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・風を受けての音色は
　とても心地よかったです。

・ほとんど毎日前を通っているが、
　中を見学できたのは初めて。
　グロトリアンピアノの音に
　触れられて良かった。

e-よこ逍遥
2011
参加者の声

うたたね木工ワークショップ
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ベテラン弁護士が語る「弁護士ないしょ話」第31回

講師をお引き受け頂いたのは久保井総合法律事務所代表
パートナーの今村峰夫弁護士。お話の内容は弁護士の守
秘義務や費用のこと、優秀な弁護士・優秀な裁判官とは、
もめる案件とは、などなど多岐に渡りましたがさすが大が
つくベテラン弁護士、とてもわかりやすくまた楽しく次々
とお話頂きました。専門的なお話もあり、笑いを誘うお話
もあり、何ともお話上手な今村弁護士。すっかり終了時間
も忘れる講座でした。

東横掘は多くの船が行
きかう場所。その中で、
とりわけ川面に近く感じ
られるのが「エコボート」
と呼ばれるゴム製手漕
ぎの大型ボート。スタッ

フが同乗するので安全で安心。一人から八人程までな
ら家族や仲間同士で楽しめる。保護者同伴なら子供だっ
て大丈夫。「船着場のある所なら何処からでも発着でき、
一年を通して大人も子供も楽しめます。エンジンを使わ

4回目となる今年のe-よこ逍遥は、これまで
の短期間の開催から、1ヶ月間、34種類のプ
ログラム・のべ59回開催するという、e-よこ会
の魅力がぎゅっと詰まった、1ヶ月間となりまし
た。まちの人々と交流しながら楽しめるような、
多彩な体験プログラムやバラエティに富んだ内容。
水辺とまちを楽しんだ声をご紹介します。

またe-よこ逍遥2011のガイドマップは、界隈の資料
館11カ所、レストラン・カフェ41カ所、ショップ15カ
所、国の文化財登録や史跡等9カ所の計76カ所が掲
載されています。逍遥後にもe-よこ界隈のまち歩きご活
用いただくとともに、これからも水辺とまちを楽しんで
いけるような幅広いまちの魅力発信を目指します。

プレゼント

発行｜e-よこ会(東横堀川水辺再生協議会)

編集｜e-よこ広報部会（赤西市子　磯上慶子　廣井真由美　杉本容子　
 鈴木美和子　萬代陽子　西村由樹子　森田稔）

デザイン｜有限会社オルタ・デザインアソシエイツ　
印刷｜株式会社光陽社
問合せ先｜Tel.06-6944-6323　発行日｜2011年7月

助成｜（財）河川環境管理財団　河川整備基金

「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、川を活かしたまちづくりに積極的に
取り組んでいます。
一緒にe-よこ界隈を楽しみましょう！
事務局｜大阪商工会議所地域振興部　

よこ会とはe-

e-よこ会の人気シリーズ講座

情報
イベント・行事案内

イー

大阪の企業家ガイドブック＆
ペア招待券を抽選で3名様にプレゼント！

e-よこ新聞を配布、
掲示・設置していただける方募集中！

e-よこ会メンバーがお届けするステキなプレゼント。
今回は「ｅ-会社」でご紹介しました

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8
大阪商工会議所 地域振興部内　e-よこ会事務局宛

www.e-yokobori.jp

予約・問合せ

8vol. 2011年7月号

ソーシャルカレッジの詳細な開催告知、報告は e-yokobori.jp/scd.htmlで掲載中！

有限会社オルタ・デザインアソシエイツ
〒541-0048　大阪市中央区瓦町1-1-6　Tel.06-6204-0090

下記までお問い合わせください

文／赤西市子　写真／森田稔 文・写真／萬代陽子

文・写真／萬代陽子

限りなく水に近い船
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アクアスタジオ

エコボート

真夏の光
情熱サルサダンスレッスン

第35回

大阪企業家ミュージアムさまご提供

水都大阪の船

料理の味とプロの技第32回

今回は、講師である料理研究家の登稀子さんの店、
「楽全」で行ないました。希望者が非常に多く、予
定よりかなり多くの方に来ていただいたため、随
分と窮屈になってしまいました。しかし、元は土井
勝料理教室で教授をしていた十河さんだけに、料
理の手さばき、要を得た説明は見事で皆、感心す
るばかり。おかげで、サービスの生ビールと出来
たての料理を解説付きで頂くという試みは、会場
中の大歓声のうちに終了することになりました。
十河さん、ご馳走様でした。

