
〈今月の表紙〉 東出清彦

最近、四ッ橋筋を北へ、堂
島川を渡る辺りの景観が一
新してみえる.古〈、米相
場と廻船往来で賑った堂島
JIIべりに、出現したストラ
イプのrァクア堂島J(設計施
工竹中工務底)。このビJレに
は、東側に廻った時、はじめ
て見える別の表情がある。
河合隆三作の石柱が10;本、
円形に立ち上る広場。この
石柱に図まれて見上げる空
は、水の都の新しい光景。
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