
琵琶湖の水上歩行コンテストなどでおなじみのウォーターボー
ル！大阪市中央区のマスコットキャラクター・ゆめまるくんもやっ
てきて、子供達は大喜び！

神農祭＆船場博覧会2010同時開催！

かもめは、もともと熊本県の天草の海で真珠養殖の作
業に使われていた和船。ウッドデッキと木の船室を備
えたおしゃれな舟はまさしく川の上に浮かぶ小さなお
家。なんと船長・中野さん自ら塗装を手がけたとのこ
と！舟は大阪の水と川からの景色を体全体で感じられ
るよう、座る位置を低く設計されているという10人乗
りの気持ちのいいウッドデッキには、クッションに腰
掛け、足を伸ばしてのスタイルが正解！なんと冬場には
名物のこたつが登場するそうですよ。
出航は金・土・日・祝。※要予約

10月2日に開催された「River！リバー！りばー！」本町橋船着場
プログラムは、東横堀川をまるごと体感するもの。小型船クルー
ズや手漕ぎゴムボートの体験ができるとあって、朝早くから東
横堀川は賑わいました。直径2.5mのウォーターボールに入って
東横堀川を水上歩行！中央区のマスコットキャラクター・
ゆめまるくん、そして同じ琵琶湖流域の
仲間として琵琶湖の人気者・
キャフィーとおごとんもやって
きたよ！楽しい水辺体験の
一日、参加者の声です。

ゆったりしたデッキテラスにくつろぎの船内。e-よこの人気店・
アップリケ特製のランチBOXを持ち込んでのクルージング。
大阪湾と淀川への2つのコース。いつもの景色が全く違って見え
るゆったり時間の船の旅を楽しみました。

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（廣井真由美　杉本容子　鈴木美和子　萬代陽子　　
 別所俊顕　森井道雄　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｜2010年11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。
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-

　　「AEDを使用した救命講習」
８月は本町通の中央消防署。大阪市消防局救急隊員による熱い救命講習。
先ず救命手順の説明にはじまり、救命ポイントビデオ、そして実技。説
明を受けているときは余裕だったのにいざ実技になると…。これが実際
の現場だったら何度も冷や汗をかいた。AEDを使用する時は高圧の電
流が流れるので周囲の人が患者と接触していないか注意する必要がある。
いつも緊迫したお仕事の救急隊の皆さん。普段もピリピリムードと思い
きや、あったかくてソフトなお人柄で訓練の緊張もほぐれ、やわらか頭
で救命講習が受けられました。いざという時のために、とても有意義な
講習でした。 e-よこ

ソーシャルカレッジ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

マツタロウバスタオルを
抽選で５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！

ハガキに、住所・氏名・電話番号・メールアドレスと
「マツタロウバスタオルプレゼント希望」と
明記の上、下記までご応募ください。

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…

〒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

少彦名神社の大祭「神農祭」

『奉納絵馬展』[辰野ひらのまちギャラリー]
 中央区平野町1-5-7 辰野平野町ビルB１F

『だんじり囃子』 武田薬品第2駐車場　
※「だんじり囃子」は23日のみ

予約・問合せ
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東横堀
水辺新聞

e-よこ会がお届けするまちの魅力

内容が変更される場合があります。詳細は、www.e-yokobori.jpをご覧ください。
ソーシャルカレッジ参加者募集！

e_yoko_socialcollege@yahoo.co.jpまたは FAX06-6222-3878
e-よこソーシャルカレッジ事務局

要予約

ソーシャルカレッジの詳細な開催告知、報告はｅ-よこＨＰブログで掲載中!
blog.kaigisho.jp/e-yokobori　右のアーカイブから是非ご覧下さい【カテゴリ:ソーシャルカレッジ】

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

下記までお問い合わせください

　　「金融よもやま話」

　　「粟おこしの歴史」第22回

第23回

第24回

ソーシャルカレッジ　文／萬代陽子

写真／森田稔

写真／萬代陽子

写真／萬代陽子

文／廣井真由美

写真／青島絵里花・鈴木美和子
　　　廣井真由美

文／廣井真由美

御舟かもめクルーズ

エコボートクルーズ

ゆめまる
くんと子

供たち

ウォーターボール

7月は粟おこしの老舗㈱二ッ井戸 津の清の中
村育二郎社長のお話。大阪名物・粟おこしが
何か？ちゃんと知ってる大阪人っているのかな？知っ
てるようで意外と知らない粟おこしの歴史を学びました。
その歴史は宝暦2年（1752）と今から約260年も遡る。そして
粟おこしの原料は米！え？粟じゃないの？原料の外観が粟に似て
いることから「粟おこし」と命名されたそう。そんな老舗ながら
機械化の先駆け、新しい素材の取り入れ、時代に合う形状、味
付け等々、更なる研究と商品開発に余念がないそう。昔も今も
これからも大阪名物・粟おこしは大阪の誇りです。

