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５
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。

2013.5.14[火 ]－6.14[金 ]

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

5/14 5/ 15 5/ 16 5/ 17 5/ 18 5/ 19

205/ 215/ 225/ 235/ 245/ 255/ 5/26

5/ 27 5/28 5/29 5/30 5/ 31 6/1 6/2

6/ 3 6/4 6/5 6/6 6/ 7 6/8 6/9

11 中之島公園バラクルーズ 12 中之島サンセット・チャータークルーズ

9時半～14 まちあるき「東横堀見聞録」13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会

10時半～15 動画「大大阪観光」上映会　

33 10時～、14時～
篆刻（てんこく）教室

31 文化想造塾
＜曼荼羅絵図＞
「アート感覚で写経を
楽しむ」
13時半～

17時半～

3 重要文化財・旧小西家
住宅でのお茶会11時45分～1 オープニングコンサート

5/14 [火 ] 6/14 [ 金 ]
6/10 6/11 6/12 6/13 146/

イベントカレンダー-よこ逍遥 Calendar
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17時～
22 水辺テラスでワイン飲み比べ

18時半～27 キタリシテ邦楽サロン「和楽器と遊ぼう」 10時半～15 動画「大大阪観光」上映会

11時～16 解説　企業家の名言とその背景

14時～8 祝100年！本町橋クルーズ

14時～23 3種類無料テイスティング

13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会

12時～
29 作品展 ５＋１　アクセサリーワークショップ　

12時10分～
35 シティプラザ大阪ロビーコンサート 30

19時～

文化想造塾
「煎茶から学ぶ
 文人文化考」 12時～

24  インナービューティー　カラダの中から健康に美しく

13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会

14時～23 3種類無料テイスティング

13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会 13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会 13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会

18時半～

9 祝100年！
名橋・本町橋を学ぼう

18時～
25 ルポンドシエル40周年

記念感謝祭♪

13時～32 たにまち能　

10時半～15 動画「大大阪観光」上映会　

11時～16 解説 企業家の名言とその背景

14時～26 大阪産の食材で楽しむ「午後の日本酒バル」

14時～4 ｅ－よこミュージアムツアー

14時～

14時～ 18時～36 ドイツ製グロトリアンピアノコンサート

14時半～18 楽器ミュージアム特別公開

15時～19
レトロ空間の特別公開と昭和初期
映像の上映会

19時～37 堺筋街角コンサート

14時～23 3種類無料テイスティング

17 生駒ビル見学会－近代建築の現状と未来を考える－

13時半～

27 キタリシテ邦楽サロン「和楽器と遊ぼう」

5/18 [土 ] 6/ 9 [ 日 ]

14時～、19時半～
34 能入門講座　まっちゃまちサロン 11時～20 ブライダルフェア 11時～20 ブライダルフェア

13時半～、15時～
5 「平成の太閤下水」をのぞい  てみよう！ 工事現場見学会 10時半～15 動画「大大阪観光」上映会　

11時～20 ブライダルフェア 14時～23 3種類無料テイスティング

11時～16 解説　企業家の名言とその背景
15時～19 レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会

19時～

ｅ－よこソーシャルカレッジ
「古式鉄砲術」13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会 13時半～、15時半～13「東横堀川水門」特別見学会6 19時～7 水辺ピクニック

５

５

※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。

17時～
22 水辺テラスでワイン飲み比べ

17時～
22 水辺テラスでワイン飲み比べ

17時～
22 水辺テラスでワイン飲み比べ

17時～
22 水辺テラスでワイン飲み比べ

12時～
29 作品展 ５＋１　アクセサリーワークショップ　

12時～
29 作品展 ５＋１　アクセサリーワークショップ　

12時～
29 作品展 ５＋１　アクセサリーワークショップ　

12時～
29 作品展 ５＋１　アクセサリーワークショップ　

12時～
29 作品展 ５＋１　アクセサリーワークショップ　

11時～16 解説 企業家の名言とその背景

14時～26 大阪産の食材で楽しむ「午後の日本酒バル」

2 本町橋・水辺テラス 10 水都大阪・中之島
満喫チケット 21 除痘館記念資料室

館内案内ツアー

12時～

28 日本茶のブレンドを楽しんで、あなただけのマイティーバッグ
を作ってみよう！

12時～

28 日本茶のブレンドを楽しんで、あなただけのマイティーバッグ
を作ってみよう！
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28 日本茶のブレンドを楽しんで、あなただけのマイティーバッ
グを作ってみよう！



「平成の太閤下水」をのぞい
 てみよう！ 工事現場見学会
本町橋そばで行われている「平成の太閤下
水」工事現場の見学会。地下50ｍに掘られ
た、直径4～6ｍの大規模トンネルまで、約
200段の階段を降りていきます。工事期間
中だけ立ち入ることができる地下空間へ探
検！
6月7日（金）
13時半～14時半、15時～16時
集合　シティプラザ大阪南側エントランス
定員　各回20人
参加費　500円
主催・申込　
　　　ｅ－よこ会　info@e-yokobori.jp 
　　　またはfax:06-6944-6330
協力　大阪市建設局

明治33年（1900年）着工の、漆黒木造
の国の重要文化財・旧小西家住宅でのお
茶会。ご都合のよい時間にお越しいただき、
お抹茶をお楽しみいただきます。
18時半～、19時～、19時半～は、
小西社長による邸内の特別案内あり。
5月17日（金）17時半～20時半
場所　小西邸　
定員　50人
参加費　1000円
主催・申込　
　　　ｅ－よこ会　info@e-yokobori.jp 
　　　またはfax:06-6944-6330
協力　小西株式会社、谷松屋戸田商店、
　　　菊寿堂義信

重要文化財・旧小西家住宅
でのお茶会

ｅ－よこミュージアムツアー
ｅ－よこ界隈のミュージアムを巡るツアー
が初登場！ｅ-よこ会コミュニティツーリズ
ム部会の案内で、大林歴史館、丸一商店、
くすりの道修町資料館、東横堀川水門を訪
ねます。