中央区のなにわ
伝統野菜を作ろう！

第33回

最近徐々に知られるところとなっている「なにわ
の伝統野菜」。その中でも界隈に一番近い場所発
祥の『玉造黒門越瓜（たまつくりくろもんしろうり）』
のお話を e-よこでもおなじみの「谷町空庭」山内
美陽子さんに伺いました。なにわ伝統野菜のこと、
『玉造黒門越瓜』について、しろ瓜の粕漬けと浅
漬けの試食、植え込みと育成の注意点など、誰か
に教えたくなるなにわ伝統野菜豆知識など沢山挟
みながら、のんびり和やかな会でした。さて、ご
参加の皆さんの苗は無事収穫まで至るでしょう
か？楽しみですね。

19:00-8月25日（木）
少彦名神社場所 中央区道修町 2-1-8

講師│赤穂美紀
 サルサダンスインストラクター・シンガー
参加費│2,000円

※応募締切：2011年8月20日（土）必着
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

まちをあげた文化祭

34個、計59回のプログラムで、
まちの多彩な魅力を体験

e-よこ会誕生５周年
「e-よこアニバーサリーナイト」開催！

「e-よこ逍遥2011」
おわる！

17:00-20:00

２００６年７月２４日、天神祭「宵宮（よいみや）祭」の
日に誕生した e-よこ会は、おかげさまで今年で５周年
を迎えます。今年も e-よこメンバーや地域の皆さんで、
夏の水辺を楽しみましょう。当日は１８時３０分頃に、
天神祭「どんどこ船」や「人形船」が、太鼓や鉦（かね）
を打ち鳴らしながら東横堀川にやってきます。川に向
かって“大阪締め”の手打ち挨拶を交わし、お祭り気分
を盛り上げましょう！

7月24日（日）
平野橋北側の河岸公園

文／廣井真由美

どんどこ船と手
打ち挨拶

文／磯上慶子

文／いいよこ助

内容が変更される場合があります。
詳細は、www.e-yokobori.jpより『部会のブログ』をご覧ください。

参加者募集！

e_yoko_socialcollege@yahoo.co.jpまたは
FAX.06-6222-3878
愛日堂薬局内 受付時間 月－金 9:00―18:00

e-よこソーシャルカレッジ部会要予約

ない船は静かでエコです。東横掘川は特に街中にも拘
らず落ち着いた静かさがあり風が通るのが特徴ですね、
最初よりは二回目と回を重ねるごとに東横堀川を好きと
の感想も増えるんです。」とはアクアスタジオ代表・奥
谷さんの談。実は東横堀川はリピーターに好まれる、
訪れれば訪れるほどに味わい深さを感じられる場所なの
だそうです！ 皆さんも暑い街中の雑踏から少し離れて、
水辺の風を感じてみませんか。　

＊ 希望日の三日前には要予約

祝！

～恒例の「どんどこ船」との手打ち挨拶も～

打ちまーしょ。1 東横堀見聞録

生駒ビルツアー

・身近な街なのに、
　知らないことばっかりで、
　大変有意義なイベントでした。

・大阪の知らないことが多くあり、
　勉強になった。
　今後とも参加していきたい。

・1930年に
　タイムスリップした
　一時でした。

・案内して下さった
　生駒さんの建物に対する
　愛をとても感じました。

・大阪の新しい魅力に
　触れることができました。

・アップリケさんの
　サンドイッチ感動しました。

ワイングローリアス

無料テイスティング

・以前から興味があったので
　参加できて良かったです。
　なかなか上手にいかないですが、
　お店の方のおかげで
　大変ステキな物ができました。

・3種類のチョイスも素敵だし、
　お店の方の対応もとても良く、
　今度ワイン買いに来ます！

・たくさんのお話が聞け、
　ワインを楽しめ、
　とても良かったです。

・素敵なアクセサリーができて、
　とても良かったです。

・すごい楽しかったですよー！！
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やってみよう！“大阪締め”

