。成成松松

理理事事長長をを中中心心にに、、ささららにに頑頑張張っっててままいいりりまますすののでで、、会会員員

のの皆皆様様のの一一層層ののごご支支援援ごご指指導導ををおお願願いいいいたたししまますす。。  

  

  昨昨年年来来、、会会員員拡拡大大委委員員会会でではは、、『『１１会会員員１１社社紹紹介介キキャャ

ンンペペーーンン』』をを実実施施ししててききままししたたがが、、今今年年度度はは、、委委員員会会のの

メメンンババーー強強化化をを図図りり、、会会員員 115500 社社をを目目指指ししまますす。。そそのの

たためめににはは、、会会のの魅魅力力やや入入会会ののメメリリッットトををアアピピーールルででききるる

よよううににししてていいききたたいい。。幸幸いい、、当当会会ににははささままざざままなな企企業業がが

集集ままりり、、法法律律・・労労務務・・経経理理・・税税理理ななどど専専門門業業種種のの方方もも多多

いいののでで、、セセミミナナーーやや勉勉強強会会、、相相談談会会をを設設けけ、、会会のの中中にに専専

門門職職にによよるるココンンササルル部部門門ををつつくくれればば、、ここのの会会のの大大ききなな魅魅

力力、、メメリリッットトににななりりまますす。。今今年年はは、、ここのの魅魅力力づづくくりりとと、、

新新・・御御堂堂筋筋・・長長堀堀 2211 カカーードド事事業業でで収収益益をを図図りり、、会会のの体体

質質強強化化ををししてて参参りりたたいいとと思思いいまますす。。会会員員皆皆様様ののごご協協力力、、

おお力力添添ええををよよろろししくくおお願願いい致致ししまますす。。  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                              

  

  

  

ッッププをを中中心心ににししてて提提言言団団体体かからら実実現現団団体体へへとと移移行行ししてていい

ここうう

ととしし

てていい

るる。。・・長長堀堀通通りりかからら南南側側のの自自転転車車道道計計画画でではは、、歩歩行行  

  

  

  

ああけけままししてておおめめででととうう  

ごござざいいまますす。。  
今今年年ももよよろろししくくおお願願いいししまますす。。  

  

四四役役会会  

  

  ここのの会会にに関関わわっってて 3300 年年、、我我々々，，ままちちづづくくりりボボラランンテテ

ィィアア団団体体がが果果たたししたた役役割割はは大大ききかかっったたとと思思いいまますす。。街街づづ

くくりりはは、、同同時時にに「「街街育育てて」」でですす。。ここのの会会のの地地道道なな活活動動はは、、

街街ののググレレーードドをを守守りり、、育育ててててききたたとと思思いいまますす。。そそれれはは長長

堀堀通通りりかからら始始ままっってて、、今今はは御御堂堂筋筋。。ここのの素素晴晴ららししいい御御堂堂

筋筋のの快快適適・・安安全全はは，，街街づづくくりり、、街街育育ててのの急急務務でですす。。  

緩緩速速車車線線のの存存在在はは、、車車のの走走行行ををススムムーーズズににししててききまましし

たたがが、、時時代代のの流流れれはは、、歩歩行行者者のの安安全全とと快快適適なな街街づづくくりりにに

移移りり、、我我々々のの提提言言がが街街のの将将来来をを左左右右すするるとと思思いいまますす。。そそ

のの鍵鍵をを握握っってていいるるののはは御御堂堂筋筋でですす。。  

御御堂堂筋筋沿沿道道・・周周辺辺のの企企業業ささんんににととっってて、、街街のの将将来来はは企企

業業のの将将来来ででももあありりまますす。。地地域域ががひひととつつににななりり、、共共にに力力をを

合合わわせせてて、、ここのの街街をを守守りり、、育育てててていいききたたいいももののでですす。。  

会会員員同同士士、、  

おお互互いいのの顔顔とと名名前前がが分分かかるる会会にに  
  

  副副理理事事長長  

    大大島島  弥弥生生（（大大島島内内科科医医院院））  

  