６月1日（土）14時～17時
集合　京阪電車北浜駅改札口付近
定員　20人
参加費　500円
主催　ｅ-よこ会ｺﾐｭﾆﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ部会
申込　ｅ－よこ会事務局（大阪商工会議所
　　　地域振興部）info@e-yokobori.jp
　　　またはfax:06-6944-6330　

３

４

５

水辺ピクニック
1カ月にわたる「e－よこ逍遥」クロージング
は、水辺の公園を楽しむピクニック。逍遥の
思い出を語りながら、まったり水辺を楽しみ
ましょう。
6月14日（金）19時～21時
場所　葭屋橋南側公園
参加費　無料（食べ物か飲み物を一品
            お持ちください。）
主催　e-よこ会
申込　不要

本町橋100年

祝100年！ 本町橋クルーズ
今年5月に100歳を迎える「本町橋」は
大阪市文化財にも指定された名橋。
世界初！リチウムイオン電池船「あまのか
わ」クルーズで、船上からすばらしいデザ
インを眺めます。
5月18日（土）14 時～15時
場所　本町橋船着場発着
定員　40人
参加費　無料
主催　（仮称）本町橋100年会　準備会
協力　伴ピーアール株式会社
申込　（仮称）本町橋100年会　準備会
　　　事務局（大阪商工会議所）
　　　chishin@osaka.cci.or.jp
　　　またはfax:06-6944-6330

ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」で話題の、古
式鉄砲の実物を間近で見ながら、その構造
や操作方法、また幕末当時の戦いの様子な
どをお話しいただきます。
講師：澤田平氏（大阪城鉄砲隊）
6月12日（水）19時～21時
場所　少彦名神社会議室
定員　20人
参加費　500円
主催・申込　
e-よこ会ソーシャルカレッジ部会　
e_yoko_socialcollege@yahoo.co.jp
または FAX:06-6222-0212

ｅ－よこソーシャルカレッジ
「古式鉄砲術」

６

７

８

祝100年！
名橋・本町橋を学ぼう
大阪市内最古の現役橋「本町橋」は、大正
期を代表する国産鉄橋として、全国的にも
希少価値。その歴史性や誕生秘話を学びま
す。　講師：松村博氏
5月29日(水) 18時半～20時半
場所　大阪産業創造館　
　　　地域コミュニティプラザ会議室
定員　80人
参加費　無料
主催　（仮称）本町橋100年会　準備会
申込　（仮称）本町橋100年会　準備会
　　　事務局（大阪商工会議所）
　　　chishin@osaka.cci.or.jp
　　　またはfax:06-6944-6330

中之島公園バラクルーズ
中之島公園バラ園に咲き誇る約310種・
およそ3700株のバラを、船上から楽しむ
クルーズ。10人乗りの小型船で優雅に、中
央公会堂やライオン橋など中之島の魅力を
満喫！
5月18日（土）～6月9日（日）
11時～16時半、毎時00分、30分発
ローズポート発着
定員　各回10人　申込不要
参加費　1500円
主催　大阪小型水上旅客船協議会

クルーズ

水都大阪・中之島
満喫チケット
今年開業30周年を迎える大阪水上バスが、
水上バス乗船と京阪電車１日フリー乗車券
のほか、約70の店舗や観光施設の食事や
お土産から選んで利用できる、大変便利で
お得なセットチケットを販売いたします。
4月27日～11月30日
大阪水上バス各港、
京阪電車主要14駅にて発売
参加費　3000円
主催　大阪水上バス
申込　0570-03-5551

９

10

11

波切天神 20,000円[11名]　　  かもめ  20,000円[10名]

リバーシャトル 18,000円[9名]   XELHA  20,000円[12名]

月光  16,000円[8名]　　　　  MRD  18,000円[9名]

※1時間の料金

中之島サンセット・チャーター
クルーズ
東横堀川にかかる名橋や水門、中之島剣先
の噴水や大阪城のほか、大阪湾に沈む夕日、
夜には橋のライトアップも楽しめるぜいたく
なクルーズ。お好きな時間やコースで、お
楽しみください。またクルーズの前後は、船
着場対岸の「水辺テラス」　　のお食事も
あわせてどうぞ！クルーズチケット提示で、
グループ全員に、ワンドリンクプレゼントあ
り。

5月18日(土)～6月9日(日)18時～21時
本町橋船着場発着
定員・参加費　舟によって異なる
主催　大阪小型水上旅客船協議会、
　　　e-よこ会
申込　ｅ-よこ会事務局
　　　(大阪商工会議所地域振興部) 
　　　info@e-yokobori.jp 
　　　またはfax: 06-6944-6330 
　　　乗船日の3日前まで

※各舟の運航日は事務局までお問い合わせください。
※潮の高さなどにより運航できる日時が限られるこ
　とがあります。

12

ミュージアム＆ツアー

会期中、毎週月・木
13時半～14時、15時半～16時
場所　東横堀川水門
参加費　無料　
主催　東横堀川水門事務所　申込不要　

　

「東横堀川水門」特別見学会
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
いてのお話を聞く事ができます。

まちあるき「東横堀見聞録」
ｅ-よこ会名物ガイドの案内で東横堀川界隈
の名所旧跡や、知る人ぞ知る名店を訪ねま
す。老舗店主に教わる水引き小物体験つき。
5月18日（土）9時半～12時
集合　大阪証券取引所　１Fホール
定員　15人
参加費　1500円
主催　大阪あそ歩委員会
協力　ｅ-よこ会ｺﾐｭﾆﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ部会
申込　大阪あそ歩委員会　
　　　050-3672-8327
　　　（申込専用、平日13時-17時）
         info@osaka-asobo.jp

　

動画「大大阪観光」上映会
昭和12年に、大阪市が制作した約30分
の動画「大大阪観光」の上映会を開催。昭
和初期「大大阪」の時代の雰囲気を伝える
貴重な映像資料。
会期中、毎週土曜日10時半～11時
場所　大阪企業家ミュージアム
定員　30人
参加費　300円（入場料）
主催　大阪企業家ミュージアム
申込不要