道修町を中心、北船場の守護神として親しまれ、崇敬され
ています少彦名神社の晩秋の風物詩として多くの人々を集
め賑わう年1回の大祭「神農祭」が来る11月22日・23日に
齋行されます。今年は、安永9年(1780)に御鎮座されてか
ら230年の節目に当たり、神賑わい行事として公募による
奉納絵馬展やだんじり囃子を行います。絵馬展は「船場博
覧会2010～せんばのまちからこんにちは～」と同時開催
されます。

９月は元大正銀行の頭取である石川芳男氏によ
るお金のハナシ第２弾。前回はサブプライムロー
ンが崩壊し世界的な金融危機の真っ最中。２回
目になる今回も急速な円高や不安定な政権運営、
明るさのまったく見えない経済情勢の中、受講
する皆さんも熱心に耳を傾けておられました。
特に印象的だったのは常に銀行側だけの視点で
はなく、全体の健全なお金の巡りやユーザ側の

事情を考えてこそ銀行の役割であると考えておられるところでした。皆さんからの質問
に応えての「お金の増やし方」や「銀行とのつきあい方」などは言い得て妙。なになに？
と思われた方はブログの開催報告をご覧ください。２時間という長いようで短かった時
間、スペースの都合で紹介できませんが、大学の講義さながらでした。

　 よこ船旅！船遊び！
平野橋
アップリケ　針原雅幸さん・由美子さん
荒川化学工業株式会社
先春園／喜久屋本店／ペスカード

船旅！船遊び！

川に浮かぶ小さな家
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企画

企画文／別所俊顕

「船場博覧会2010」
せんばのまちからこんにちは

メイン会場『船場の佇まい展 Vol.3』
[辰野ひらのまちギャラリー]
中央区平野町1-5-7 辰野平野町ビルB１F

オープン会場企画１『船場 OPEN HOUSE』
オープン会場企画２『まちなか‘パビリオン’』

船場地区ＨＯＰＥゾーン協議会主催イベン
ト『船場博覧会2010』。3回目の開催とな
る今年は「船場の戦後ビル」をテーマとし
た写真展の他、まちなかパビリオンやオー
プンハウスなど盛りだくさん。船場の新た
な魅力に出会える2日間です！

11月22日（月）・23日（火・祝）

 HIRANOBASHI

御舟かもめのクルーズ

天然ゴム製の超大型手漕ぎボート「エコボート」は黒と赤のお
しゃれなボート。ゴムだから柔らか。軽い！
初めて参加のちびっこたちも力を合わせパドルを漕ぐと、
すいーーっとボートは前進します！

エコボートクルーズ

ウォーターボール

www.ofune-camome.net
Tel.06-6881-2877

1  朝ご飯クルーズ　所要時間50分　
天然酵母パン、サラダ、ドリンク

2  ドボククルーズ　所要時間110分
高速道路や水門、橋など土木建造物の解説付き

3  うたたねクルーズ　所要時間110分
大川～淀川・菅原城北大橋付近（往復）、毛馬の閘門を
通過する貴重な体験ができる
4  かもめクルーズ　２コースから選択　所要時間50分
大阪城や中央公会堂などを巡るキタコース
道頓堀などを巡るミナミコース
ミナミコースは２０１０年１０月１２日～翌年３月下旬まで。東横堀
川・道頓堀川の工事通行止のためキタコースに振り替えます。

5  バークルーズ　所要時間50分　　
幻想的な夜の街並みを楽しみながら一杯
どのコースも1ドリンク付き。飲食物の持ち込みも可能です。この他
に、貸し切りでオリジナルクルーズを楽しむこともできます。