快快適適・・安安全全なな街街づづくくりりののたためめ

御御堂堂筋筋のの改改善善はは急急務務  
  

    副副理理事事長長  

      森森浦浦  徹徹（（株株･･森森浦浦商商会会））  

大大阪阪市市とと地地域域がが一一体体ととななっってて  

具具体体的的なな一一歩歩をを進進めめたたいい！！  
  

専専務務理理事事  

    小小松松  茂茂樹樹（（竹竹中中工工務務店店））  

  

会会員員相相互互ののメメリリッットトとと魅魅力力とと

価価値値ああるるププロロ集集団団にに  

  常常務務理理事事  

    永永井井  俊俊行行((㈱㈱ヴヴィィククトトワワーールル))  

  

皆皆ささんん！！！！会会員員増増強強にに、、ごご協協力力くくだだささいい。。  

  御御堂堂筋筋活活性性化化  地地域域のの街街づづくくりり活活動動  街街のの清清掃掃活活動動  異異業業種種交交流流  情情報報交交換換  親親睦睦・・交交友友ななどど、、当当会会のの活活動動内内容容はは多多チチャャ

ンンネネルルでですす。。  おお知知りり合合いいのの中中にに、、入入会会希希望望のの方方、、ままたたははおお誘誘いいししたたいい方方ががあありりままししたたらら、、ぜぜひひごご紹紹介介くくだだささいい。。  
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御御堂堂筋筋をを『『おおししゃゃれれなな大大人人のの散散歩歩ままちち』』にに  
一一級級建建築築士士    （（街街づづくくりり部部会会長長））  

阪阪本本  晃晃一一郎郎ささんん  株株式式会会社社  大大林林組組  開開発発事事業業本本部部  課課長長    

  

街街はは運運命命共共同同体体。。活活路路ははエエリリアア運運営営ににあありり  
ラランンドドススケケーーププデデ  ザザイイナナーー（（街街づづくくりり部部会会／／御御堂堂筋筋委委員員会会））  

忽忽那那  裕裕樹樹ささんん（（くくつつなな  ひひろろきき））ＥＥ－－DDEESSIIGGNN  代代表表取取締締役役    

      

                          

  

  

  

  

          

  

  