13

14

15

　 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。

ｅ-

イベント-よこ逍遥

「e-よこ逍遥」のオープニングは、盛大に楽
しく、金管五重奏によるコンサート。楽器輸
入商のガレージが、川に向かってオープン
に！水辺の公園で気軽にお楽しみいただけ
ます。
5月14日（火）11時45分～12時45分
場所　丸一商店１階スペース
　　　（客席は川沿いの公園）
参加費　無料
主催　e-よこ会
協力　音楽団体 Ensemble Mobile
          （アンサンブル・モービル）
申込　不要

オープニングコンサート

1

本町橋・水辺テラス
本町橋近くの川沿いに立地する２つの店舗
が、昨年10月に好評だった「水辺テラス」
を再び実施。東横堀川独特の落ち着いた水
辺空間をこの機会にぜひお楽しみください！
5月14日（火）～６月14日（金）
場所　BACARO MA DÉCOR
　　　四川彩秀
主催　e-よこ会、大阪商工会議所

２

e-よこ逍遥特別プログラム
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e－よこ逍遥の午後、旬の大阪産料理と旨
酒で一息つきませんか？お好みの日本酒１
杯と肴三種盛りのお得なセットをどうぞ。

６月１日（土）、８日（土）14時～17時
場所　楽酒楽肴　越冬
参加費　700円
主催　楽酒楽肴　越冬
申込不要

大阪産の食材で楽しむ
「午後の日本酒バル」

知る人ぞ知る老舗楽器輸入商。
赤いヴァイオリンの看板が目印の、川沿
いのレトロなビルです。ヴァイオリン、ピア
ノの工房を公開します。
6月1日（土）14時半～18時
場所　丸一商店　地下１階、３階
参加費　無料
主催　丸一商店
申込不要

楽器ミュージアム特別公開

※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。

解説 企業家の名言とその背景
お一人の企業家に焦点をあて、その方の名
言あるいは座右の銘を、その方の生涯とと
もにご紹介します。
5月18日  住友中興の祖「広瀬宰平」
5月25日  大日本除虫菊創業者
                「上山英一郎」
6月1日    クボタ創業者  「久保田権四郎」
6月8日　 サントリー創業者「鳥井信治郎」

会期中、毎週土曜日11時～11時半
場所　大阪企業家ミュージアム
定員　30人
参加費　300円（入場料）
主催　大阪企業家ミュージアム　
申込不要

登録有形文化財「生駒ビルヂング」、社長
のご案内を通して近代建築の現状と今後
を一緒に考えてみようというツアー。
重厚なアールデコの扉の奥を覗いてみま
せんか？普段非公開のお部屋、資料も見学
できます。
6月1日(土) 14時～14時45分　
　　　　　  14時45分～15時半
場所　生駒ビル
定員　各回15人　
参加費　無料　
主催　生駒時計店
申込　ｅ-よこ会　info@e-yokobori.jp 
　　　またはfax:06-6944-6330
　　　※各回10分前から、ビルエントラン
　　　　スにて受付。それ以前のご来場は
　　　　お控えください。

生駒ビル見学会－近代建築
の現状と未来を考える－

シニア野菜ソムリエから知って得する情報
を仕入れてより美しく！お食事は旬の野菜
たっぷりフレンチコース料理。
５月23日（木）12時～
場所　ルポンドシエル2階
定員　40人　
参加費　5000円（セミナー代、フレンチ
　　　　コース料理、税サービス料込）
主催・申込　ルポンドシエル
　　　　　　TEL 06-6947-0888

インナービューティー　
カラダの中から健康に美しく

赤ワイン白ワイン各3種を飲み比べ。1か
月限定の水辺テラスで、お料理にあうワイ
ンを探してみて下さい。
5月14日(火)～18日(土)  17時～23時
場所　BACARO MA DÉCOR
参加費　赤ワイン3種1000円
　　　　白ワイン3種1000円
主催　BACARO MA DÉCOR

水辺テラスでワイン飲み比べ

グルメ

ワイン生産者がこだわって醸したワイン
3種を週替わりでお楽しみいただけます
会期中、毎週土曜日　14時～17時
場所　ワイングローリアス 　
　　　店舗内試飲カウンター
定員　20人　お越しいただいた方から順に
テイスティングしていただきます
参加費　無料
主催　ワイングローリアス
申込不要　ご来店時に「e-よこ逍遥　無料
テイスティング」とお申し付けください

3種類無料テイスティング

作品展５＋１　
アクセサリーワークショップ
ガラスビーズやワイヤーアートの作品展に
あわせ、とんぼ玉やボタンなどを使ってア
クセサリーを創るワークショップを開催。道
具は用意していますの で、手ブラでどう
ぞ！
5月20日(月)～25日(土) 12時～19時
場所　ギャラリー遊気Ｑ
参加費　1500円
　　　　(1作品、お茶とスイーツ付)
主催　ギャラリー遊気Ｑ

煎茶を通じて歴史文化を学ぶ講座です。基
本的な作法や淹れ方を学びますが、お茶を
愉しみ、道具や文具の使い方を学び、漢詩
や墨画の理解を深める煎茶の会です。
※気軽な服装でお越しください。持ち物は
不要です。
5月21日(火) 19時～21時
場所　「一茶菴」大阪市中央区大手通1-1-1
定員　10人　
参加費　3500円
主催・申込　
　　　文化想造塾　担当渡邉(わたなべ)宛て
　　　E-mail: ipc@wa2.so-net.ne.jp
　　　または TEL 090-3658-7804

文化想造塾＜煎茶＞　
「煎茶から学ぶ文人文化考」

講演会＆ワークショップ

キタリシテ邦楽サロン
「和楽器と遊ぼう」
箏（こと）や三味線の伴奏で懐メロ・童謡
などを一緒に歌い、楽器にも触れましょ
う。男女年齢問わず、持ち物も不要です。
５月16日（木）18時半～20時
６月  2日（日）13時半～15時
場所　KITA LI CITE(キタリシテ)
定員　各回20人　
参加費　1000円
主催・申込　
         KITA LI CITE(キタリシテ)
      　E-mail: kitalicite-doi@docomo.ne.jp
　　　または  TEL 090-5124-6807
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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？特別公開します。ま
た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
６月１日（土）、8日（土）15時～
場所　大阪市中央区北浜1－1－18
忠治郎ビル３階 sur mesure DESAKI内
定員　各回8人　
参加費　500円（茶菓つき）
主催　山西輝和（TERUTERUBOW'S)・
　　　出崎栄三
申込　ジュール・ムジュール デサキ　
　　　出崎栄三まで　
　　　TEL 06-6231-6710