初めて船をこいだのが楽しかった！
都島区友渕小学校6年・男子

ずっと大阪市に住んでいたが
毛馬の閘門の役割を初めて知った。
いい天気で風がとても気持ちよく楽しかった。　
60代・女性

地元のガイドの解説が
わかりやすかった　40代・女性

御舟かもめ

19:00-21:00

老舗結納用品店の旦さんに
教わる書　2時間で美文字アピール

12月9日（木）
少彦名神社会議室場所
中央区道修町2-1-8

講師│渋谷善雄氏　
 渋谷利兵衛商店店主
参加費│1,000円

第27回

19:00-21:00

ミラクルニット

1月20日（木）
少彦名神社会議室場所
中央区道修町2-1-8

講師│Mamie　
 ニットデザイナー、手芸作家
参加費│2,000円

第28回

２時間で作成！オシャレアイテム
2011年 19:00-21:00

なにわことば

1月31日（月）
産業創造館 15階Ａ室場所
中央区本町1-4-5

講師│蔦田博一氏
参加費│500円

第29回

2011年
2010年

荒川化学工業さまご提供

2010

博
覧
会

せんばのまちから

こんにちは

水が冷たくて
気持ちよかった。
中大江小学校4年・女子

入る時が楽しかった。
中大江小学校5年・女子

下が見えにくかったけど
魚が見えた！
中大江小学校3年・男子

semba-hope.main.jp
水都大阪の船



荒川化学工業株式会社

が嫁がれて、現在はお昼の営業に全力投球。北浜名物
『北浜サンド』がとても人気。なんとTVでも紹介された
そうですよ。この北浜サンドはe-よこイベント時のラン
チboxにも時々登場します。是非一度食べてみてくださ
い。針原さんに伺いました。この地の暮らしの印象は？
「平日と週末の落差が激しいところなので休日は本当に
静かで落ち着いて過ごせるのが良いところ、そしてどこ
にでも行ける便利さも利点」移って来た当初は、ほとん
どお店なども無くその頃から比べると随分お店も増え
たけれどまだまだこれから。空きビル等も目立つが、水
辺である事を活かした特徴や魅力を出していく必要が
あるのでは？と水辺の活用やこれからの開発にも夢を
語っていただきました。

e-よこエリアの人気店・アップリケのオーナー、針原さ
んご夫婦。アップリケといえばなんといっても川に面し
た手作りのテラス。川を渡る船からも、橋を渡る時もと
ても印象的なお店です。東横堀川沿いのこの地に移っ
てこられたのはもうかれこれ８年前。都島、桜川を経て
お店の候補地を探しているとき、何気なく東横堀川沿
いを歩いていてまったく偶然に物件案内の看板を目に
されたそうです。しかもその日は7月24日。偶然の積み
重ねか運命のいたずらか。丁度そのとき天神祭のどん
どこ船が通ったことで“ここしかない！”と気に入り決め

たそうです。その時から“川が見れるお店に
したい”と川側に手作りテ
ラス席を設けたとのこ
と。e-よこの名店、素
敵な水辺のお店はこう
して誕生したので
すね。都島から始
まってカフェ経
営は32年の超ベ
テラン！ご家族経
営のアットホーム
なお店ですが、
シェフの娘さん

10月2日の秋の水辺を楽しむイベントにたくさん遊び
に来てくれた中大江小学校のみんな！とっても元気
いっぱいで、e-よこスタッフもたくさん元気を分けても
らいました！そんなe-まちの小学校・中大江小学校を
訪問しました。大阪市立中大江小学校は明治6年3月
に大阪府東大組第六番小学校として開校、今年で創立
137年の歴史あるまちの小学校です。その後、明治18
年に地域の4つの小学校を合併して、現在の中大江小
学校という名前になりました。現在生徒数は260名あ
まり。殆どの学年が１クラス２０数名×２クラス（３年
生のみ１クラス）とのこと。１クラス４０名、１学年１２

針原雅幸さん・由美子さん ご夫婦

大谷 有荒川化学工業株式会社
執行役員業務統轄部総務部長 さん

「暮らしにカンジン、ロジンの会社」という白衣を着た
キャラクター・マツタロウが登場するテレビCMでお
馴染みの方もおられるかと思います。と話す執行役員
の大谷さん。「ロジン(松脂）」を原料にした製品開発
で今や世界的な企業に成長し、私たちの便利な生活を
支えてくれています。身近なものは、野球のボールの
滑り止めに使用されるロジンバッグ。その他、粘着・接
着剤、チューインガム、紙にインキが滲まないようにし
たり、さらにインキや塗料、合成ゴムの製造や医薬原
料など…、数え切れないほど使われています。古くはレ
コード盤や床材リノリウムなどにも使われていたとの
こと。知れば知るほど、本当に奥が深い。歴史を遡れ
ば、江戸時代から明治維新へと、日本が大きく変わ
る明治9年（1876年）に大阪伏見町2丁目で創業し
た生薬商「玉屋」がはじまり。「商売人には学問は要
らない」といわれた時代に、息子・荒川正太郎を現在
の大阪大学薬学部に進学させた母・ハツさんの先見の
明が今の荒川化学工業を育てたといっても過言ではあ
りません。大正3年には鴫野工場で日本初のロジンか
らテレビン油を精製する工場を建設。また、当時人々

