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今年も一ヶ月実施!!
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除痘館記念資料室館内案内ツアー 除痘館記念資料室館内案内ツアー
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「東横堀川水門」特別見学会
①11時～11時半、②15時～15時半

10

水都大阪満喫チケット 水都大阪満喫チケット

4/21
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まで3/
2019
21から

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会

22

1５時～

文人煎茶を愉しむ
19時～21時

14
文人煎茶を愉しむ

19時～21時

14
桂花団治の落語講座
18

19時～

作家 増山実の「北浜街歩き街語り」
21

18時半～20時

24
家族で楽しむ

大阪企業家ミュージアム
10時半～1２時

17 17
ファブリカ村＋FSP
２０１８夏展

13
自分で点てるお抹茶と、
初心者さんの茶席での作法
①13時半～、②15時～
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「こちずぶらり」で
東横堀川まち歩き
9時半～11時半

10時～19時 10時～17時半

3

インナービューティ― プチセミナー
さがんの野菜塾

12時半～

16

「へレスのブレリア」
～街角のフラメンコ～

19時～20時頃

26

e-よこ逍遥そぞろ歩きツアー
14時～17時

4

12

書のワークショップ
①10時半～、②15時半～
篆刻のワークショップ

13時～

青山ビル
ツアー＆ワークショップ

淀川の葦を使ってマイ筆を作ろう
①10時～12時  ②13時～15時

5

そうぞう広場
～体験講座「音読と積み木」

23

音読教室 10時半～12時(ティタイムあり)
積み木広場 ①13時～14時半、②15時～16時半

篆刻（てんこく）教室
19

①10時～12時
②14時～16時

春の"Whisky＆Chocolateの
マリアージュを楽しむ"会

20

13時～14時半

  6月6日は楽器の日！
堺筋のJAZZの風

19時～

6
「船場文化サロン」
～茶席美術館1～
①18時15分～
②19時15分～

7

鉄筋×JAZZ
スイングタイトルマッチ
作品展：16時半～

鉄筋×JAZZライブ：18時～19時

8

弦楽器体験会
1４時～1９時

27
弦楽器体験会
1４時～1９時

27

まどぎわコンサート
①15時～18時頃
②17時半～18時半頃

25
まどぎわコンサート

 ①15時～16時頃
②17時半～18時半頃

25

15
気になる症状の軽減も期待できる
ハーブティーのブレンド体験
①13時半～　②15時～

e-よこファミリークルーズ
10時20分～11時１０分

2

日（月）6 14

まちあるきやコンサート、特別見学会など、多彩なイベントを
通じて水辺やまちの魅力をたっぷりお楽しみください。
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e-よこアニバーサリーナイト
7月24日(火) 夕刻より 持寄りパーティー
場所：　　本町橋 船着場＆公園
天神祭の宵宮に、古くより続く手こぎの
「どんどこ船」を手打ちでお迎え！

月

日（日）5 13月

月 日（木）

休日の朝の価値ある一時間～
「能活」
10時半～11時半

5月12日(土)
28

休日の朝の価値ある一時間～
「能活」

10時半～11時半

6月16日(土)
28
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※各プログラムは、内容・スケジュールなど変更される場合があります。

e-よこ会メンバーが心をこめてお届けする
スペシャルプログラム。
期間限定のオリジナルイベントが多数！
水辺やまちの多彩な魅力を、
まちの人々との交流とともにお楽しみください。

イベント

主催イベント
主催：東横堀川水辺再生協議会[e-よこ会]

本町橋
船着場

HOMMACHIBASHI
RIVER PORT

3

主催：東横堀川水辺再生協議会[e-よこ会]
e-よこ会が企画運営する、まちのカレッジです。
講演会や体験会、見学会を企画実施しています。

５
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5月１3日（日）　16時～18時
場所：本町橋 船着場＆公園　
              本町橋北東シティプラザ大阪前

「水辺ピクニック」
    よこ逍遥2018前夜祭e-

    よこファミリークルーズe-

5月14日から1か月間の予定で始まる「e-よこ逍遥」の前夜祭はス
タッフ主催の「水辺ピクニック」。今年の逍遥のとっておき情報や個
性豊かなスタッフとの交流を楽しみましょう！
大阪で活躍する市民オーケストラ、アコルト ウインド オーケストラの
演奏も！

【申込不要】 　無料：食べ物か飲み物を一品お持寄りください。
　　　　　　　　　　どなたでもご参加いただけます。
e-よこ会の活動に興味のある方はぜひお越しください！

【要申込】　※先着順　申込フォームよりお申込みください。
定員：９名（ただし、12歳未満のお子さまは2名で1名とカウントします。
　　　1歳未満の乳児はカウントしません）
参加費：大人 1,500円、子ども 500円（１２歳未満）※１歳未満は無料
船：御舟かもめ
問合せ：Tel.06-6583-3333（ワイキューブ・ラボ内）

【要申込】　※先着順　
　　　　　申込フォームよりお申込みください。
定員：15名
参加費：500円

あなたが住んでいるまちに東横堀川という川が流れているのをご
存知ですか？大阪に残る最古の堀川で、個性的なお店が水辺に集
まっています。ぜひご家族連れだって休日のひとときを、界隈に詳
しいガイドが誘う東横堀川クルーズでお楽しみください。小さな
お子様も大歓迎です！

5月13日（日）　10時20分～11時１０分（集合時間は１０時）
場所：本町橋 船着場＆公園　
              本町橋北東シティプラザ大阪前

主催 : 東横堀川水辺再生協議会

主催 : 東横堀川水辺再生協議会

主催 : 東横堀川水辺再生協議会、大阪こちずぶらり研究会主催 : 東横堀川水辺再生協議会

「こちずぶらり」で
東横堀川まち歩き

大阪のいろんな時代の地図を行ったり来たりできる楽しいアプリ
『大阪こちずぶらり』を使ったまちあるき。これまで気づかなかっ
た新しい水辺を発見できるかも ! 

5月19日（土）　
9時半～11時半（集合時間は9時20分）　＊少雨決行

集合：大阪証券取引所1階ロビー
中央区北浜1-8-16（地下鉄堺筋線北浜駅、京阪本線北浜駅直結）
解散：本町橋

※資料代　※スマートフォンまたはタブレットをご持参ください。
※ご持参のスマートフォンに当日アプリを入れて、まちあるきに出かけます。
※対応OS : ios、アンドロイド(ウィンドウズタブレットは不可)　
　アプリ開発:株式会社Stroly

1

※先着順受付。
　定員に達した場合はお断りすることがございますのでご了承ください。　
※参加費は、当日会場にてお支払いください。
※参加証等は発行しませんので、当日会場にお越しください。

参加申込方法
各プログラムのQRコードから申込フォームに
アクセスしてお申し込みください。

イベントの申し込みは、4月14日から受付開始です。
※一部先行受付しているものもあります。

一部プログラムにおいては記載の申込先に
直接申し込めるものもあります。

協力：コニシ㈱　菊寿堂義信

6月6日は「楽器の日」。輸入楽器卸商として81年目を迎えた丸一
商店からお届けするe-よこ会恒例コンサート。この地域を愛し、ま
た地域からも愛される有名ピアニスト、大塚善章氏が今年もやって
きます。ギタリストに畑ひろし氏を迎え、皆様とゆったり音楽を楽
しむ空間を作ります。

6月6日は「楽器の日」！
堺筋のJAZZの風
Pf.大塚善章 & Gt.畑ひろし Jazzコンサート

6月6日（水） 開場 18時半 　開演 19時 
場所：丸一商店1Fギャラリー　
　　　　中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F

【要申込】　定員：４0名　
　　　　　申込フォームよりお申込みください。
参加費：1,０00円
※丸一商店への直接申込も可。座席指定ではありません。
　定員を超えた場合は、立ち見になる可能性があります。
申込み：丸一商店株式会社　Tel.06-6201-0044　
　　　　Eメール　info@maruichi-shoten.co.jp