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会

ブライダルフェア
ジューンブライドをテーマに。フォトンでは、
お花に寄せる思いをうかがいながら心を込め
てお作りいたしております。ぜひご覧ください。
6月6日（木）～8日（土）11時～19時
場所　花ヤ　フォトン
参加費　無料
主催　花ヤ　フォトン　申込不要

除痘館記念資料室館内
案内ツアー
館内をガイドがご案内します。
随時（※要予約）
場所　除痘館記念資料室
参加費　無料
主催・申込　除痘館記念資料室
TEL 090-2382-1061（10時～16時）
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ルポンドシエル40周年
記念感謝祭♪
人気のジャズライブとルポンドシエルのフ
レンチを満喫。40周年記念特別価格
12000円で至福のひとときを…
５月31日（金）18時～
場所　ルポンドシエル2階
定員　50人　
参加費　12000円（フレンチコース料理、
            お飲物、税サービス料込）
主催・申込　ルポンドシエル
　　　　　　TEL 06-6947-0888
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煎茶やほうじ茶、茎茶などの日本茶をベー
スに、黒豆や玄米や抹茶をブレンドしてみま
せんか？オリジナルのテトラティーバッグは、
自分で楽しむほかギフトにも・・。 

会期中、毎金曜日14時～17時
毎土曜日12時～15時 (５/31.６/1除く)
場所　先春園本店
定員　各回7人　
参加費　500円（材料費別途300円程度～）
主催・申込　先春園本店 
        TEL 06-6201-3731(10時～18時)

日本茶のブレンドを楽しんで、
あなただけのマイティーバッグ
を作ってみよう！
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和紙に、いくつかある仏画の中から好きな
仏画を写します。写し終えたら、仏様の顔以
外の空間に般若心経２７６文字を書きます。
仏画の大きさ、形、そして般若心経の書く
場所、大きさは自由です。和紙に自身の曼
荼羅の世界を描いて楽しむ講座です。和紙、
ペンなどの材料は用意します。持ち物は不
要です。
５月26日(日) 13時半～15時半
場所　少彦名神社会議室
定員　20人　
参加費　1000円
主催・申込　
　　　文化想造塾　担当渡邉(わたなべ)宛て
　　　E-mail: ipc@wa2.so-net.ne.jp
　　　または TEL 090-3658-7804

文化想造塾＜曼荼羅絵図＞
「アート感覚で写経を楽しむ」
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(     )申し込み方法
参加希望プログラム・参加人数・お名前・お電話番号
（当日連絡可能な電話番号が好ましい）を、各お申し込み先にご連絡ください。イベント-よこ逍遥

E
V
EN
T 

イ
ベ
ン
ト

3

6

7



昭和25年から続いている定期公演。能2
番と狂言1番が上演されます。今回上演さ
れる「藤」は、盛りを迎えた藤の花の妖精が
美しい舞をみせます。「猩々乱」は中国のお
酒の神様のお話。能面、頭（かしら）、装束
など、全て真っ赤で登場し、繁栄を言祝ぎま
す。
6月1日（土）13時～
場所　山本能楽堂
参加費　一般 5500円　学生 3500円
主催・申込　山本能楽堂
                  TEL 06-6943ｰ9454

たにまち能

32

開放感あるガラス張りのイタリアンレスト
ラン。旬のお野菜を使ったメニューがオス
スメ。

12SOGNO  
ソーニョ 
tel: 06-6941-2217

たこ焼6個230円とメチャ安くてメチャお
いしいフワフワたこ焼です。持ち帰りもイー
トインもあり。焼きそばお好み焼きもありま
す。

9たこ姫
tel: 06-6945-5181

11時～22時　土～18時
日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で料金50円引。

11時半～14時L.O.（日祝12時～）
18時～22時L.O.（日祝～21時L.O.）
月・第3日休

17時～22時半
土日祝休（予約の場合営業）
※e-よこ逍遥パス提示で
   3名以上のお客様一品サービス

勇気を出して階段を降りてきてください。

ラグビー部マーラー
tel: 080-3814-7000 

１８時～２４時（L.O.23時）  不定休
 ※e-よこ逍遥パス提示で、1ドリンクサービス

化学調味料を一切使用していない身体に
やさしい韓国料理店。大きなシャンデリ
アがシンボルのゆったりくつろげる店。

高麗橋　はらはち
tel: 080-3030-3632 

11

10

6

7

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！

おでん田八　高麗橋店
tel: 06-6231-5949

創業２９年のチャイニーズバル。週末不定
期でLIVEも行っております。詳細は、
http://peggysue.monodachi.com

Peggy Sue 高麗橋店
tel: 06-6231-5950

11時半～14時、17時～23時
（L.O.22時半）（土は夜のみ）　日祝休

11時半～14時、17～23時（L.O.22時半）
日祝休

11時半～14時（月～金のみ）17時～26時 
日祝休（予約営業可）

串カツが食べられるBAR。２階３階はビ
ジネス街の真ん中で家飲み気分が味わえ
る、おしゃれな完全貸切個室、１階はカウ
ンターにテーブル、とバラエティあふれる
お店です。