━━━━今今年年のの部部会会のの方方針針はは？？    

御御堂堂筋筋全全体体ののママススタターーププラランンのの検検討討がが中中心心でですす。。  

━━━━部部会会ににはは、、どどんんなな企企業業ささんんがが。。  

理理事事長長以以下下、、竹竹中中工工務務店店・・ジジオオ・・アアカカママツツ・・ＥＥ－－デデザザ

イインン・・大大成成建建設設・・建建隆隆ママネネジジメメンントト・・前前部部会会長長のの松松本本ささ

んんらら、、部部会会メメンンババーー1100 名名ほほどど。。毎毎月月 11 回回集集ままっってて、、２２

時時間間ほほどど、、情情報報のの共共有有ややアアイイデデアアのの検検討討ををししてていいまますす。。  

━━━━キキララキキララのの建建築築ププロロ集集団団でですすねね。。すするるとと、、ああのの提提言言

書書ははおお金金ににすするるとと、、ウウンン千千万万円円……。。そそれれをを無無償償ででととはは、、

ここのの会会はは贅贅沢沢でですすねね。。ととこころろでで、、阪阪本本ささんんはは大大阪阪のの人人？？    

大大阪阪生生ままれれのの大大阪阪育育ちちでで、、御御堂堂筋筋はは原原風風景景でですす。。御御堂堂

筋筋はは美美ししいいだだけけででななくく、、非非常常にに風風格格ががああるる道道でですすねね。。  

都都市市のの発発展展ににはは、、経経済済性性だだけけじじゃゃななくく、、都都市市のの「「格格」」

のの向向上上がが重重要要なな要要素素でですす。。大大阪阪ののそそれれをを象象徴徴すするるののはは御御

堂堂筋筋。。道道のの役役割割はは時時代代とと共共にに少少ししずずつつ変変わわっっててききてて、、我我々々

はは今今、、『『車車ののみみちちかからら人人ののみみちちへへ』』をを提提案案ししてていいまますすがが、、

そそれれにによよっってて、、御御堂堂筋筋のの風風格格をを壊壊すすよよううななここととににななっってて

ははいいけけなないい、、そそのの責責任任ををひひししひひししとと感感じじまますす。。  

━━━━壊壊ししたたくくなないい御御堂堂筋筋のの風風格格ととはは、、どどうういいううイイメメーージジ

でですすかか？？  

「「銀銀杏杏並並木木」」とと「「おおししゃゃれれなな大大人人のの散散歩歩ままちち」」でですす。。大大

人人がが散散歩歩ででききるるよよううなな道道はは大大阪阪ににははああままりりなないい。。ここれれがが、、

今今後後、、御御堂堂筋筋のの風風格格をを象象徴徴すするるもものののの１１つつににななるるとと思思いい

まますす。。御御堂堂筋筋 8800 周周年年にに当当たたるる 22001177 年年ままででににはは、、小小ささ

ななここととででももいいいい、、何何かか一一つつ、、実実現現ささせせたたいいでですすねね。。  

━━━━あありりががととううごござざいいままししたた。。  

━━━━ラランンドドススケケーーププかからら見見たた御御堂堂筋筋のの魅魅力力はは？？  

    街街のの魅魅力力はは、、おおそそとと（（外外））。。広広場場やや公公園園、、河河川川、、街街路路とと

いいっったた屋屋外外環環境境にによよっってて、、そそのの街街のの風風格格ややキキャャララククタターー

（（そそのの街街ららししささ））がが決決ままるる。。そそれれをを見見事事にに物物語語っってていいるる

ののがが、、御御堂堂筋筋でですす。。堂堂々々とと 44..22 キキロロもも続続くく銀銀杏杏並並木木、、四四

季季をを感感じじらられれるる風風景景。。そそここににししかかなないい風風景景はは、、そそのの街街のの

誇誇りりでであありり、、次次世世代代にに残残ししたたいい、、そそのの街街のの資資産産でですすよよ。。  

━━━━エエリリアアママネネジジメメンントトととはは？？  

  ここれれままででのの都都市市計計画画はは効効率率やや機機能能性性がが中中心心。。ここれれかからら

はは、、誇誇りりをを持持ててるるラランンドドススケケーーププ、、つつままりり資資産産ににななるる風風

景景をを自自分分たたちちでで作作っってていいくくここととがが都都市市計計画画でであありり、、自自分分

がが関関わわっってて作作っったた街街ににはは愛愛着着とと誇誇りりががああるる、、そそれれががままたた

良良いい街街をを作作りり、、街街のの資資産産をを増増ややししまますす。。資資産産でですすかからら、、

運運用用ししてていいかかななけけれればばななららなないい。。じじゃゃ、、誰誰がが運運用用すするるのの  

かか。。ここれれままでではは街街ををつつくくるるののもも、、運運営営すするるののももおお上上。。とと

こころろがが今今、、エエリリアアママネネジジメメンントト制制度度ががででききてて、、エエリリアアのの

人人たたちちがが、、自自分分たたちちのの街街ををつつくくりり、、運運用用・・運運営営ももややるる時時