【要申込】　定員：各回25名
　　　　　（文化財保護の観点より
　　　　　靴下持参に協力頂ける方）
　　　　　申込フォームよりお申込みください。
参加費：2,000円 
　　　　(茶菓子土産付,呈茶無し)※着物特典あり

６月8日（金） 
①18時15分～ ②19時15分～  (各回約1時間)
場所：重要文化財 旧小西家住宅 (通常非公開)　

　　　　 中央区道修町1-6-10

「船場文化サロン」 ～茶席美術館1～

恒例の建物解説に加え、今年は家庭画報で藤田美術館特集の連載
を受持つ茶道具商 谷松屋戸田商店様を講師に迎え、茶室を彩る美
術品を間近に学びます。江戸時代から上方文化の粋を担う戸田家
のギャラリートークをお愉しみに！

【要申込】　定員：20名
　　　　　申込フォームよりお申込みください。
参加費：1,000円 （資料代・保険代含む）

5月26日（土）　14時～17時
e-よこ界隈　集合・解散：北浜駅２５号出口

e-

近代建築が集積するe-よこ界隈！建物を観て、橋を渡り、ショップ
オーナーと会話を交わし、まちをそぞろ歩きます。
素敵なお土産も！

Photography by kana

よこ逍遥そぞろ歩きツアー

淀川の葦を使ってマイ筆を作ろう
葦(ヨシ)筆作り＆美文字講座(希望者のみ)
協力：淀川河川レンジャー、緒方ビル

6月3日（日）　①10時～12時  ②13時～15時
場所：緒方ビル B1会議室　中央区今橋3-2-17

【要申込】　申込フォームよりお申込みください。
　　　　　　※当日の参加も可能です。
参加費：500円（筆２本作成代)　※追加は１本２００円
申込み：美文字講座（希望者のみ・無料）
　　　　※参加希望の方は手本を準備するので、
　　　　　書きたい文字を申込時にお知らせください。

高級な筆の穂先と自然素材の淀川の葦(ヨシ)の軸を組み合わせて、
趣のある世界に1本の「マイ筆」を作ります。書道用の筆も絵画用
の筆もあります。どなたでも参加できます。

よ し
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●書のワークショップ　
　①10時半～、②15時半～
　ワークショップ1時間+ツアー30分
　※各回10分前から、ビルエントランスにて受付。

日本最大級の水門を船が通る様
子を間近に見学しながら、治水事
業や水門の役割についてのお話
を聴く事ができます。

5月14日(月)～6月14日(木) ※日・祝のぞく
場所：除痘館記念資料室　
　　　　 中央区今橋3-2-17 緒方ビル4F

水都大阪の魅力を満喫できるチケットが今年も登場！Osaka 
Metro（オオサカメトロ）1日乗車券、中之島周辺や阿倍野など7つ
のエリアで使えるバルチケット、そして、アクアライナーなど3つの
クルーズが1日乗り放題になる乗船券がセットになった便利でお得
なチケットです。

販売場所：Osaka Metro（オオサカメトロ）：各駅・定期券発売所
　　　　　大阪水上バス（八軒家浜船着場、淀屋橋港、大阪城港、
 天保山サンタマリアチケットカウンター）
　　　　　大阪観光案内所、難波観光案内所
料金：3,300円
問合せ：Tel.0570-035-551 大阪水上バス
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【要申込み】　定員：各回4名　参加費：1,000円

【要申込み】　定員：各回4名　参加費：3,000円

青山ビルツアー＆ワークショップ

5月14日(月) 16日(水) 19日(土)
6月2日(土) 4日(月) 6日(水)
場所：青山ビル　中央区伏見町2-2-6

●篆刻のワークショップ　13時～
　ワークショップ2時間+ツアー30分
　※各回10分前から、ビルエントランスにて受付。

8

    クルーズe-

鉄筋彫刻家・徳持耕一郎氏とジャズピアノの巨匠・大塚善章氏に
よるライブドローイング。♫音符を操る魔法のラインをライブで
体感！新感覚の世界を楽しみましょう!

鉄筋×JAZZ
スイングタイトルマッチ

6月13日（水） 16時半開場 
　　　　　　　　鉄筋彫刻をお楽しみください。
　　　　　　　　18時～19時 鉄筋×JAZZライブ
場所：伏見ビルサロン　
　　　　中央区伏見町2-2-3 伏見ビル3F

【要申込】　定員：30名　
　　　　　申込フォームよりお申込みください。
参加費：2,０00円
※定員を超えた場合は、立ち見になる可能性があります。

主催：青山ビル

主催：大阪水上バス・Osaka Metro（オオサカメトロ）

主催：大阪市建設局河川・渡船管理事務所

主催：除痘館記念資料室　

主催：先春園本店

主催：先春園本店

主催：一茶庵宗家 易社

    体験e-

クルージングには、一番気持ちのいい季節です。

水都大阪満喫チケット
http://suijo-bus.osaka/event/detail.php?seq=4

4月21日（土）～2019年3月21日（木・祝）

9

逍遥期間ならではの、貴重な体験をぜひこの機会に。

10「東横堀川水門」特別見学会

【申込不要】　参加費：無料
定員：各回20名

期間中 毎週火・木 
①11時～11時半　②15時～15時半
場所：東横堀川水門  中央区高麗橋1-2-5

除痘館記念資料室
館内案内ツアー

11

12

江戸末期に天然痘(疱瘡)予防の普及活動の拠点となったのが、緒
方洪庵を核とする大阪の「除痘館」です。当資料室は、「除痘館」の活
動と足跡を記念して、資料の展示、公開をしております。館内をガイ
ドが案内します。

国登録有形文化財青山ビルにあ
るサロンで、創作書藝デザイナー
として活躍中の尾原葉香氏によ
るワークショップとオーナーによ
る建物見学ツアーを体験します

【要申込み】　参加費：無料
申込み：除痘館記念資料室  Tel.090-2382-1061(10時～16時)

文人煎茶を愉しむ。

5月15日(火) 29日(火)
19時～21時　場所：一茶庵　中央区大手通1-1-1

一茶庵は、煎茶を通して中国や日
本の文化を学ぶ学舎です。「登録有
形文化財」に指定されている草庵
で初心者も気軽に煎茶を楽しんで
いただき、非日常時空を体験して
いただきます。

抹茶アイスやドリンク、スイーツ、抹茶は世界中で大人気ですが、本
物の抹茶を茶せんで点ててみませんか？上手に点てるコツと、初
めての茶席で知っておきたい作法を学びます。
【要申込】　前日までに要申込　定員：各回4名
参加費：1,000円　おうす２服 生菓子、干菓子付き
問合せ・申込み： 先春園本店  Tel. 06-6201-3731

自分で点てるお抹茶と、
初心者さんの茶席での作法

5月中の毎週火、土曜日
①1３時半～　②１５時～　
約40分程度
場所：先春園本店　
　　　　中央区平野町2-2-14

【要申込】　参加費：3,500円
申込み：易社 事務局　Tel.090-3658-7804
Eメール：ipc@wa2.so-net.ne.jp  渡邉(わたなべ)まで

主催：ルポンドシエル さがん

インナービューティ― プチセミナー

さがんの野菜塾
野菜のことをもっと学びましょう！

5月18日(金)　12時半～　
場所：ルポンドシエル B1 さがん 個室
今話題のファイトケミカルを知ろ
う！サラダだけじゃない!?お料理
アレンジ万能のトマトの食べ比べ
もあります。
お料理：先付、造り、宝箱、留椀、デ
ザート、コーヒー