串ダイニングＳＯＬ
tel: 06-6201-5115 

11時～15時、17時半～20時L.O.
土11時半～14時L.O.
日祝休

米は青森県産の「まっしぐら」を使い、スパ
イスには生姜をたっぷりと使ったカレーで
体を温めます。ご賞味ください。

ｃｕｒｒｙ ｓｈｏｐ　
２４ ｓｐｉｃｅ

5

8

4

11時半～14時   17時半～22時　日祝休

名建築の老舗フレンチレストラン。4年連
続「ミシュラン」で星を獲得。

1ルポンドシエル
tel: 06-6947-0888

11時半～14時
17時半～22時（土夜のみ）　
日祝休

大人の隠れ家的な「和」のダイニングバー。

2さがん
tel: 06-6947-0789

11時～14時　17時～22時 L.O.
（土11時半～22時 L.O.）日休、祝不定休

イタリアンをベースにフレンチや和などを
取り入れた水辺のレストラン。対岸には中
央公会堂が見える。

3Casual Restaurant
OUI
tel: 06-6233-1192

※北浜テラス参加店

インナービューティー　
カラダの中から健康に美しく　5月23日 　

ルポンドシエル40周年
記念感謝祭♪　5月31日 

17時～24時、土日祝16時45分～22時
不定休

数多くのテレビでも紹介された100％山芋
生地で作ったあらか焼や豚ネギ塩焼きそばや
大阪焼が人気です。ソースとの相性も良いワ
インも扱っておりますので、堪能してみて下
さい。

お好み焼　鉄板焼　
ＡｒＡｋＡ（あらか）
tel: 06-6203-4567

※ディナー10％割引
　お一人様￥3,000以上のご飲食から。現金のみ。

レストラン

イベント-よこ逍遥
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5月20日（月）　12時10分～12時50分
場所　シティプラザ大阪　1F　ロビー
参加費　無料
主催　日本テレマン協会
協力　シティプラザ大阪
申込不要　
問合せ　日本テレマン協会
　　　　TEL 06-6345-1046　

シティプラザ大阪
ロビーコンサート

ミュージック

街中の足湯で有名なシティプラザ大阪。ロ
ビーでテレマン室内オーケストラの演奏と
出会う！ヴィヴァルディ「四季」など名曲がい
っぱい。

「ドイツが生んだ世界の名器グロトリアンピ
アノ」が奏でるミニコンサート。
ピアニストが絶賛するクリアで豊かな響き
をお楽しみください。

6月1日(土)14時～14時半 18時～18時半
場所　丸一商店　地下１階
参加費　500円　
主催　丸一商店
申込不要　　

ドイツ製グロトリアン
ピアノコンサート

レトロ建築が数多く残る堺筋界隈でも、特
有の存在感を持つ新井ビルにある五感北浜
本館での、音楽とデザートのおいしいコラ
ボ。
6月1日（土）19時～20時
　（19時～デセール、19時半～コンサート）
場所　五感北浜本館
定員　50人（要予約）
参加費　1500円　
主催　堺筋アメニティ・ソサイティ事務局
申込　五感北浜本館 TEL 06-4706-5160　　

堺筋街角コンサート
～音楽とスペシャルデザート
　を楽しめる１日～

篆刻（てんこく）教室
「一級印章彫刻技能士の職人親子が特別にお
届けする篆刻講座。
6月2日（日）10時～12時、14時～16時
場所　少彦名神社会議室
定員　各回5人
参加費　1000円（材料費込み）
講師　福原靖山氏・福原秀次氏
主催・申込　福原印房　
                  TEL 06-6941-0745　
氏名、tel、参加人数、彫りたい
１文字を明記の上 fax 06-6941-6264

能入門講座 まっちゃまちサロン
初心者でも気軽に能について学び、楽しめ
ると人気の体験講座。毎月第1月曜日の昼
と夜の2回開催しています。今回のテーマ
は能｢桜川」。能の中の、お互いを思う親子
の強い愛情についてお話させて頂きます。
6月3日(月) 昼の部14時～ 夜の部19時半～
場所　山本能楽堂
参加費　1000円　
協賛   ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
主催・申込　山本能楽堂
                  TEL 06-6943ｰ9454
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※このパンフレットまたは巻末のe-よこ逍遥パスを切り取ってご提示ください。
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11時半～13時半　17時半～23時
日祝休

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）

19串かつ五條家
Tel: 06-6945-5045

ランチタイム　11時半～14時
ディナー　18時～24時
土曜昼･日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で､1ドリンクサービス

新鮮野菜にこだわるオーガニックカフェ。
店内の窓からは川面が見渡せる。

野菜食堂 ペスカード
tel: 06-6949-0510

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

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

11時半～15時（L.O.14時半) 
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 

11時半～１３時半(月～金ランチ限定２５食)   
１７時～２３時    日祝休

Kansai Walkerさんに取り上げていただ
いたポテトサラダなど季節のお野菜とお
魚を使ったほっこり料理とお酒のお店で
す。あたたかいおもてなしでお待ちしてお
ります。

和処きたの
tel: 06-6314-6083

21
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八百屋・レストラン　11時～22時
日祝休

ココロとカラダがよろこぶ野菜を召し上が
れ。美味しい野菜を届けたい』『野菜の良さ、
愉しみ方をもっと伝えたい』『生産者が野菜
に込めた思いも、キチンと届けたい』 とい
う思いで北浜の地にオープンしました。野
菜を中心に据え、野菜という切り口で健康
と美容、食べることの愉しみをお伝えして
いこうと考えています。

ベジキッチン北浜
tel: 06-6223-0255

11時半～14時、17時半～21時半 
日休

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 

11時半～15時（L.0.14時）
17時半～23時（L.O.21時半）
日、第三月曜日

2012年4月オープン。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 

15
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火～土17時～27時
日15時～25時半　　月休

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！

17

EL PONIENTE GOZO
 エル　ポニエンテ　ゴソ

tel: 06-6204-6606

11時～14時　ランチビュッフェ
11時～22時　カフェ
17時～23時　ディナー（L.O22時）
日休
※e-よこ逍遥パス提示でディナー時ワンドリンク
　サービス（逍遥期間中）

表には新鮮な産直野菜などが並び、奥に
はジャズ演奏を聴きながらゆっくり食事が
楽しめる隠れ家レストラン。一流の料理人
による創作料理をぜひ！！

18

五島列島農家直営
レストラン＆カフェ
「五農菜園」
tel: 06-6209-0358

11時～16時、18時～20時（L.O.)
日祝、不定休

酵素がとれるランチや、ごぼう茶やたんぽ
ぽコーヒー、バター不使用のケーキなど、
美容と健康にこだわったお店です。

アンチエイジングcafé age
tel: 06-6223-4000 
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11時半～14時半（土～14時）
日祝休