3 祝おうて三度。

2 もひとつせ～。

（予定）

HONMACHIBASHI

Higashiyokobori Mizube Times

東横堀
水辺新聞

e-よこ会がお届けするまちの魅力

e-よこ逍遥2011報告
本町橋
シティプラザ大阪
西村寿晃さん・荒木三貴子さん
大阪企業家ミュージアム
アジア舟／濱田屋

Tel.06-6125-0550　http://aquastudio.jp

ハガキに、住所・氏名・電話番号・メールアドレスと、「大阪の企
業家ガイドブック希望」と明記の上、下記までご応募ください。

ミュージアムに展示されている、大阪を舞台に活躍した企業家
100人の詳しい事績が記されたガイドブック。世界企業をいく
つも誕生させた、近代大阪の歴史を知るに最適の一冊です！

＊参加自由
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た石碑が設置されてい
ます）この大阪府庁は、
明治７年になると江之子島（現在の西区、中央線阿
波座の近く）へ移転、造幣局を設計した英国人技師ウォ
トルスの設計による立派な庁舎が建てられました。こ
れが木津川橋の橋詰だったのです。当時の写真をみ
ると、庁舎の正面玄関のデザインと、木津川橋・本町
橋の橋脚のデザインが良く似ています。本町橋の橋詰
から木津川橋の橋詰へ移転した大阪府庁、そのデザ
インが双子の橋のデザインに活かされたのではないで
しょうか。大正15年に大阪府庁は大手前へ移転、昭
和 41年に木津川橋は架け替えられ、当時の面影を今
に伝えるのは本町橋のみとなりました。今年で98歳、
再来年には100歳になる本町橋、文明開化の時代の
雰囲気を感じながら渡ってみてください。
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1企業家
ミュージアム

アジア船

濱田屋

シティ
プラザ

98歳。
大阪市内で一番古い
現役橋、本町橋。

東横掘の隣人たち

本町橋エリア
東横堀水辺新聞 2011年7月号

今回の
エリア担当リーダーは

ほ ん ま ち ば し

文／杉本容子　　出典／大阪市ホームページ

むかしの木津川橋

いまの
本町橋

文・写真／西村由樹子

江戸時代には公儀橋だった本町橋。豊臣秀吉が大阪
城築城に際して東横堀川を外堀として開削した時に架
けられたと考えられています。現在の橋は大正２年に
本町通りが市電開通にあわせて拡幅されたのと同時
に建設され、現役の橋としては大阪市内最古の橋とい
われています。実はこのとき、本町橋と同じデザイン
の“双子”の橋がつくられました。本町通をずっと西に
いったところ、川口と江之子島を結ぶ木津川橋です。
本町橋も木津川橋も、ギリシャ建築の石柱を模した
装飾が側面に施された花崗岩製のアーチ橋でした。で
は、なぜこの２橋が双子の橋として同じデザインになっ
たのか、周辺を調べてみると面白いことがわかります。
本町橋の北東側、現在のシティプラザ大阪や大阪商
工会議所の周辺は、江戸時代は西町奉行所でしたが、
明治4年廃藩置県によって初代大阪府庁になりました。
（マイドームおおさかの植え込みには、このことを示し

6月、東横掘を渡る橋の上から、或いは緑豊かな川沿
いの公園から、ふと川へ目を転じると濃い魚影が川面
周辺に集まっていてびっくり！そんな経験をされた方
も多いのではないでしょうか。
東横掘川は高速高架の下でもあり、一見すると生物が
あまり居る様には見えないと思われがちですが、実は
多くの生き物たちが生活している場所でもあるので
す。立ち止まり、川面周辺に目を凝らしてみていると、
スイスイと泳ぐ陰影が幾つも見られることに気付かれ

るでしょう。それは鯉やボラ、カメたちの泳ぐ姿。東
横掘水門を管理されている建設局の山中さんによれ
ば、手長エビやモクズガニなどもいるとのこと。特に
6月頃は水温の変化の所為か、体長30cm 以上の鯉
が数十匹にも及ぶ群れを成し川面に集まる姿がよく見
られるのだとか。皆さんも一度、東横掘川の隣人たち
とゆっくり向き合ってみませんか？思いのほか賑やか
な川の世界に、きっと楽しくなれるかも！