【要申込】　参加費：3,800円 税・サービス料込
ご予約・お問い合わせ：
ルポンドシエル さがん　Tel.06-6947-0888

17
主催：ファブリカ村+FSP（エフエスピー）

ファブリカ村＋FSP ２０１８夏展
光のいろと風のいろ～近江の麻～

5月22日(火) 10時～19時 23日(水)10時～17時半
場所：伏見ビルサロン
　　　　　中央区伏見町2-2-3伏見ビル3F

琵琶湖の自然の恵みを受けてうまれた「近江の麻」の気持ちの良い
服やストール、作家とのコラボレーションによる、アートなストール
や軽やかな麻アクセサリーをご紹介。
ワークショップ　「麻の残布のアートなワイヤーハンガー作り」

【申込不要】　参加費：500円 税・サービス料込
参加作家　ファブリカ村/jestilo/hirota junko/FSP

気になる症状の軽減も期待できる
ハーブティーのブレンド体験

5/16(水)～6/13(水)までの毎週水・金曜日
①13時半～　②15時～
場所：先春園本店　中央区平野町2-2-14

オーガニックハーブを、あな
たの気になる症状に合わせ
てブレンド。香り豊かなハー
ブティーでリラックスしましょ
う。ブレンドしたハーブはお
持ち帰りいただけます。

【要申込】　前日までに要申込　定員：各回4名
参加費：1,000円　お土産 自身でブレンドしたハーブ
問合せ・申込み：先春園本店 　Tel. 06-6201-3731

桂 花団治の落語講座

5月22日(火) 1９時～
場所：サロン喫茶フレイムハウス
中央区淡路町1-6-4 フレイムハウスビル1Ｆ

18

話し言葉のリズム感、呼吸や発声
法を噺家から学びます。東の旅 発
端や狂言の台詞を師匠から口写しでお稽古。上方落語の四方山
話しやもちろん師匠の一席お聞きいただけます。
【要申込】　定員：２５名　参加費：2,000円
主催：サロン喫茶フレイムハウス
問合せ・申込み：Tel.06-6226-0107
Eメール：misalele39@gmail.com

主催：サロン喫茶フレイムハウス
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5

21

21
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13

4

2 e-よこファミリークルーズ
5月13日（日）・・・詳細はP03　

3「こちずぶらり」で東横堀川まち歩き
5月19日（土）・・・詳細はP03　

申込・問い合わせ：青山ビル　Tel.06-6231-6397
Eメール：info@aoyama-bld-osaka.co.jp
※申込内容：氏名・連絡先番号・参加人数・希望日時



「へレスのブレリア」
～街角のフラメンコ～

中之島バラ園を見下ろすビル
の一室は資料館なのか仕立て
屋なのか？ 特別公開し、9.5ミリ
テープに残された昭和初期の
映像を上映します。
【要申込】　定員：8名
参加費：500円（茶菓つき）
問合せ・申込み：シュール・ムジュール デサキ
Tel.06-6231-6710　出﨑栄三まで
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主催：サロン喫茶フレイムハウス

主催：大阪企業家ミュージアム
朝日放送の人気番組「探偵！ナイトスクー
プ」「ビーバップ！ハイヒール」の構成作家
でもある増山実氏。北浜界隈に魅せられ
伏見町に仕事場を構えて5年。小説の題
材にも事欠かない、作家の足と眼で見つ
けた北浜界隈の魅力を語ります。
増山実プロフィール：「勇者たちへの伝言」で第4
回大阪ほんま本大賞を受賞

【要申込】　定員：30名　参加費：500円
問合せ・申込み：サロン喫茶フレイムハウス  Tel.06-6226-0107
Eメール：misalele39@gmail.com

作家 増山実の「北浜街歩き街語り」

6月2日（土）18時半～20時 ※開場は18時 
場所：サロン喫茶フレイムハウス
　　　　　中央区淡路町1-6-4 フレイムハウスビル1Ｆ

主催：福原印房　協力：少彦名神社
篆刻（てんこく）教室

5月27日（日）　①10時～12時  ②14時～16時
場所：少彦名神社 会議室　中央区道修町2-1-8

白文

朱文

12mm角 15mm角

一級印章彫刻技術士の職人が
特別にお届けする篆刻講座。
講師：福原秀次（なにわの名工）、
　　　石間環山

【要申込】　定員：各回８名 
先着順　
申込フォームよりお申込みください。
参加費：1,500円（材料費込み）
申込み・問合せ： 福原印房 fax.06-6941-62６4 
※氏名、連絡先電話番号、参加人数、彫りたい
　1文字を明記ください。
　福原印房への直接申込も可　Tel.06-6941-0745

主催： Tikal by Broadhurst’s、The Court　協賛：ミリオン商事（株）

【要申込】　定員：15名　
申込フォームよりお申込みください。
参加費：3,000円 

5月27日（日） 13時～14時30分
場所：芝川ビル1F The Court　
　　　　 中央区伏見町3-3-3

春の"Whisky＆Chocolateの
マリアージュを楽しむ"会

ウィスキーコンシェルジュの田原ゆきと、
チョコレートショップオーナーのブロード
ハースト永田敦子が、ニッカウヰスキーの
竹鶴と縁の深い芝川ビルにて、チョコレー
トとウィスキーのマリアージュの楽しみを
提案。個性のあるウィスキーとチョコレート
のテースティングを楽しんでいただきます。

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会

6月2日（土） 15時～
場所：sur mesure DESAKI
　中央区北浜1-1-18 忠治郎ビル３階

23

24

場所：農人橋ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」

そうぞう広場のモットーは、想像力・創
造力を豊かに発揮！大人も子どもも熱
中必至！音読教室では、声・サロン「モ
タモッタ」のメンバーと音読・朗読を体
験。積み木広場では、WAKU-BLOCK
を使って、砂場で遊ぶように創造体験。

【要申込】
音読教室／定員：２0名 
※6歳以上～大人　※先着順
積み木広場／定員：8名(1歳以上～大人)　※先着順
参加費：各500円
問合せ・申込み：
そうぞう広場事務局　Tel.090-2107-7683(二宮)
Eメール：y.nino.hfo@docomo.ne.jp

そうぞう広場～体験講座「音読と積み木」

音読教室 10時半～12時(ティタイムあり)
積み木広場 ①13時～14時半、②15時～16時半

中央区常盤町2-3-16 髙木産業ビルB1F

6月3日（日）
主催：そうぞう広場 Plaza de Casa Gloria　

主催：山西輝和（TERUTERUBOW'S)・出﨑栄三

主催：丸一商店株式会社

6月9日（土） 10時半～1２時
場所：大阪企業家ミュージアム　
　　　　 中央区本町1-4-5 大阪産業創造館B１ 

家族で楽しむ大阪企業家ミュージアム
̶企業家ってどんな人だろう？

小学校高学年を対象にした家族見学ツアー。五代友厚をはじめ松
下幸之助や安藤百福など大阪で活躍した企業家についてアニメや
クイズでわかりやすくお伝えします。
※参加小学生には企業家のマンガを１冊プレゼント！
【要申込】　対象：小学校4年生～6年生　定員：20名（保護者同伴のこと）
参加費：小学生無料・保護者300円（入館料）
問合せ・申込み：Tel.06-4964-7601　Fax.06-6264-6011

    ミュージックe-
コンサート、能を愉しもう。

まどぎわコンサート

5月18日(金) 
6月1日(金) 

イメージは、ヨーロッパの街
角の辻音楽師♪道行く人と
ワイワイしながら、皆様の鼻
歌を誘い出す音楽を奏でま
す。「境筋に楽器屋がある
なあ」と目に留めてくださっ
ている方も多いと思います
が、並んでいる楽器たちは
みな、温かい人の手で演奏されるのを待っております。気心知れ
た丸一商店のスタッフでお気楽にアンサンブルしておりますので、
道すがら、耳を済ませてみてください。