頑張ってます！

25うどんそば処 うさぎや

18時～22時
日祝予約のみ

日本と台湾の架け橋の店です。台湾観光案内、
ビジネス案内、芸能人情報などが楽しめる。
一口台湾麺無料試食中。節句縁起卵無料。

33アジア舟
tel: 06-6261-6515

tel: 06-6201-4950

17時半～21時（予約が望ましい）
日祝休　
土・月は魚すきの予約のみ受付

季節の鮮魚と野菜などを秘伝の「だし」
で炊く大阪名物「魚すき」の老舗。創業
元治元年（1864年）。もう一つの名物
「鯛めし」もどうぞ。おみやげとしても販
売中。

24魚すき　丸萬本家

17時～25時（L.O.24時）毎週水・第3火曜休

素材の良さと丁寧な仕事が人気のお店。

27炭火焼鳥　なかお
tel: 06-6222-1222

月～金、祝11時～14時
月～土17時半～22時
日休（予約のみ日曜営業）

本町橋・水辺テラス　5月14日～6月14日　

川辺の庭園を眺めながら、本物の四川料理
を是非、召し上がり下さいませ。

32四川 彩秀
tel: 06-4705-0123

お料理50種類以上。肉、魚はもちろん、
旬の食材もたくさんご用意しております。
特に鶏料理がオススメです！

立呑み かこい
tel: 06-6228-1515 

11時半～23時　水曜ディナー休み

本町橋・水辺テラス　
5月14日～6月14日

水辺テラスでワイン飲み比べ　
5月14日～18日　

世界のビール約50種類と、ワインをとり
そろえています。

tel: 06-6264-6202 

11時半～14時、17時～25時
日祝休

BACARO MA DÉCOR
  バカロ マ デコール

26

34

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。
日休
※ディナータイムにパンフレット提示で
   焼きひれ（持ち帰り）プレゼント

雑誌に掲載された美味しい地酒と自慢のふ
ぐ料理を、隠れ家的な場所でゆっくりお楽
しみください。

活ふく料理  かみいし
tel: 06-6271-0255

16時～22時
土日祝休

素敵なママと、そのママがすべて手作り
する「家庭料理」の店。おいしいお酒と優
しい雰囲気と心にしみる一品を是非一
度！！

ダイニングまーがれっと
tel: 06-6263-2468

18時～27時（日祝は～24時）
不定休

しっとりカウンターで飲むのも・・・ゆっ
たりソファーで寛ぐのも・・・大人の夜を、
この空間で。

Salon&Bar We'll
tel: 06-6263-8660 

手造りソーセージなどの肉料理がオスス
メ。ワインと共にイタリアを感じてくだ
さい。日曜、祝日もお待ちしてます。

11時半～14時、18時～24時（土は夜のみ）
水休

30ｐｉｕ 
　ピウ  
tel: 06-6131-8464

28

29

31

　 よこ界隈には、素敵なレストランやおしゃれなカフェがたくさんあります。
　 よこ逍遥開催期間中だけの割引特典もいっぱい。
ｅ-
ｅ-グルメ-よこ逍遥 Gourmet
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11時半～13時　17時～24時（L.O.23時） 
日祝休

産地直送で毎日届く鮮度にこだわった旬
の食材を逸品の酒と共に味わう。やすらぎ
とおもてなしの一滴（ひとしずく）をご堪
能ください。

38美酒と旬味　滴
tel: 06-6944-2726

11時半～14時　17時半～23時
日祝休

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。

36Da 'Fronte
ダ・フロンテ
tel: 06-6946-5161

営業時間は店舗により異なる

シティプラザ大阪ロビーコンサート 5月20日

明るく開放的な都心のリゾートホテル。１
階にはレストランやカフェ、天然温泉の足
湯（無料）があり、リラックスできるスペー
ス。

35シティプラザ大阪
tel: 06-6947-7867

11時半～22時
（夜は要予約）
不定休

靱公園前の緑の中の東屋・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・・・

靫本町・ガゼボ
tel: 06-6459-2746

11時半～13時半、17時半～23時
（L.O.22時半）祝日は夜のみ営業
日休
        
大阪産の食材で楽しむ「午後の日本酒バル」　
                                        6月1日、8日　

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 

11時半～13時 L.O.
（コースのみ・要予約）
18時～21時 L.O.
（コースのみ・要予約）
日・第1月曜休

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。

40Fujiya 1935
Tel: 06-6941-2483

11時半～14時 L.O.
18時～21時 L.O.　日祝休

「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。

41洋食屋ふじ家
Tel: 06-6941-7283

19時半～25時　日休

お一人様でも団体様でも、気軽に楽しめる
スナック。何時間飲んで歌っても、低料金で
世界一安心なスナック。

カラオケスナック  mee
tel: 06-6944-1832

39

37

古本と喫茶の店FOLK（フォーク）です。お
茶を飲みながら、本を読んでいただけます。
様々なイベントも随時開催しています。詳
細はhttp://www.folkbookstore.com/