代代でですす。。ヨヨーーロロッッパパででもも、、エエリリアア運運営営をを行行っってていいるる街街はは

どどんんどどんん魅魅力力的的ににいいるる。。エエリリアア運運営営がが出出来来てていいるるかか否否かか

がが、、街街のの死死活活問問題題ににななっってていいるるんんでですす。。街街をを運運営営すするるとと

いいうう意意識識をを持持たたななけけれればば、、街街はは衰衰退退ししまますす。。住住民民・・事事業業

主主・・地地権権者者がが一一体体ととななっってて、、街街のの運運営営ににつつななががっってて行行かか

ななけけれればば、、生生きき残残りりがが難難ししくくななるる。。そそれれはは地地方方都都市市のの商商

店店街街ででもも、、御御堂堂筋筋ででもも同同じじここととでですす。。  

━━━━忽忽那那ささんんがが描描くく御御堂堂筋筋のの将将来来像像はは？？  

将将来来的的ににはは、、公公園園ににななれればばいいいいとと思思うう。。御御堂堂筋筋公公園園。。御御

堂堂筋筋ににはは空空ががああるる。。空空とと出出会会ええるるラランンドドススケケーーププでですす。。そそ

うう なな れれ ばば 、、 世世 界界 のの 御御 堂堂 筋筋 にに 、、 きき っっ とと なな れれ るる 。。                  

━━━━あありりががととううごござざいいままししたた。。  

イインンタタビビュューー    御御堂堂筋筋ででつつななががろろうう    
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世世界界をを観観るる目目でで！！  FFlloowweerr    SSaalloonn    MMiikkii  AArrtt  SScchhooooll  主主宰宰  

      江江口口  美美貴貴ささんん  （（株株式式会会社社ヴヴルルーーメメンン    取取締締役役会会長長））  

社社ヴヴルルーーメメンン  取取締締役役会会長長））  

●●フフララワワーーススククーールルはは、、女女性性のの自自立立をを応応援援すするるププロロ養養成成機機関関だだとと聞聞いいてていいまますすがが……。。  

ププロロのの養養成成はは、、ススククーールル開開校校ししてて 3366 年年、、一一貫貫ししてて続続けけててききたたここととでですす。。女女性性のの自自立立ををおお

手手伝伝いいししたたかかっったたののでで。。卒卒業業生生はは約約４４万万人人をを数数ええ、、そそのの１１割割のの人人ががププロロととししてて育育ちちままししたた。。  

●●当当会会はは御御堂堂筋筋のの街街づづくくりりにに全全力力投投球球でですすがが、、先先生生がが御御堂堂筋筋をを本本拠拠地地ににさされれるる理理由由はは？？  

御御堂堂筋筋はは、、私私のの原原風風景景。。大大阪阪生生ままれれでですすかからら。。ススククーールルをを開開くくなならら、、絶絶対対ココココっってて。。イイチチ

ョョウウががパパララレレルルにに並並びび、、四四季季折折々々のの装装いいがが素素晴晴ららししいい。。今今、、ここのの会会はは御御堂堂筋筋ののままちちづづくくりりにに

いいろろんんなな方方がが動動いいてていいまますすがが、、いいろろんんなな業業種種がが一一緒緒ににももののづづくくりりやや共共同同事事業業ををししなないいとと、、業業

界界もも地地域域もも経経済済ベベーーススはは上上ががららなないい。。そそのの意意味味でで、、企企業業集集団団ののここのの会会はは、、素素晴晴ららししいい。。おお手手

伝伝いいででききるるここととははななんんででもも協協力力ししまますすよよ。。女女性性をを動動かかすすののはは得得意意でですす。。女女性性がが動動けけばば、、ダダーー

リリンンがが動動くく、、子子供供がが動動くく、、おお金金もも動動くく（（笑笑いい））。。女女性性をを活活用用ししててくくだだささいい。。  

御御堂堂筋筋でで、、おお花花ののイイベベンントトををししたたいいでですすねね。。若若いい人人やや子子供供ささんんにに花花にに触触れれるるチチャャンンススをを作作

っっててああげげたたいい。。「「2211 世世紀紀はは女女性性とと子子供供のの世世紀紀、、そそのの心心はは育育ててるる世世紀紀」」でですす。。たたくくささんんのの人人達達

とと御御堂堂筋筋ででつつななががっってていいききたたいいでですすねね。。  人人がが集集うう街街、、素素晴晴ららししいい大大阪阪ののたためめにに！！  

桂桂由由美美ブブラライイダダルルハハウウスス

大大阪阪店店  

御御堂堂筋筋のの難難波波神神社社のの向向かかいい、、

エエププソソンンビビルル 11FF ににあありりまま

すす。。ここここがが関関西西 11 号号店店ととししてて

オオーーププンンししたたののはは 11999966 年年。。

当当会会へへはは 22000044 年年にに入入会会ささ

れれてていいまますす。。  

  