【申込不要】　参加費：無料
問合せ：丸一商店株式会社　Tel.06-6201-0044
Eメール：info@maruichi-shoten.co.jp

場所：丸一商店1Fギャラリー　
　　　　　中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F

27
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主催：丸一商店株式会社
弦楽器体験会―ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ

5月25日(金) 6月8日（金）   14時～19時

毎年恒例になり
ました、丸一商店
音楽教室講師に
よる弦楽器体験
会。触るの初め
て！見るのも初
めて！という方か
ら、昔習っていた
けれど今はもう・・という方まで、どなたでも音を出して頂けま
す。お1人ずつ構え方からフォローいたします。木のぬくもりの
ある温かい音が、体の芯まで響き渡る感触を、是非味わってくださ
い。今年はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの3種類からお好きな楽
器を体験いただけます。
【要申込】　お1人20分　参加費：500円
問合せ・申込み：丸一商店株式会社　Tel.06-6201-0044
Eメール　info@maruichi-shoten.co.jp

場所：丸一商店1Fギャラリー　
　　　　　中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F

主催：ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」
主催：公益財団法人山本能楽堂5月19日(土) 19時～20時頃

カサ・グロリアのフィエスタ
「ビベンジア」のe-よこ会特
別バージョン。船着場のス
テージで、たっぷりとへレス
のブレリアをご覧ください。
スペインはアンダルシア地
方へレス・デ・ラ・フロンテー
ラの街角・ストリートフラメ
ンコ。
へレス特産、よく冷えたシェリー酒とおつまみの販売あり(500円)
【申込不要】　参加費：無料
問合せ：農人橋ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」
Tel.090-4288-0438(二宮)
Eメール：casagloria@live.jp

場所：本町橋 船着場＆公園　
              本町橋北東シティプラザ大阪前
　　　　　※雨天時：農人橋ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」
　　　　　　常磐町2-3-16 高木産業ビルB1F

【要申込】　定員：50名　
参加費：1,000円
申込み：山本能楽堂
Eメール：yamamoto@noh-theater.com　
Tel.06-6943-9454　Fax.06-6942-5744
ホームページ：www.noh-theater.com

休日の朝の価値ある一時間
～「能活」

お休みの朝、伝統芸能に触れ
一日を気持ちよく過ごしませ
んか？一度で完結する内容
ですので、誰でもお気軽にご
参加いただけます。

5月12日(土)  6月16日(土) 10時半～11時半
場所：山本能楽堂　中央区徳井町1-3-6
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4 e-よこ逍遥そぞろ歩きツアー
5月26日（土）・・・詳細はP04

6 6月6日は楽器の日！堺筋のJAZZの風
6月6日（水）・・・詳細はP04

7「船場文化サロン」 ～茶席美術館1～
６月8日（金） ・・・詳細はP04

5 淀川の葦を使ってマイ筆を作ろう
6月3日（日）・・・詳細はP04

①15時～18時頃、②17時半～18時半頃
①15時～16時頃、②17時半～18時半頃
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11時半～14時、18時～21時半　不定休

東横堀川公園の水辺の景色を眺めながら、
「香り・味わい・食感」がそれぞれに違う、三
種類の蕎麦をぜひご賞味ください。

石臼挽手打蕎麦 笑日志
Tel.06-6232-3733 

13

12

11時半～15時（L.0.14時）
17時半～23時（L.O.21時半）
休：日・第３月曜日

カウンター中心のオープンキッチンです。
ランチは1000円のパスタランチから、ディ
ナーは4000円のコースとアラカルト中心に
ご用意しております。

リルチェンテ
Tel.06-6209-0007 

11時半～13時半
17時半～23時（L.O.22時）
休：日祝

季節のお料理と日本酒を中心に提供させて
頂いております。お気軽にお立ち寄り下さい。

和処 きたの
Tel.06-6314-6083

11

17時半～24時　休：日 （祝日営業）

日本酒、焼酎、ビールにワインと、豊富なお
酒と和食を中心とした魚料理から、春巻やお
好み焼きなど料理も充実。

SKND 酒カネダ
Tel.06-6809-5642

14

11時半～13時半、17時半～23時
休：日祝

季節の創作串かつをリーズナブルな価格で
提供。1本100円～120円（税別）

15 串かつ 五條家
Tel.06-6945-5045

火～土 15時～3時（2時L.O.）
日 15時～25時半（25時L.O.）
休：月
www.ne.jp/asahi/spain/elponiente/gozo/

本格的スペインバル。座席・立席あり。ワ
イン・タパスも豊富にあり。ブエノス・ノー
チェスな気分で楽しい一時を！

16 EL PONIENTE GOZO
エル ポニエンテ ゴソ
Tel.06-6204-6606

11時半～15時（L.O.14時半) 
休：日祝・毎月10日

国産肉100%と淡路産玉ねぎのハンバーグ
を使った北浜サンドがおすすめ。アットホー
ムな雰囲気で川辺のテラスがステキ。テイ
クアウト可。

北浜サンド アップリケ
Tel.06-6947-7887 

18

11時～14時
17時～24時
休：日祝

塩で焼き上げた焼鳥と常に入れ替えの日本
酒が楽しめるお店です。
日本酒は半合でご提供、350円～

夢見鳥 淡路町店
Tel.06-6202-5141

17

18時～24時半（L.O.）  
休：だいたい月
instagram.com/harahachi

テーブルいっぱいに並べる常備菜１２品
（１名様９５０円）がオススメ。Barとしての利
用も可。

韓国料理 高麗橋はらはち
Tel.080-3030-3632 

10

18時～22時半　休：日祝

ラクビー好き、スポーツ好きが集まる居酒
屋です。楽しい仲間とキリン一番搾り350
円があなたのお越しをお待ちしております。
写真は名物チャンコ鍋(680円)です。　

10 スポーツ居酒屋
ラグビー部マーラー
Tel.090-5256-7001

夕刻～行灯が消えるまで
不定休
Facebookページ「Barbless 北浜」

竹鶴シニアアンバサダーの認定を受けてい
るバーテンダーが満を持して伝統ある東横
堀川沿いにオープンしたBARです。女性お
１人でもお気軽にどうぞ！

シャンパンを気軽に！そんな想いでグラス
のご用意ございます。心安らぐ大人空間で
マダムこだわりの仏ワインでお待ちしてま
す。

BAR BLESS 北浜
Tel.06-6648-8343

Tel.06-6945-0009

9

ｃｅｐａｇｅ ｉｇｒｅｃｏ8

11時半～15時(L.O.)　
18時～21時半(L.O.)
休：土日祝

2階から3階に移転リニューアルし広くなっ
てテーブル席もご用意。カレーはもちろん、
ちりとり鍋やもつ鍋など宴会メニューも充
実。日本酒のラインナップも必見です。

北浜 丁子
Tel.080-9604-2016

9

11時半～13時半(L.O.)、
17時半～20時半(L.O.)　
休：日月祝
www.pont-de-ciel.co.jp

1973年創業。近代建築内にある優美な空
間で、本格的なフランス料理をお楽しみくだ
さい。

1 ルポンドシエル
Tel.06-6947-0888

11時半～14時(L.O)、
17時半～21時(L.O)
休：日月祝
www.pont-de-ciel.co.jp/
index.php?pid=sagan

大人の隠れ家的な「和」のダイニングバー、
フレンチのエスプリを効かせた料理も味わ
えます。

2
Tel.06-6947-0789
さがん
ルポンドシエル プロデュース

Champagne&Wine Bar

6

昭和60年創業！酒類の豊富な創作中華。オ
ススメは山椒の効いた四川風麻婆豆腐！是
非一度、シビレに来てください！

麺点心酒家 Peggy Sue
Tel.06-6231-5950

11時半～14時
17～23時（L.O.22時半）
休：土日祝 不定休

お食事

スタッフおすすめのe-よこ界隈のお店です。
e-よこ界隈には、素敵なレストランや
おしゃれなカフェ、ショップがたくさんあります。
e-よこ逍遥開催期間中だけの割り引きがあるお店もあります。