シティプラザ大阪さん
ん。円盤投げのM選手の手を見せてもらったという思
い出も。ブライダルサロンのスタッフに「花嫁さんプラ
ンはないの？」と冗談めいて聞かれ思わず笑ってし
まったというエピソードも。
清掃活動は、歴史ある本町橋を渡って来られるお客様
に気持ち良く行き来して欲しいという思いから、スタッ
フみんなで本町橋の清掃を始めたのがきっかけだとい
う。これからも「水都・大阪」を盛り上るために地元の
皆さまに喜んでいただけるホテルを目ざしたいと、夢
はどんどん膨らむ。もし橋に水道の蛇口があれば、い
つも橋をキレイにできるのではと、清掃活動にも余念
がありません。有難いことです。感謝！！

5年前に新大阪からこ
の地に移りまず感じた
ことは、歴史ある大阪
の中心に引っ越してき
たという実感。船場や
本町も近く、大阪城も
歩いて行けることに感
動しました。すぐ目の
前に大阪で一番古い
本町橋（大正2年完
成）があり、大阪最初
の鉄橋の高麗橋や顕

彰碑が多いのに驚かされます。
地元の皆様に可愛がってもらえるようにと、オープン
の時に足湯を設けました。お陰さまで「足湯があるホ
テル」として親しまれています。リウマチが治ったとい
う噂を聞きつけ遠くから毎日訪れる人もいらっしゃい
ます。源泉かけ流しの湯が自慢ですが、この5年間で
少しずつ温度が上昇し現在45度。このまま上がると
水を入れなくてはならず、“源泉かけ流し”温泉はいつ
まで続くのかと心配そうな西村さん。シティプラザ大
阪の温泉・源泉名「ひょうたん湯」は、泉質が良いとの
評判もあり、コンディションづくりのためにスポーツ選
手などがよくお泊りだという。
2007年に開催された世界陸上競技選手権大阪大会
の時に有名選手と会話する機会があったという荒木さ

e-まちのあの人
シティプラザ大阪 map 3

西村寿晃さん・荒木三貴子さん

文・写真／鈴木美和子

7月7日で開業5周年を迎えたシティプラザ大阪 ホテル＆スパ。
ホテルマンに相応しいスマートな物腰の西村寿晃さんと笑顔が素敵な荒木三貴子さん。
e-よこ会が、毎月14日朝8時半から実施する、東横堀川周辺の公園や橋の定期清掃を
とりまとめてくださっているお二人に会って参りました。

「ヒトノワ祭2011」

5周年キャンペーンのキーワードは「＋HITONOWA
（プラスヒトノワ）」
ホテルに集うお客様の人の輪、人の和が、ぬくもりの
ある「わ」がいっぱい重なるようにという思いが込め
られているという。当日は盆踊り大会、ホテルシェフと
板前による本格メニュー屋台が登場します。屋台は食
べ放題で、前売り（２,０００円）がお得！当日券２,５００
円もあります。さらに、ホテルのシンボルマーク「ひょ
うたん」を使った楽器づくりを行いギネスチャレンジす
るという。乞うご期待！
詳しくは、ホームページを見てね！！

シティプラザ大阪5周年記念

検索シティプラザ大阪

17:00-21:008月20日（土）
シティプラザ大阪　大宴会場

文／磯上慶子

店イー
まちのこの店

map 2

ダイエット話題のミンゲーツ入マンゴージュースはほ
んとにお腹が膨れるの！とお母さんが言うとおりつ
い小食になりそう。台湾と日本のかけ橋のようなお
店には台湾情報の資料が満載でお母さんのトークが
弾ける。ここでは台湾の紹興酒など仲間で酌み交わ
したいトコロ☆縁起物のウーロン茶炊き卵、台湾
ピーナッツに亀ゼリー。台湾ビーフンは蒸して少量の