            

  

  

  

  

  

  

  
東東京京生生ままれれ。。共共立立女女子子大大卒卒業業後後、、パパリリにに留留学学。。結結婚婚式式はは９９７７％％がが和和装装だだっったた時時代代、、11996644 年年にに
日日本本初初ののブブラライイダダルルフファァッッシショョンンデデザザイイナナーーととししてて活活動動開開始始ししたた日日本本ののブブラライイダダルルのの草草分分けけ的的
存存在在。。  現現在在、、パパリリココレレををははじじめめ世世界界 2200 カカ国国以以上上ででシショョーーをを開開催催、、そそののデデザザイインン性性のの高高ささでで
大大絶絶賛賛さされれ、、今今やや、、「「ユユミミカカツツララ」」ははオオーートトククチチュューールルのの世世界界的的ブブラランンドドととししてて世世界界各各国国でで事事業業
活活動動をを展展開開、、22000033 年年かかららははパパリリオオーートトククチチュューールルココレレククシショョンンにに参参加加しし、、22000055 年年ににははパパリリ
ののカカンンボボンン通通りりのの CCHHAANNEELL 本本店店前前にに直直営営店店ををオオーーププンン。。今今年年ののパパリリココレレののテテーーママはは、、琳琳派派
440000 周周年年をを記記念念ししてて「「BBLLOOOOMMIINNGG  RRIIMMPPAA（（咲咲きき誇誇るる琳琳派派））」」ととししたた。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ドドイイツツでで造造形形学学をを学学びび、、イイギギリリスス、、フフラランンススななどどヨヨーーロロッッパパ各各          

ドドイイツツでで造造形形学学をを学学びび、、イイギギリリスス、、フフラランンススななどどヨヨーーロロッッパパ各各地地ででデデザザイインンをを研研修修、、独独特特なな感感

性性とと実実業業家家感感覚覚ででフフララワワーー業業界界をを牽牽引引すするる、、花花のの世世界界のの第第一一人人者者。。パパリリ・・ココレレやや桂桂由由美美ググラランン

ドドココレレククシショョンンのの花花装装飾飾をを担担当当しし、、世世界界ででもも大大活活躍躍。。国国内内でではは、、全全国国ににフフララワワーーススククーールル 4433

校校をを開開校校。。年年間間約約 33000000 件件ももののホホテテルルウウエエデディィンンググのの花花とと空空間間装装飾飾をを手手ががけけ、、ささららににテテレレビビ出出

演演、、雑雑誌誌のの取取材材、、地地域域活活動動「「花花育育」」、、業業界界のの育育成成とと、、そそのの活活動動ははととどどままるる所所をを知知ららなないい。。  

  

  

  

  

  

イインンタタビビュューー  スステテキキなな女女性性会会員員ささんん  

世世界界をを駆駆けけるる！！  ブブラライイダダルルフファァッッシショョンンデデザザイイナナーー  

      桂桂  由由美美ささんん（（株株式式会会社社ユユミミカカツツラライインンタターーナナシショョナナルル  社社長長））  

●●ブブラライイダダルルのの活活動動とと同同時時にに、、先先生生はは少少子子化化対対策策ににももごご尽尽力力さされれてていいまますすねね  

私私はは少少子子化化のの主主因因はは、、非非婚婚化化ににああるるとと思思っってていいまますす。。そそのの対対策策のの 11 つつがが、、ププロロポポーーズズにに

ふふささわわししいい観観光光ススポポッットトをを「「恋恋人人のの聖聖地地」」ととししてて選選定定しし、、情情報報提提供供すするる取取りり組組みみでですす。。現現

在在、、国国内内外外にに約約 113300 カカ所所ああっってて、、フフラランンススののモモンンササンンミミシシェェルルもも「「恋恋人人のの聖聖地地」」でですす。。  