ショップガイド

おでん田八 高麗橋店
Tel.06-6231-5949

5

全３０種類以上のおでんと、旬の魚、野菜を
こだわりの地酒とともに楽しめる、全席掘り
ごたつのおでん屋です！

平　日 17時～23時(L.O.22時半）
土日祝 17時～22時

月～金 11時～25時
土日祝 12時～24時
www.sol-dining.com

奈良直送の大和肉鶏の串焼きや串カツ、お
好み焼、たこ焼と関西食が多数。1日中食
べられる定食が大人気。特にやわらかい赤
身の牛ロースステーキはコスパ良し！

串ダイニング SOL
Tel.06-6201-5115 

3

10時～17時
休：土日祝 ※土曜イベント開催時OPEN

こんにゃくMIX米で糖質４５%カット！野菜と
フルーツのみ使用のスムージーや低糖質ラ
ンチを多数ご用意しています。

ビタミンパラダイス
Tel.06-6222-7733

4

11時～26時
休：月

19時～25時(L.O.24時半)
不定休

サンドイッチ、お菓子にビール。気の利いた
アテやコーヒーもあります。テイクアウトは
もちろん、昼酒や真夜中のコーヒー等々、時
間や曜日に縛られず自由にお過ごしください。

スタンド プチ
Tel.06-6755-4625

7

インナービューティ― プチセミナー
さがんの野菜塾
野菜のことをもっと学びましょう！
5月18日(金)

16

セパージュ　イグレコ
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11時～14時
17時～23時（L.O.22時半）
ふぐ品切れ次第閉店させていただきます。
休：日
ikefukukamiishi.web.fc2.com

美味しい地酒と自慢のふぐ料理を、隠れ家
的な場所でごゆっくりお楽しみください。5
月から9月まで鱧料理もご用意しております。

活ふく料理 かみいし
Tel.06-6271-0255

24

月～金、祝 11時～14時
月～土 17時半～22時
休：日（予約のみ日曜営業）

川辺の庭園を眺めながら、本物の四川料理
を是非、お召し上がり下さいませ。

25 四川 彩秀
Tel.06-4705-0123

月～土 15時～03時　日 15時～2４時
休：火祝
www.facebook.com/lodgeandespresso

22

昭和中期の木造建築をリノベートした川沿
いのカフェ。都心のロッジをイメージした
空間で心地良い音楽とともに深夜まで。
お酒はもちろん、こだわりのエスプレッソと
焼きたてのパニーノを。

escapé LODGE and ESPRESSO. 
エスカペ ロッジ アンド エスプレッソ
Tel.06-4963-2718

11時半～17時　18時～22時（夜は要予約）
不定休
dining-gazebo.com

ガゼボは貴女流のパーティーがおすすめで
す。きっと勝つさんどを添えて・・・

きっと勝つさんど ガゼボ
Tel.090-5677-4123

23

11時半～14時半（土～14時）
休：日祝

頑張ってます！

20 うどんそば処 うさぎや
Tel.06-6947-7739

18時～23時半L.O. (ネタなくなり次第終了)
休：月

伝統ある東横堀川に面し大きな窓の開けた
和モダンの空間でおくつろぎ下さい。大阪
では珍しい南信州地鶏を使用しています。
カウンター9席のみで、1本1本丁寧に焼き
上げます。

炭火焼鳥 いこか
Tel.06-6949-8976

21

11時半～14時、17時半～23時
休：日祝

自家製パスタや自家製パン。手作りにこ
だわった料理と、素材を活かした調理法
で旬の食材を提供するイタリアン。コス
トパフォーマンスの高いワインと共にお
もてなしします。

30 Da 'Fronte ダ・フロンテ
Tel.06-6946-5161

11時半～14時 L.O. 18時～21時 L.O.　
休：日祝 第1月

「Fujiya 1935」の起源となった洋食店。
家族４代、70年にわたって続く老舗の味
が人気。

33 洋食屋ふじ家
Tel.06-6941-7283

12時～13時L.O.(コースのみ・要予約)
18時～20時L.O.(コースのみ・要予約)
休：日・第1,3,5の月
木ランチ不定休
fujiya1935.com

スペインやイタリアで修行したシェフに
よるモードスパニッシュのレストラン。
「ミシュラン」3つ星に輝く名店。

32 Fujiya 1935
Tel.06-6941-2483

大阪をはじめ、全国各地の個性豊かな日
本酒となにわの伝統野菜や泉州直送の
魚との楽しい「出会い」を気軽に楽しめる
お店です。

楽酒楽肴 越冬
Tel.06-6943-8161 

31

火～金 11時半～13時半 17時半～23時 
土 15時～23時　日祝 15時～21時
休）月（祝日の場合は営業、翌日休業）　
www.ettoh.jp

明るく開放的な都心のリゾートホテル。和
洋中約４０種のバイキングが楽しめる「リ
ヴァージュ」、旬の食材と料理人の腕が光る
日本料理「大江」、最上階からの展望が美し
い創作料理「龍宮」、３つのレストランと１階
には無料で楽しめる天然温泉の足湯も。

営業時間は店舗により異なります。
www.cityplaza.or.jp

29 シティプラザ大阪
Tel.06-6947-7867

8時～18時　不定休

ランチメニューが豊富で美味しく、おしゃれ
なカフェです。営業時間外でも各種宴会承
ります。

ダイニングカフェガーデン
Tel.06-4793-0606

28

11時～21時30分
休：日

ひとつの店舗で本格和食と中華が食べられ
る新しいお店です。和中折衷コースが人気
です。是非、一度お楽しみくださいませ。

和献洋彩にんにん＆桃莉
Tel.06-6263-7778

27

26

１７時半～２３時半（L.O. ２３時）　休：日祝
la-oliva.jimdo.com

アンティークな一軒家のお店。おひとりで
も、３～１２名のグループの方もお気軽に。
当店主催で個別の婚活も実施中。詳しくは
ホームページで。

スペイン食堂 La Oliva
ラ・オリーバ
Tel.06-6263-9090

5

昭和の香りが懐かしい店です。サンド
イッチはどれもボリュームたっぷりで人
気！！

6時半～17時（土曜日は14時まで）　
休：日祝

コーヒースポット　
クリフォード
Tel.06-6228-0589

6

プレミアムコーヒー豆をプレンドに仕上
げたcoffeeです。人気のシュークリームと
ご一緒に。

自家焙煎珈琲 濱田屋
Tel.06-6262-0688

8時～18時半　土 11時～17時
休：日祝
www.hamadaya.ne.jp

7

9時～18時　土 ～15時
休：第2・4・5土日祝

アイスモナカが名物の老舗喫茶店。

ゼー六
Tel.06-6261-2606

8時～17時　休：土日祝

東横堀川入り口にある水辺のカフェ。
朝早くから営業。

2 シーズカフェ
Tel.06-6231-2088

大正11年築の近代建築にある、大阪発の
洋菓子ブランド。

1 GOKAN 北浜本館（五感）
Tel.06-4706-5160

ショップ 9時半 ～20時（日祝 ～19時）
サロン　9時半 ～19時半 L.O.
　　  　（日祝 ～18時半 L.O.）
www.patisserie-gokan.co.jp　

Cacaotier Gokan 高麗橋本店の2階に
チョコレートとアイスクリームを味わえる
専門カフェ。

Cacaotier Gokan
カカオティエ ゴカン 高麗橋本店
Tel.06-6227-8131

3

月～土 10時～20時（L.O.19時半）
日祝 　10時～19時（L.O.18時半）
www.cacaotier-gokan.co.jp

桂花団治の落語講座　
5月22日(火)