御霊さんの門前「一六の夜店」
で賑わった平野橋
江戸時代の平野橋界隈は、東に神明神社、西に御霊神社があり、その門前の盛り場として
賑わっていました。１と６のつく日に平野町で開かれた「一六の夜店」は大阪名物のひとつ
で、昭和１６年の夏まで続いていたとのこと。当時小学生だった三島佑一先生（四天王寺大
学名誉教授・船場大阪を語る会会長）のお話では、クーラーがない暑い夏、夜店でたこ焼
きを買って、夕涼みがてらに友達とぶらぶらするのが楽しみだったそうです。大阪の老舗書
店・天牛書店さんも出店されていたそうで、ハイカラなお店が並ぶ平野町の夜店は、とても
品があったとのこと。
昔の平野橋の面影をとどめるのは、平野橋から西に一つ目の角を南にいったところにある
石の親柱だけ。現在の橋に架け替える際、４つの親柱は地元の名士に寄贈されたそうです

が、現在の長谷工ビルの場所に移設したものは
第二次世界大戦で消失、東側の２つの親柱は行
方知れずだそうです。
現在の平野橋は、昭和１０年につくられたもので、
アーチ部分が細くスマートな「逆ランガー桁」と
呼ばれる珍しい形式。当時この形式は世界で初め
て用いられたため、海外から視察に来る技術者も
いたそうです。是非一度、船から公園から、美し
い橋の裏側の構造を見てみてください。
※５日ごとに開催された一六の夜店は、当時の日常
風景で、写真など特別な記録がほとんど残っていま
せん。当時の写真をお持ちの方は、是非編集部にご
一報ください。

平野橋エリア
東横堀水辺新聞 2010年11月号

e-まちのあの人

今回のエリア担当リーダーは針原雅幸さん
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喜久屋本店 Tel.06-6231-3601
8：30－19：00　土曜14：00まで　日祝休

map 2中央区平野町1-4-7

平野橋の西北角すぐの『喜久屋本店』は昭和初期の町屋の面影を今に
残すお酒屋さん。灘や伏見の酒蔵の木の看板がお店の風格と歴史を
物語っています。『喜久屋本店』の店名は創業者、阪本菊三郎さんの
名前からつけられたとのこと。現在の店主・阪本昭子さんに話を伺い
ました。「創業の昭和28年から現在まで、商売を取り巻く環境は大き
く変わりましたが、昔ながらのお得意様を大事にする船場商法は昔も
今も変わりません。お得意さんも新しいお客様にも喜んでいただける
ようにこれからも信用第一でやっていきます」。今では数少なくなった
お酒の専門店です。日本酒、洋酒、ビールと幅広い品揃えをされてい
ます。道修町の製薬会社、北浜の証券会社、新聞社など、また地域の
飲食店などを顧客に御商売をされています。もちろん店頭の冷蔵庫に
は、ビール等もよく冷えています。是非立ち寄られてはいかが。

店イー
まちのこの店

会社イー

ひ ら の ば し

中大江小学校訪問記

先春園本店 Tel.06-6201-3731

４年程前に縁あって能勢のログハウスを借り受けたのと同時
に農業体験をし、その野菜の美味しさに背中を押され開店。
淡路産の玉ねぎ以外は全て大阪産の有機野菜たち。どれも
奇をてらわぬ素材の美味しさがやさしいメニューが並ぶ。取
材時の旬はオクラ、万願寺とうがらし、なす、いんげん…休
み明けには間引きの葉ものや人参などの柔らかいチビ野菜が
いただけることも。忘れていた旬を実感できるメニューばかり。
店内はカウンター８席にテーブル席12席ほど。窓からは東横
堀川を臨む。いつも気さくな笑顔で迎えてくれる店内に入る
とつい「ただいま」と言いたくなる、一人ご飯にも温かいお店。