水土　11時半～日没

ビルのなかのゆるやかなカフェ＆サード
プレイス。屋上には「空庭」がある。 
シェアオフィス見学にもお越しください。

6

谷町空庭
Tel.6949-0679

8時～17時　土日祝休

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

8時～18時　日休　祝日不定休

自家製パンの手づくりサンドイッチが
オススメのカフェ。テイクアウトあり。な
にわの伝統野菜取扱店。

5

cafe 初花
（hatuhana）
tel: 06-6314-6864

7

11時～19時　日曜（不定休）

FOLK  old book store
tel: 06-7172-5980

9時～18時（土～15時）
第2・4・5土・日祝休

アイスモナカが名物の老舗喫茶店。

4

ゼー六
tel: 06-6261-2606

8時～19時
日祝休（土11時～17時）

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

3

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.）

堺筋街角コンサート　6月1日　

大正11年築の近代建築にある、大阪発の
洋菓子ブランド。

1五感北浜本館
tel: 06-4706-5160

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　
日祝休

コーヒースポット　
クリフォード
tel: 06-6228-0589

8時～18時　土日祝休
※eーよこ逍遥パス提示の方、
　ランチ注文でドリンクサービス

野菜たっぷりの北浜ベジカリーと赤ワ
インで煮込んだハヤシライスが自慢。
白い店内はギャラリースペース。
女性お一人でもお気軽にどうぞ。

fit café 
tel: 090-4294-6563

8

9

カフェ

阪
神
高
速

ガゼボ靭公園

本町通

四
ツ
橋
筋

※このパンフレットまたは巻末のe-よこ逍遥パスを切り取ってご提示ください。

　 よこ界隈には、素敵なレストランやおしゃれなカフェがたくさんあります。
　 よこ逍遥開催期間中だけの割引特典もいっぱい。
ｅ-
ｅ-グルメ-よこ逍遥 Gourmet
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8時～20時   日祝休

生クリーム・蜂蜜を練りこんだ、もっちり「谷
町食パン」が№１の人気！クリームパンやカ
レーパン、あんぱんも変わらない美味しさ
で大好評です！！

17eight knot bakery
tel: 06-6940-4260

ワイングローリアス
tel: 06-4791-0808

11時～20時　(土曜　～17時)　日祝休

会期中毎週土曜　　
3種無料テイスティング 

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。

8tenny tenny
tel: 06-6947-2660
一口おにぎり「手にぎり」とお弁当のお店。
テイクアウトのみ。

10時半～19時半　無休

折りたたみ自転車専門店。かわいい自転車
がいっぱい。
http://www.loro.co.jp/
http://www.facebook.com/loro.osaka

tel: 06-4793-1707

12LORO CYCLE 
WORKS 

3
tel: 06-6941-0745

篆刻教室　6月2日

親子揃って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。詳
しくは「福原印房」のホームページをご覧
ください。

福原印房

13
tel: 06-6231-7777

11時～13時（売り切れ次第）
土日祝休

素材にこだわるお弁当屋さん。手頃なお
値段が嬉しい。

コバサク・カンパニー

6
tel: 06-6231-3814

10時～16時半（売切れ次第閉店）土日祝休

17代目のご主人が守る老舗和菓子店。銘
菓「梅干し」は売り切れ御免。

菊寿堂義信 15
tel: 06-6201-3731

10時～18時（土～16時）　日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で濃厚でほんのり甘い
　抹茶クリームティ、または玉露茎茶をお
　飲みいただけます。

会期中毎金曜、土曜
（5月31日、6月1日除く）
日本茶のブレンドに挑戦しよう！

創業160余年、大阪一のお茶の老舗であな
たのｍｙお茶を見つけてみませんか？
私たちスタッフがお手伝いします。

先春園本店

9時～19時　日休

本町橋東詰レンガビルの花屋さん。ｅ-よ
こ会のフラワーポットのお世話をしてく
れている。

20フラワー＆グリーン  
花三
tel: 06-6944-2287

毎日づかいの器　作家ものから窯元直送
ものまで　見て使って楽しんで

19器屋other
tel: 06-6204-0089

11時～14時、17時半～19時
（土～13時）日祝休
※e-よこ逍遥パス提示でスープをサービス 11時～19時　土日祝休（不定休）

21器GALLERIA
ギャレリア
tel: 06-6941-5766

12時～20時　水日祝休

春色のうつわ・夏色のうつわ、揃いました。
テーブルをちょっと可愛く、少しオトナっ
ぽく演出する器をメーカー直販で…

花ヤ フォトン
tel: 06-6203-3710

10時～18時半　不定休

ブライダルフェア 　6月6日～8日  　

レトロなビルの１階に、小さなスペース。
ちょっと立ち止まって、ほっと。小さなイ
スにも座ってお花を見て、香って。心ゆく
までお花達を楽しんでください。

temps du luxe
タンドリュクス
tel: 06-6809-5929

11時～19時半　定休日なし

シューズショップ ケンゾー
tel: 06-6941-0925

10時～21時（土～20時）
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。

和香 日本料理教室
tel: 06-6228-0888 

10時～22時　月休

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↓
http://wagokoro.sarashi.com/

ファクトリーガーネット
tel: 06-4791-2190　

10時～22時（祝～20時）  日休　
※e-よこ逍遥パス提示で、ケーキ全品10％引
　（他のサービスとの併用はできません）　

ケーキや焼菓子のギフトをメインに販売
しています。素材や見た目の美しさにもこ
だわって製造しています。

PARTE PANIFICIO
パルテ パニフィチョ
tel: 06-6314-6185

11時～20時半　日休　
※e-よこ逍遥パス提示で、パン100円割引
 （１回限り有効、スタンプを押します）

天満橋から徒歩5分、24年12月にｵｰﾌﾟﾝ
したガラス張りの明るい外観のパン屋さ
ん。お食事パン、おやつパン等多数ご用意
しております。人気№１のクロワッサンを
どうぞ御賞味下さい。

大阪の駿河屋
tel: 06-6201-0012

9時～18時半（土～16時）日祝休

天保8年（1837）和歌山の総本家・駿河
屋から船場淡路町に大阪店が開かれ、現在
は平野町にあります。そういった歴史から
「大阪の駿河屋」が正式名称です。浪速に
愛され続けた古来からの伝統の羊かんと
和菓子が楽しめます。

ギャラリー遊気Ｑ・
遊気Ｑ倶楽部
tel: 06-6231-7233

12時～19時　日祝休

作品展５＋１ アクセサリーワークショップ　
5月20日～25日

平面・立体・その他の作品発表の場として、
レンタルしております。倶楽部では、作品
の委託販売常設店や手づくり教室として
営業しています。

風情あふれる老舗やユニークなショップが並ぶ　 よこエリア。
マップ片手に界隈をそぞろ歩いて、お気に入りのお店を見つけてみてください。

ｅ-ショップ-よこ逍遥 Shop
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イタリアブランドDENNY ROSEと
RINASCIMENTOの直営店です。その他
イタリア・フランスからのセレクトもご
ざいます！