18

作家 増山実の「北浜街歩き街語り」
6月2日（土）

21

11時～14時、18時～22時
休：土日祝（イベント日はopen）
www.katana.cx/～fureimu/

昔懐かしハヤシライスが名物。パパ手作
りハンバーグのロコモコハヤシとママの
スマイルでお寛ぎ下さい。ウクレレや落語
等の講座を開催しています。
アナログレコードのBGM、昭和を感じる
店内でごゆっくりどうぞ。

サロン喫茶 フレイムハウス
Tel.06-6226-0107
misalele39@gmail.com

4

カフェ
19

11時～13時半、17時～23時（L.O.22時）
土曜日は夜のみ営業
休：日祝

すし吉のお寿司を食べたらよそいけまへん
ヨ！！ 上巻寿司は、手土産にもお薦め。

すし吉
Tel.06-6209-0777
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シュール・ムジュール デサキ
Tel.06-6231-6710

予約制

注文を承り、仕立てます。
あなたに合った心地よい服作り。
メンズ／レディース

1

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会 
6月2日（土） 

22

PUT ON
Tel.06-6231-7007

12時～19時
休：水日祝
www.puton-hat.com
大阪高島屋1F帽子売場常設

デザインと共に、かぶり心地にもこだわって
1点1点手作りをしています。帽子教室も月
1回開催

2

月 Ａ：16時～17時半　Ｂ：19時半～21時
水 Ａ：17時半～19時　Ｂ：19時半～21時
木 Ａ：16時半～18時　Ｂ：18時半～20時
www.kitahamayoga.com

8

寝不足や疲労感、食欲不振を解消し身も心
もスッキリ軽やかな日常生活を手に入れま
しょう！体験レッスン受付中。(1000円 要
予約)

info@kitahamayoga.com

KITAHAMA 
YOGA STUDIO

12 ギャラリー遊気Ｑ
& 遊気Ｑ倶楽部
Tel.06-6231-7233

12時～19時　
休）日祝（営業している場合もあります。）
www.keimi.jp/yukikyu

5/17(木)まで  「猫化」展
5/21(月)～26(土)  「５+１」展
5/28(月)～6/2(土)  「ガラスで個性づくり」展
6/4(月)～9(土)  「Ｍａｒｉ’ｓ ｇｌａｓｓ ｗｏｒｋｓ」

大阪北浜。ツタの絡まる大正時代の洋館「青
山ビル」1階にある不思議な2部屋。若い
アーティスト、オリジナリティあふれる作品
をクリエイトする作家たちが集う空間です。

14 北浜小林整骨院
Tel.06-6228-0102

月～金　9時～13時、16時～20時
土　9時～13時　休：日祝
www.ekiten.jp/shop_6043045/

背骨のゆがみや姿勢、頭痛や腰痛に長年悩
まれている方は是非！北浜小林整骨院へお
越しください！治療から予防まで全力でサ
ポートします！

13 MIU corporation
レンタルスペース
伏見ビルサロン
Tel.06-6222-5022

10：00（入室）～19：00
休）日祝
www.fushimisalon.com
ＩＫＵＯ作品展　2018夏コレクション
5/31(木)～6/1(土)

大正時代に建てられた伏見ビル。3Fにサロ
ンとしての趣のある、ゆったり落ち着くレン
タルスペース（貸ギャラリー）です。個展、
発表会、各種展示会、講演会、談話などに皆
様にくつろぎ楽しんでいただける空間とし
てご利用ください。詳しくはホームページ
＜伏見ビルサロン＞で検索ご覧ください。

8 鉄筋×JAZZ スイングタイトルマッチ
6月13日（水）

17 ファブリカ村＋FSP ２０１８夏展
5月22日(火)～5月23日(水)

まん福ベーカリー
Tel.06-6944-4488

10時～22時
休：月・第3火曜

まん福ベーカリーは、パンドミ（食パン）が大
人気！小麦の70％を熱処理することにより、
もっちりした仕上がり。人気のため、ご購入
の際は、予約されるのが確実です。

6

10時～16時（売切れ次第閉店）
休：土日祝

17代目のご主人が守る老舗和菓子店。銘
菓「梅干し」は要予約。

7
Tel.06-6231-3814
菊寿堂義信

和憩 カルチャースペース
Tel.06-6228-0888 

10時～22時　休：月
http://wagokoro.sarashi.com/

小料理屋に併設された、和の香る日本料理
教室を開催。魚をさばく、保存食を作る等。
少人数なので、いろいろ体験できますよ。
詳細はホームページで。

9

7「船場文化サロン」～茶席美術館1～
6月8日(金)

ショップガイド

お店
evam eva 北浜店
Tel.06-4707-3380

11時～20時
無休
www.evameva.com

見て心地よく、触れて気持ちいいをコンセ
プトに、上質な天然素材を使用したシンプ
ルな大人の普段着が揃う。

THE Kitahama 
PLAZA

10

野間洋服店
Tel.06-6204-1200

10時～20時
不定休（年末年始のみ休業）
www.youfuku.jp

スーツ・ジャケット・シャツなどメンズ・レ
ディースファッションをオーダーメイドでお
楽しみください。大切な方へのギフトアイ
テムも取り揃えています。

1F

2F

16

親子そろって「名工」。父は「現代の名工」。
息子は「なにわの名工」。もちろん二人とも
一級印章彫刻技能士。お客様にあった最高
の印鑑をお作りします。

Tel.06-6941-0745
福原印房

篆刻（てんこく）教室 5月27日（日）19

9時～20時 
休：日祝　土曜不定休
www.hankowa.jp/fkh.html
※e-よこ逍遥冊子提示で全品5％OFF

火～金　11時半～19時
土日祝　11時半～18時
休：月

船場を代表する南米様式で建てられた芝川
ビル１F。英国人ピーター・ジョンブロード
ハーストの作るこだわりのショコラをご賞味
ください。

TIKAL by BROADHURST'S
Tel.06-6232-0144

15

日々の生活でおこる身近な法律トラブルを
気軽にご相談ください。「e-よこパンフを見
た」と言っていただくと期間中は初回相談
60分無料です。

9時～18時（要電話予約）
休：土日祝
www.lion-low.com

ライオン橋法律事務所
Tel.06-4706-8539

3

e-よこガイドブックをご覧の方は、期間中、
30分相談無料にいたします。住民の方、事
業者の方、心配事をなくして逍遥しましょう。

平日9時15分～17時15分に
電話でご予約を。
（ご相談は平日晩や土曜も対応）
休：土日祝
www.namihaya.biz

法律事務所なみはや
Tel.06-6209-8670

4

国内＆ヨーロッパから魅力あふれる質の良
い物を集めました。Ｆａｖｏｒｉであなたのお
気に入りに出会ってください。

12時～18時半
休：土日祝
https://www.favori102.com/

Ｆａｖｏｒｉ
Tel.06-6949-4830

5

洗練された大人女性の日常着をベースに国
内・海外ブランドを揃えたレディースセレク
トショップです。どうぞお越しください。

12時～20時
不定休
http://instagram.com/local_set
https://www.facebook.com/localset 

Ｌｏｃａｌ set
Tel.06-6203-0545

11
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本町自動車
Tel.06-6271-2488

9時～18時　休：日祝

昭和32年創業。この地で親切・丁寧をモッ
トーに長年営業をしています。　新車/中古
車販売・買取・車検・整備・保険など、何でも
ご相談下さい。

27

29

火・水・土・日(時間はお問い合わせください。)
casagloria@live.jp
www.clasedenaoco.jimdo.com

農人橋北西、知る人ぞ知るペーニャ・フラメ
ンカ「カサ・グロリア」。ヘレスでフラメンコ
を学んだ岡なおこが教室を常設。本場のア
ルティスタも多数訪れる、雰囲気のあるカ
サ・グロリアでのレッスンは、唄もギター伴
奏もあり、本格的にフラメンコを学べます。
体験あり。