昔昔はは、、家家でで花花嫁嫁衣衣装装ををつつけけてて式式場場にに向向かかいいままししたたかからら、、近近所所のの人人がが集集ままっってて祝祝福福ししたたりり、、

子子供供たたちちもも大大騒騒ぎぎ、、居居合合わわせせたた人人みみんんななかからら祝祝福福さされれてて結結婚婚ししままししたた。。私私ははここううししたた市市民民参参

加加型型のの祝祝福福をを「「ふふるるささととウウェェデディィンンググ」」ととししてて日日常常化化ささせせ、、日日本本のの社社会会にに、、ももうう一一度度、、結結

婚婚ににききちちんんとと向向きき合合うう空空気気をを醸醸成成ししたたいい。。ででななけけれればば、、非非婚婚化化はは進進むむ一一方方でですす。。  

●●世世界界中中をを見見ててここらられれたた先先生生のの目目かからら見見てて、、御御堂堂筋筋のの印印象象はは？？  

世世界界的的にに見見てて、、御御堂堂筋筋はは、、季季節節感感ああふふれれるる、、ととててもも美美ししいい通通りりでですす。。私私はは、、ここのの御御堂堂筋筋でで、、

ぜぜひひ「「ウウェェデディィンンググ・・ドドラライイブブ」」ををややりりたたいいでですすねね。。実実はは東東京京本本店店でではは、、婚婚礼礼衣衣装装をを着着けけ

たたカカッッププルルををオオーーププンンカカーーにに乗乗せせてて挙挙式式会会場場ままででドドラライイブブししてていいまますす。。通通りりにに美美ししいい花花嫁嫁ささ

んんがが現現れれるるとと、、街街ゆゆくく人人がが手手をを振振っっててくくれれたたりり、、祝祝福福ののエエーールルをを贈贈っっててくくれれたたりり。。ここんんなな市市

民民参参加加型型のの結結婚婚式式をを実実践践しし始始めめままししたた。。  

今今、、婚婚礼礼衣衣装装ののデデザザイインンだだけけででななくく、、日日本本のの伝伝統統美美をを現現代代にに生生かかすすここととををラライイフフワワーーククにに

しし、、和和紙紙やや友友禅禅のの美美ししささををドドレレススににししてて世世界界にに発発信信ししてていいまますすがが、、家家族族やや地地域域のの絆絆でで結結ばばれれ

たた結結婚婚儀儀礼礼もも日日本本がが誇誇るる伝伝統統美美でですす。。そそれれをを、、ももうう一一度度、、現現代代にに蘇蘇ららせせたたいいでですすねね。。  

22000088 年年御御堂堂筋筋オオーーププンンフフ

ェェススタタでで開開催催ししたたモモデデルルをを花花

でで飾飾るるユユニニーーククななフファァッッシショョ

ンンシショョーー。。花花ををままととううだだけけのの

大大変変身身はは、、大大好好評評ででししたた。。  
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22001144御御堂堂筋筋ジジョョイイふふるる（（４４月月２２９９日日））  
御御堂堂筋筋開開放放はは、、ここのの会会がが仕仕掛掛けけ人人｡｡。。22000033 年年、、当当会会

ののイイベベンントト「「アアーートトフフリリンンジジフフェェスステティィババルル」」ががききっっ

かかけけににななっったた。。  

街街づづくくりり部部会会のの検検討討会会●●毎毎月月１１回回 22 時時間間、、濃濃密密ななミミーーテティィンンググ  

ブブラランンドド交交流流委委員員会会（（当当会会会会員員

ののブブラランンドドシショョッッププ交交流流会会））  

      

写写真真でで見見るる  

  22001144年年活活動動記記録録  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

↑↑大大阪阪市市建建設設局局へへププレレゼゼンン((1100．．３３))      ↑↑御御堂堂筋筋提提言言書書のの説説明明会会（（９９．．3300、、1111．．1111））      ↑↑街街づづくくりり検検討討会会  

                                                                        