7

16

11

まん福ベーカリー
tel: 06-6944-4488

11時～20時　月・第3火曜休

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。

2

18

4

9

10

KITA  LI CITE
キタリシテ
tel: 090-5124-6807

10時～21時　不定休

キタリシテは、「和」文化をコンセプトに
した貸スペースです。日本の文化を残し伝
える場、大人が和める心地よい溜まり場で
す。1時間 3,000円より（曜日、時間帯に
より異なる。要問合せ）

1

145

27

33
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※このパンフレットまたは巻末のe-よこ逍遥パスを切り取ってご提示ください。

キタリシテ邦楽サロン「和楽器と遊ぼう」
５月16日、 6月2日

9時～20時 日祝休　土曜不定休

※e-よこ逍遥パス提示で全品5％OFF
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たにまち能　6月1日

能入門講座　まっちゃまちサロン
6月3日

館内案内ツアー（随時、要予約）

大林歴史館

9時～17時 　入場は16時半まで
土日祝休

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

丸一商店

6月1日（土）14時半～18時
楽器ミュージアム特別公開

オープニングコンサート　
5月14日

ドイツ製グロトリアンピアノコンサート　
6月1日

知る人ぞ知る老舗楽器輸入商。赤いヴァ
イオリンの看板が目印の、川沿いのレト
ロなビルです。ヴァイオリン、ピアノの工
房を公開します。

3

くすりの道修町資料館

10時～16時　日祝休

”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。

5

渋谷利兵衛商店

10時～17時　日祝休

創業280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

「東横堀川水門」特別見学会
　会期中毎週月木

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。

4

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。平成19年3月
開設。

6

うたたね
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。

9

大阪企業家ミュージアム

10時～17時（水曜のみ～20時）
日月祝休
入館料　大人300円 中高大学生100円
65歳以上と身障者200円

動画「大大阪観光」上映会　
会期中毎週土曜日

解説「企業家の名言とその背景」　
会期中毎週土曜日

特別展　5/17まで
「挑戦・創意工夫　今、活躍する企業家たち」
　5/21から「まほうびんの100年」

松下幸之助氏（パナソニック創業者）など、
大阪を舞台に活躍した企業家の事績を紹
介。小学生から高校生までのお客様には、
企業家を紹介するマンガを1冊プレゼント！

7

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。現在文化庁の事業によ
り改修中。歴史の陰翳が刻まれた能舞台
にモダンな空間が対峙し、85年の歴史
に新しい息吹が吹き込まれました。舞台
上の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
快適になりました。ここにしかない精緻
な空間をお楽しみ下さい。

8

木～日　11時～19時

「自分でキーホルダーを作る簡単なキット」
プレゼント 先着順　数量限定

 B1F・３F　

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。

「e-よこ逍遥」期間中だけの割引特典には、このパスを
切り取るかパンフレットのまま提示して、掲載されてい
るレストランやカフェ、ショップでの割引やプレゼント
をお楽しみください。割引特典内容は、各店舗の掲載
ページに記載しています。

ミュージアム-よこ逍遥
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パス2013
e-よこ逍遥2013　期間中有効

-よこ逍遥
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100年

本町橋
HOMMACHIBASHI

100th 
Anniversary

祝100年！ 本町橋

祝100 年！本町橋クルーズ　５月１８日　
祝100 年！名橋・本町橋を学ぼう　５月２９日　

8

9

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

大阪市内最古の現役橋。大正2年（1913）に
建設され、今年で100周年を迎える。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た。
５月から１００周年記念事業実施。
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天満橋駅

北浜駅

本町通

堺筋本町駅

京阪本線

地下鉄中央線

地
下
鉄
堺
筋
線

今橋１

高麗橋1

道修町1

伏見町1

備後町1

安土町1

内本町2
本町1

内平野町2

釣鐘町2

島町2

石町2

船越町2

内淡路町2

平野町1

淡路町1

瓦町1
地
下
鉄
谷
町
線

里程元標跡

大阪銀座跡

谷
町
４
丁
目
駅

堺
筋

泊園書院跡

西町奉行所跡

大阪活版所跡

旧今橋 親柱

大阪会議開催の地

大阪府庁跡

商工稲荷神社

生國魂神社行宮

西鶴文学碑

春琴抄の碑

旧平野橋親柱

熊野街道の碑

正福寺

日限地蔵院

坐摩神社行宮

天五に平五
十兵衛横丁碑

大日本住友製薬
外壁遺構

豊臣氏大坂城内
武家屋敷跡

宇野浩二文学碑

中大江公園

中大江小学校

マイドームおおさか

中之島公園

シティプラザ
大阪

大阪商工会議所

開平
小学校

大阪産業
創造館

東郵便局

東
横
堀
川
公
園
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大阪俵物会所跡
大阪金相場会所跡

維新史跡
月性龍護遺跡

本
町
橋

中
国
街
道

紀
州
街
道

熊
野
街
道

亀岡街道

八軒家浜船着場

本
町
橋
船
着
場本町の曲がり

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
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1 41～

1 9～

1 21～

グルメ（レストラン）

グルメ（カフェ）

ショップ

1 9～ まちのミュージアム

1 37～ e-よこ逍遥イベント
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みどころ
石碑・史跡
社寺
旧街道

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。

２

２
22

　 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」としてお使い頂けます。
ｅ-マップ-よこ逍遥 Map
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東横堀川水辺再生協議会
主催：東横堀川水辺再生協議会（e-よこ会）　地図協力：NPO水都OSAKA 水辺のまち再生プロジェクト　デザイン：alt.design associates
問合せ：e-よこ会事務局（大阪商工会議所地域振興部内） TEL : 06-6944-6323(平日9時～17時）  E-mail : info@e-yokobori.jp  

www.e-yokobori.jpe-よこ会ホームページ

会長｜別所俊顕（少彦名神社宮司）　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　大阪商工会議所 地域振興部（2013年3月現在）

よこ逍遥とは？e-

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、
1ヶ月間に集中的に実施し、“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。