Tel.090-7367-0619

岡なおこフラメンコ教室
en CASA GLORIA

そうぞう広場～体験講座「音読と積み木」
6月3日（日）

23

THE WAY THINGS GO
Tel.06-6203-0551

11時～20時　日18時半close　
不定休 ホームページでご確認ください。
www.twtgshoeshine.com

靴、革のトータルメンテナンスと修理のお店。
レザーケア用品等、西日本で唯一取扱いの
商品も多数。高い技術で革製品が蘇ります。

12時半～18時半　不定休
www.dosniko.tumblr.com

Tel.06-6226-8746
船場ビルディング４階で、本と本に関するもの
をコンセプトに展開。作家さんの作品展とし
てもご利用可能。各種ワークショップも開催。

＆ Do's Niko book gallery
4F

Delicatessen Calm
デリカテッセン カーム
Tel.06-4977-4342

12時～21時
休：土日祝

南大阪の新鮮な野菜でお惣菜を手づくりし
ています。平日昼間は、お弁当の販売、店
内ではシニアソムリエが選んだワインをお
楽しみいただけます。

23

9時～19時　休：日

シティプラザ大阪前、レンガビルの花屋さん。
花キューピットで全国にフレッシュなお花を
お届けしています。

25 フラワー＆グリーン 花三
Tel.06-6944-2287

26 うたたね
Tel.06-6946-0661

東横堀川沿いのレトロビルの二階、木の温
もりがやさしい手づくり家具のお店。テーブ
ルから小物まで並ぶ店内にいると、ゆっくり
お茶でも飲みたくなってしまう。

木～日　11時～19時　休）月～水
www.utatane-furniture.com

シューズショップ
ケンゾー
Tel.06-6941-0925

10時～21時（土～20時）
休：日祝　不定休

ひざのトラブルを防止する、ひざにい
い靴アサヒメディカルウォークあります。

24milleclair
Tel.06-4790-8883

10時半～17時　休）土日祝
www.facebook.com/milleclair

フランスを中心にヨーロッパの素敵なイン
テリア雑貨や小物を集めました。お気に入り
を見つけにお店をのぞいてみてください。

20

www.soraniwa.net

ミドリ・ツナガル・オテツダイをテーマに、空
にぽっかり浮かぶ、屋上菜園＆キッチン付き
レンタルスペース。ヨガ、勉強会、ゆる飲み
会などにも。

谷町空庭
Tel.06-6949-067928

船場ビルディング22
1F

ふゅーちゃー・あーつ
Tel.06-6121-6474

9時～20時頃
ほとんど無休。気まぐれで休みます。

ランドスケープデザインの仕事をする傍ら、
陶器のギャラリーを開いてます。今は備前
の作家、クリストファー・レイヴェンホール氏
の陶器を展示販売しています。

アトリエ（花ヤ） フォトン
Tel.06-6203-3710

9時～18時　休：日（予約可）
www.photon1984.com

レトロなビルの２階の小さなスペースで３０
年余り営業しております。お花束、アレンジ
メント、お花教室も行っております。是非一
度お立ち寄りください。

2F

LABORATORIO
(ラボラトリオ）
Tel.090-4271-3020

10時～19時
不定休
www.laboratorio302.com

洋服のサイズ直し、修繕、カスタマイズを承
ります。

THE QUE HAIR SALON
Tel.06-6227-9900

10時～20時
休：毎週月、第1・3火
instagram/@theque_ishino

ひっそりと佇む空間でライフスタイルに合っ
た無理のないヘアスタイルを一緒につくっ
ていきます。頭皮と髪に優しい薬剤を使用し
ています。

3F
21

10時～18時（土～16時）　
休）日祝
www.sawayakatea.com

創業160余年。日本の伝統を大切にしなが
ら、新しいお茶スタイルを提案しています。
宇治、静岡、八女、鹿児島などの緑茶・紅茶に
加えて、オーガニックハーブの販売も始めま
した。

Tel.06-6201-3731
先春園本店

自分で点てるお抹茶と、
初心者さんの茶席での作法
5月中の毎週火・土曜日

気になる症状の軽減も期待できる
ハーブティーのブレンド体験
5/16(水)～6/13(水)までの
毎週水・金曜日

15

13

ワイングローリアス
Tel.06-4791-0808

18

11時～19時（土曜～17時）　
休：日祝　wine.b-smile.jp

イタリアを中心に1000種類のワインが勢
ぞろい。ソムリエ店主が信頼する生産者の
ワインのみをご紹介しています。

19 tenny tenny
テニィテニィ
（テイクアウトのみ　お弁当）
Tel.06-6947-2660

３つの気遣い①ご飯には国産白米と押麦、黒
米を使用 ②野菜80%は喜連瓜破の有機野菜 
③揚げものも油であげないオーブン調理
11時～14時、17時４０分～19時
※売り切れ次第終了　休：土日祝

EN/PIRE
Tel.0６-6948-8777

13時～20時　休：木
www.enpire.jp

私たちが日々過ごす空間をより良い空間に
するための“インテリア”と“リラックス”、２
つの要素が合わさった植物をセレクトする
お店です。

17
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大林組歴史館

9時～17時 　入場は16時半まで
休：土日祝
www.obayashi.co.jp/company/rekishi/

平成13年、大林組創業110年を記念
して開設された。大阪築港から関空
まで、日本の近代化の歴史が学べる。
大川に面して立つ建物は、大正15年
築の近代洋風建築であり、かつての
大林組本店。

1

渋谷利兵衛商店

10時～17時　休）日祝
www.shibutani.net

創業290年の老舗婚礼儀式用品店。
店内には見事な水引飾りが並べられ
ている。大阪で最も古かった高麗橋
鉄橋の一部や絵図など、秘蔵のお宝
も特別展示している。

2

東横堀川水門

高潮の防御や水位の制御、水質浄化
など、様々な機能を持った、日本最大
規模の閘門（こうもん：水門）。船舶が
通行する際の水位調節時には、川面
に向かって放水も行われるユニーク
な施設が特別見学できる。

3

「東横堀川水門」特別見学会
期間中 毎週火・木 

10

除痘館記念資料室

緒方洪庵ら幕末の蘭方医が、天然痘
のワクチン接種を普及させた「大阪除
痘館」は、我が国の予防医学の原点。
資料室は当時の活動記録などを展示。

5

平日 10時～16時、土 10時～13時
休：日祝

除痘館記念資料室館内案内ツアー11

www.noh-theater.com

山本能楽堂

国登録有形文化財の木造三階建ての
市街地に残る能楽堂。リニューアル
した能楽堂は、歴史の陰翳が刻まれて
能舞台にモダンな空間が対峙し、
９０年の歴史に新しい息吹が吹き込ま
れた。舞台上には1670万色のLED
照明、大阪ガスの床暖房など、新しい
機能も加わり、より快適になった。こ
こにしかない精緻な空間をお楽しみ
ください。

11

休日の朝の価値ある一時間～「能活」
5月12日(土)  6月16日(土)

28

くすりの道修町資料館

“神農さん”で親しまれる少彦名神社
にある資料館。道修町や薬業の歴史
を伝える豊富な資料が展示されてい
る。大樹が茂る境内は、まちなかの
落ち着きスポット。

7

10時～16時　休：日祝
www.sinnosan.jp/dosyoumathi-annai.html

「くすりのまち道修町」の歴史と文化
や、江戸時代から続く田辺三菱製薬の
歴史と企業活動を紹介しています。
薬と体について学べるクイズもあり。

6 田辺三菱製薬史料館

10時～17時（入館16時30分まで）
下記URLより要事前予約。
休：土日祝 会社の休日 
www.mtpc-shiryokan.jp

高速道路が無かった時代の本町橋の光景
写真：大阪市建設局提供

100 年

本町橋
HOMMACHIBASHI

100th 
Anniversary

10

本町橋船着場＆公園

本町橋まちの博物館
東横堀川・本町通

普段なにげなく通る（渡る）本町橋で
すが大阪市内最古の現役橋。大正2
年（1913）に建設され、2013年で
100周年を迎え、歴史的、文化財的価
値が極めて高いことから、平成24年
に大阪市文化財に指定されました。ま
ちに活きるミュージアムです。