文／森井道雄　写真／森田稔

堺筋の先春園本店は創業160年の老舗のお茶のお店。初代
は筆頭両替商の天王寺屋の番頭さん。独立した時に内平野町
（現在の大林ビル辺り）でお茶の商いを始めました。160年前
も今もそしてこれからも、お茶の心と味わいを楽しむひと時
ひと息が伝わりますように、との想いから、1Fで無料のお茶
体験のコーナーが期間限定で開催中。急須を使って自分でお
茶を淹れて味わえます。お茶アドバイザーの資格を持つ素敵
なスタッフがお茶の淹れ方のコツなど親切丁寧にアドバイス
してくれますよ。
※取材時にいただいたのは“帰去来”( ききょらい )。とても甘く
香りの華やかなお茶でした。お茶の香りに包まれたくつろぎス
ペースでお茶のおいしさを再発見！おススメです！

1F　無料お茶体験コーナー　11:00－19:00　日祝休
※期間は12月10日まで。
2F　店舗　10:00－18:00　日祝休

ペスカード Tel.06-6949-0510

map 1

中央区平野町2-2-14 先春園ビルLunchtime 11:30－14:00　　 Café Time 14:00－18:00
Dinnertime 18:00－24:00　　土日祝休

map 4中央区内淡路町3-3-2

文・写真／廣井真由美

文・写真／廣井真由美

文／鈴木美和子　　写真／森田稔

文／河村岳志　写真／青島絵里花

文・写真／森井道雄
現在

ビル内にある平野橋親柱

約45年前の平野橋のある風景

約10年前

[いのちの共生を、未来へ]をテーマに名古屋で開かれたCOP10。
国連地球生きもの会議で注目されたのが「遺伝資源」。その利益配分を巡り、先進国と途上国との間で
議論が白熱したのは記憶に新しい。生物由来の資源が私たちの生活を支えてくれる企業を訪ねました。

松の神秘を極めて130余年。パインケミカルズ最大手の

中央区糸屋町2-3-14

中央区平野町1-3-7

平野橋の
ちょっと昔の風景
写真は平野橋東南角の横山商店(※現在はe-人に登場の
アップリケさんなどの入る建物に建替え)の川側の看板の
風景。ちょっと昔の風景ですが、10年前と比較すると当時
の息吹が伝わってきます。

11：30－15：00　日祝休　毎月3・10休
map 3中央区内平野町3-3-4

Tel.06-6947-7887
北浜サンド APPLIQUE

アップリケ

　今年４月に赴任してきての印象・・・
「中大江小学校は、素直で礼儀正しい子どもが多く、
学校の雰囲気もほのぼのとしていて明るいです。
近くに中大江公園や大阪城公園があり、恵まれた環境に
立地していると思います。」

　地域とのつながりについて・・・
「地域の方が、子どもたちを見守ってくださっていると感じます。
地域行事でお世話になったり、登下校の
見守り活動をしてくださったり、日々
お世話になっていて、大変ありがたいです。」

　世代間交流について・・・
「地域のお年寄り（『民謡友の会』）に、
授業の中で河内音頭を子どもたちに
教えていただき、運動会で子ども
たちが河内音頭を踊りました。」

の憧れの場であったハイカラな堂ビルホテルでセール
スプロモーションをするなど、初代社長の手腕が脚光
を集め、事業は拡大していきました。昭和13年（1938
年）には、日本の林業を支える松脂に関する貴重な映
像資料である映画「松の神秘」が制作され、全国上映
されました。最近ではまだまだ新しい可能性のある
「ロジン」の研究だけでなく、電子材料をはじめとして
たくさんの分野に進出し、日常生活にますます関係が
深くなっている荒川化学。2006年に創業130年記念
事業として「荒川歴史館」を開館。先人たちの功績か
ら今に続く荒川化学工業の歴史を知ることができます。
予約すれば見学することも可能です。

クラスのマンモス校で学んだ私には、かなりうらやま
しい環境です。これからも中大江小学校の楽しい行事
を中心に、地域とのつながりや世代間の交流に関する
記事をお届けしてまいります！

高井校長先生
中大江小学校

にインタビュー！

やわらかくてジューシーなハンバーグが絶品の北浜サンドはデザートと
フライドポテトがついてドリンクお替わり自由！（テイクアウト有り）
東横堀川を目の前にしたテラス席で水辺ランチを楽しんでみては？
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ペスカード

荒川化学

喜久屋