アジア舟 Tel.06-6261-6515

8:00－19:00　日祝休

濱田屋 Tel.06-6262-0688

緑溢れる河岸のお店・・と言うと外国のカフェが思い
浮かぶ。梅雨時はたわわに咲く紫陽花の玄関、お店の
窓からは本町橋の大きな植栽の緑、川の流れを感じ
るこの場所で25年。豆とスィーツはオーナーがこだ
わりぬいた逸品だ。生で入荷する珈琲豆は、扱いが難
しいコロンビアを中心にキリマン他数種の豆を更に
深炒・浅炒等の数段階に炒り分けブレンドしている。
人気のコーヒーシュークリーム、とりわけほろ苦い
チョコエクレアと珈琲の相性は抜群で皮はサックリパ

中央区本町1-1-3本町橋西ビル1F

18:00－22:30　日休　土祝日の電話予約は割引特典アリ
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文・写真／西村由樹子

中央区本町1-1-4エンジェルビル2F

赤ネギ油でさっと炒めピリ辛い中国風やタイ・ベトナ
ム風とも違うアッサリ優しいお味。中国から蒋介石
が移動した時に腕の立つ料理人を引き連れ昇華した
台湾料理。日本人には馴染良く食べやすい。写真の
カウンターの他テーブルも併せ約20席。〆に茉莉花
茶も良いでしょう。

リパリ。これらスィーツは九州迄勉強に行った国産製
菓用オーブンで、焙煎機共に玄関で輝いている。あの
○○なドラマ撮影にも利用される空間でほっと一息つ
きませんか？

大阪企業家ミュージアム
「企業家」、この言葉を耳にした時、皆さんはどなたを
思い浮かべられますか？世の中には沢山の企業が存在
し、私たちは其処から産み出された多くの商品に囲まれ
日々暮らしています。多くの場合、私たちになじみ深い
のは会社名、或いは商品名ですが、その実それら全てに
その企業を興した「企業家」と呼ばれる方々の精神が引
き継ぎ反映されて私たちへと届けられています。そのこ
とを皆さんはご存知でしょうか？
「大阪企業家ミュージアム」はそのような「企業家と企
業家精神」をテーマとした、殆ど他に類を見ないユニー
クな博物館です。
ここではプロローグシアターにて秀吉時代にまで遡っ
た大阪企業家精神のルーツとそれを育んだ風土に関す
る映像を見ることができます。主展示場では大阪を舞
台に活躍した企業家105人が明治以降3つの時代ブ
ロックに分けられて、様々な資料、時代背景と共に紹介
されています。さらにライブラリーコーナー、デジタル
アーカイブなどでより深く企業家とその企業家精神に
関して知る事の出来る環境が整えられています。
「商品など時代のニーズにより時と共に変化していく
部分は勿論ありますが、しかしその企業の根底に流れ
る経営理念、企業家精神の基本は変わらずに、連綿と
今も繋がっているんです。」
とはお話を伺わせて頂いた、大阪企業家ミュージアム

会社イー
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事務局長・興津氏の言葉。
「大阪を舞台に活躍した企業家は大阪出身者ばかりで
はありません。日本全国から多くの人材が集い企業を興
した。彼らが何を想い何故大阪でどのように企業者活
動をおこしたのか。その志と夢を。そしてそれを叶える
に相応しい力が、この大阪と言う場にあるのだというこ
とを、多くの方に知って頂ければと願っています。」
興津さんの言葉の通り、博物館では日本のビジネスマ
ンだけでなく外国の方や若者にも興味を持ってもらえ
るよう音声ガイドは英語、中国語、韓国語に対応。また、
漫画やアニメによる企業家紹介も行われ、松下幸之助
氏、安藤百福氏のアニメはネット上
http://www.kigyoka.jp/yume　にて公開も。最近
は中高の修学旅行先として組み込まれる事も増えてい
るとか。
「企業家精神を伝える事により次代の企業家、人材育
成にも力を尽くす」との博物館の精神が、そこにも力強
く息衝いているのを感じました。 文／磯上慶子

＊主展示以外にも年３回から４回特別展が開催され、
　貴重な資料と接する事ができます。
＊開館時間　火－土 10:00－17:00（入館 －16:30）　
 水 10:00－20:00（入館 －19:30）
　休館日 日・月・祝祭日
　入館料 大人300円　中・高・大学生100円　小学生以下無料
＊団体にはボランティアガイドの説明が、
　個人には無料音声ガイドの貸出が有
＊詳しくは大阪企業家ミュージアムのホームページで
　http://www.kigyoka.jp

～街角で銀鱗乱舞～