10時～16時
休：月、国民の祝日の翌日、年末年始
5月29日(火)～6月10日(日)は特別展示開催
www.tekijuku.osaka-u.ac.jp

江戸時代の医者・蘭学者である緒方
洪庵によって開かれた私塾。全国各
地から志ある若者が集まった。蘭学
塾の遺構として現存する唯一の建物
であり、国の史跡・重要文化財に指定
されている。

4 適塾

大阪企業家ミュージアム

10時～17時（水曜のみ～20時）
入館は閉館30分前まで　休：日月祝
入館料　大人300円 中高大学生100円
65歳以上と障がい者200円
www.kigyoka.jp

五代友厚、松下幸之助、小林一三など、
大阪を舞台に活躍した企業家の事績
をパネルとゆかりの品で紹介。事前
に１０人以上でお申込み頂くとスタッ
フが館内をご案内します。

9

24家族で楽しむ大阪企業家ミュージアム
6月9日（土）

2
5月13日（日）　
e-よこファミリークルーズ

26
5月19日(土)
「へレスのブレリア」～街角のフラメンコ～

1
5月13日（日）
よこ逍遥2018前夜祭「水辺ピクニック」

普段はなかなか訪れるチャンスがない企業資料館や隠れた名店を、特別公開します。
展示ご案内ツアーやワークショップ、資料館主催のイベントにもぜひご参加ください。

まちのミュージアム

丸一商店

知る人ぞ知る老舗楽器輸入商。堺筋
沿いのレトロビル・フジカワビル１Ｆは
弦楽器の修理調整・展示ギャラリー。

8

火～土 10時～19時　休）日月　祝日営業
www.maruichi-shoten.co.jp
6 6月6日は楽器の日！堺筋のJAZZの風

Pf.大塚善章 & Gt.畑ひろし Jazzコンサート
6月6日（水） 

25 まどぎわコンサート
5月18日(金)   6月1日(金) 

27 弦楽器体験会―ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ
5月25日(金) 6月8日（金）  

7月24日(火)　
e-よこアニバーサリーナイト
夕刻より 持寄りparty

予告

5月14日(月)～6月14日(木) 
※日・祝のぞく

中央区今橋3-2-17 緒方ビル4F 中央区道修町２-１-８ 中央区本町１-４-５  大阪産業創造館 Ｂ１Ｆ 中央区徳井町１-３-６

中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F中央区道修町３-２-１０ 田辺三菱製薬本社2F中央区北浜３-３-８中央区高麗橋１-３-１８

中央区高麗橋1-2-5中央区北浜東６－９ ルポンドシエルビル３階 
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綿業会館

本町の曲がり
東横堀川で唯一曲がるところ。上方落語「饅
頭こわい」にも登場する。曲がった理由につい
ては諸説があり、真相はいまだナゾです。
・川沿いのお寺（浄国寺）を避けて開削した。
・地形･地質にあわせた形で開削された。
・大阪城の外堀としてまっすぐでは
　芸がないので曲げた。など

お食事
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そぞろ歩き
立ち寄りスポット

江戸時代には西詰に幕府の高札が立ち街道の基点が集中、
明治時代には西日本の主要道路の距離計算の起点として
里程元標がおかれるなど、交通の要所だった。近松門左
衛門作の浄瑠璃の舞台、大阪名物かき船発祥の地、大阪で
初めて鉄橋になった橋など、様々な逸話が残る。

3高麗橋・里程元標

1長光寺
元和4年（1618）現在の釣鐘町に創建、寛永13年に島町へ
移転した。幕末には坂本竜馬や吉田松陰らが来泊し、庫裏
の３階で倒幕の謀議をこらしたこともあるという。

2大坂町中時報鐘釣
鐘屋敷跡
寛永11年（1634）、徳川三代将軍家光から地代が永代免
除された祝いに、町人が資金を出し合って鋳造した時の鐘。
現在でも１日３回時を告げている。

明治36年築。国重要文化財。船場の伝統的な商家のた
たずまいが残る。

4小西儀助商店

昭和6年築。国登録文化財。大手橋の西詰に立つ石張りの
洋風建築。

5岸本瓦町邸

赤穂浪士の協力者天野屋利兵衛の屋敷が大手橋のたもと
にあったとの伝承に基づき、現地に建てられたといわれる。

6天野屋利兵衛の碑

7
元々この地にあった浄国寺に祀られていた地蔵尊。阪神
高速建設によって寺が移転する際、地蔵のみが残され、地
元の尽力により再び祠をつくり祀られた。

8

曲渕地蔵尊

宇野薬局
松屋町筋拡幅にともなって昭和9年に建てられたレトロビ
ル。天保元年（1830）創業の老舗薬局。国登録文化財。

9五代友厚像 3箇所あります。

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あさが来た」で、ヒロインあさの
成長を導く企業家として描かれた五代友厚。幕末に欧州
を歴訪し、そこで得た知識をもとに、自ら鉱山、製藍、製銅
など多くの事業を起こすとともに、「大阪株式取引所」や
「大阪商法会議所」を創設し、産業振興、近代的産業の基盤
づくりにつとめました。私利私欲ではなく、国を憂い、挑戦
を続けた五代は、まさに大阪の育ての親、大阪の恩人です。
五代さんの像は大阪市内に５体あり、一番新しいのは
2017年3月、大阪市立大学に新設されたものです。

e-よこ逍遥開催期間中はもちろん、
会期終了後も、界隈のそぞろ歩きに役立つ
「保存版マップ」としてお使いください。

-よこ逍遥 2018マップ
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e-よこ会(東横堀川水辺再生協議会）の活動

高速道路で覆われている東横堀川の様子
パルテノン神殿のような・・・
e-よこ会のマークのイメージはここから。

その川も船から見ると景色が一変します。
高速道路や橋を下から見るのも楽しみです。

水辺には活用されていない空間がた
くさんあります。

社会実験でピクニック、川舞台、クル
ージングを実施しました。

e-よこ会では、船着場、水辺の空間などの活用方法を実現に向けてメンバーでイメージ化して
います。10年後50年後どのように変ってゆくでしょうか？

©大阪商工会議所

©大阪商工会議所

東横堀川水辺再生協議会

会長｜澁谷善雄(澁谷利兵衛商店 9代目当主)

会員｜地元住民　地元ショップ・企業の就業者　
　　　地域で活動するNPOや団体のメンバー他、地域のサポーター他　約90名

事務局｜澁谷利兵衛商店内 (平成30年2月現在)

e-よこ逍遥とは？

e-よこ会とは？
2006年7月24日、天神祭のどんどこ舟の音が響く東横堀川で、

住民やこだわりショップのオーナー、地元企業などが集結し、

e-よこ会（東横堀川水辺再生協議会）が発足しました。

「まちなかに生きる東横堀川」を目指し、季節ごとに水辺を楽しむイベントの開催、

毎月のお掃除、橋へのフラワーポットの設置など、

川を生かしたまちづくりに積極的に取り組んでいます。

どなたでもご参加いただけます。

一緒にe-よこ界隈を楽しみましょう！

東横堀川界隈にある、まちのミュージアムや、レストラン、カフェ、ショップなどが主催する

様々なイベントを実施し、“まちをあげた文化祭”として、

水辺とまちを逍遥（そぞろ歩き）して楽しむものです。

e-

よ
こ
会
の
活
動
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共同通信社

山本能楽堂国登録有形文化財

※五十音順
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