←←22001144 年年新新年年互互礼礼会会  １１月月 2244日日ホホテテルル日日航航大大阪阪  

今今年年７７月月 77 日日でで、、当当会会のの清清掃掃活活動動はは 3300 周周年年をを迎迎ええままししたた。。  

ジジョョイイふふるる会会場場内内のの  

当当会会ブブーーススでで街街のの人人にに  

提提言言ににつついいてて説説明明  

清清掃掃活活動動はは月月２２

回回、、朝朝とと昼昼休休みみ

のの時時間間帯帯にに､､4400

～～5500 名名がが参参加加

ししてて、、約約 33､､4400

分分御御堂堂筋筋とと長長堀堀

通通りりをを清清掃掃。。  

御御堂堂筋筋ホホテテルルググーーププ委委員員会会  
日日航航ホホテテルル、、セセンントトレレジジスス大大阪阪  

ククロロスス HH はは、、御御堂堂筋筋ジジョョイイフフルルでで

ホホテテルルススイイーーツツイイベベンントトをを開開催催  原原則則２２カカ月月にに１１回回開開催催さされれるる月月例例会会議議  
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新新入入会会員員ごご紹紹介介  
22001144 年年ごご入入会会のの企企業業様様  

  

  

  

    会会員員数数 110077 名名（（１１月月 77 日日現現在在））    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ネネスストトホホテテルル大大阪阪心心斎斎橋橋  2266,,22  

((株株))ママネネジジメメンントトササーービビスス  2266,,33  

((株株))FFUUKKUU  BBLLDD  2266,,55  

住住江江織織物物株株式式会会社社  2266,,66  

オオーー・・エエムム・・ビビルル管管理理((株株))  2266,,66  

東東急急不不動動産産((株株))  2266,,66  

辻辻  一一夫夫税税理理士士事事務務所所  2266,,66  

嶽嶽下下  勇勇治治税税理理士士事事務務所所  2266,,66  

㈱㈱エエククシシーーズズジジャャパパンン  2266,,77  

㈱㈱アアメメニニテティィ・・ササーービビスス関関西西  2266,,77  

㈱㈱OOPPAA（（心心斎斎橋橋オオーーパパ））  2266､､88  

ユユナナイイテテッッドドアアーーババンン（（投投資資））  2266..1100  

ココススギギアアカカデデミミーー  2266..1111  

㈱㈱和和ココンンパパニニーーアア  2266..1111  

㈱㈱オオリリエエンントトココーーポポレレーーシショョンン   2266..1122  

大大阪阪屋屋通通商商㈱㈱  2266..1122  

㈱㈱アアビビリリテティィーーズズ  2266..1122  

VVeennuussRRoossee    AAssssoocciiaattiioonn    2266..1122  

  

個個

人人

会会

員員  

中中山山  幸幸男男  2266,,22  

望望月月  祐祐介介㈱㈱イイーーエエスス  2266,,22  

西西岡岡  亜亜希希子子（（蘭蘭光光））  2266,,44  

木木下下  理理起起雄雄  2266,,44  

安安松松  由由生生  2266..55    

  

ビビアアパパーーテティィ・・忘忘年年会会・・昼昼食食会会  ●●  異異業業種種交交流流のの集集いい  

  

会会員員交交流流部部会会  

日日本本銀銀行行見見学学会会  
  

22001144 年年 1122 月月９９日日  

清清掃掃活活動動、、親親睦睦交交流流会会はは、、会会

員員企企業業のの社社員員ささんんらら多多数数がが参参

加加。。いいつつもも賑賑ややかかにに活活動動ししてて

いいまますす。。  

22001133 年年のの見見学学会会はは、、御御堂堂筋筋巨巨大大

共共同同溝溝をを見見学学ししままししたた。。御御堂堂筋筋のの地地

下下 3355 メメーートトルルににはは､､33..99 キキロロににわわ

たたっってて、、電電気気、、ガガスス、、水水道道、、通通信信なな

どど都都市市ののラライイフフラライインンがが埋埋設設さされれ

てていいまますす。。  

会会員員企企業業ささんん募募集集中中！！  


