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皆さん、この夏はいかがお過ごしでしょうか？遠くの山
へ森林浴に出かけたり、南の島のビーチに寝転んだりし
て過ごすのはもちろん贅沢な時間ですが、近くの公園
で気心の知れた仲間とゆっくり会話や食事を楽しむの
も人生の豊かさを感じる至福のひと時です。あなたの
まちの東横堀川で、そんなひと時を過ごしませんか？
東横堀川は、まちなかでホッとできる貴重な水辺。もっ
と水辺に近づければ、もっと素敵な時間を過ごすこと
ができるはず。今回は、東横堀川の普段は入れない隠
れた水辺スポットを特別に開放し、楽しいピクニックを
開催します！
家族や仲間はもちろん、気心の知れた人ばかりでなく、
ご近所さんやちょっとした顔見知りもお誘いしてピク
ニックに出かけてみてはどうでしょう？普段は挨拶を交
わすだけの間柄でも、芝生のラグの上で食べ物を挟ん
で向き合えば、会話も自然と弾みます。
ピクニックを通じて、東横堀川の水辺の魅力をみんな
で再発見し、東横堀川をより素敵にしていくきっかけに
できればと思います。あなたも、知らなかった東横堀川
の水辺を体験しに来ませんか？

2009年7月24日、ｅ-よこ会3年目の誕生日を記念し
て、ｅ-よこアニバーサリーナイトを開催、約350名の
参加者が水都の夏を満喫しました！川舞台や船着場か
らどんどこ船や人形船との手打ちのやりとり、能舞台
やジャズコンサート、ピクニックや巣箱づくりなどなど。
お子さんから大人まで、それぞれが思い思いに水辺を
楽しむ風景は、ｅ-よこ会が目指す「まちなかに生きる
東横堀川」そのものでした。3才になったｅ-よこ会。
これからも宜しくお願いします。

船着場があって人が集まる水辺を実現したい。ｅ-よこ
会設立当初からの想いがひとつのかたちになりまし
た！この夏オープンした船着場のすぐ横に、川を見渡
せる「川舞台」が水都大阪2009（8/12～10/22）の
期間限定でオープンしました。会社のみんなでランチ
を、水辺でミニコンサートを、いつものミーティングを
水辺で。。。気持ちのよいまちなかの水辺を、自由な発
想で使ってみませんか？
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よこ水辺ピクニック’09開催e-

e-よこ会がお届けするまちの魅力

申込み

申込み

もっと水辺に近づこう！

よこ水辺ピクニック’09開催e-

祝!e-よこ会3才＆川舞台オープン

祝!e-よこ会3才＆川舞台オープン

まだ新しい木の香りのする
「川舞台」で祝言の気持ち
をこめ「猩々」を舞わせて頂
きました。地域の方の東横
堀川に対する思いが凝縮さ
れたこの舞台で、他の地域
にはないオリジナリティ溢
れるe-よこ会ならではの水
辺の楽しみ方が発信される
ことを願ってます。

色んな使い方をして魅力を
引き出してもらい、いつま
でも賑わいの絶えない、水
辺の公園をみんなでつくっ
ていきましょう！！

みんなの川舞台を活用しませんか？

使用の申込みを事務局までお願いします。

観世流能楽師　山本章弘さん
山本能楽堂 川舞台の設計者　松本拓さん

NPO水辺のまち再生プロジェクト

Tel.6944-6323
大阪商工会議所地域振興部

使用無料

リバーサイド・ピクニック1
水都大阪2009のオープニングを祝い川舞台でピクニッ
クを開催します。新しくできたｅ-よこの拠点でピクニック
の楽しさをお伝えします。皆さまお誘い合わせの上、お
気軽にお立ち寄りください。

場所

8月22日（土）11:00-13:00

本町橋船着場川舞台

ピクニック・クルーズ4

特製のピクニックボートで、船上ピクニックに繰り出しま
す。足がのばせるデッキで、くつろぎながら眺める川から
の景色は、一段と開放感に満ちています！水の都大阪な
らではのピクニックの魅力を満喫しちゃいましょう。

10月3日（土）①12:00-②13:00-

場所

参加費

本町橋船着場

ピクニックイベントの最後は、皆で集まって語り合い
ます。ラグの上で食事をしながら、ピクニックを通じて
発見されたｅ-よこの魅力や大阪の将来について、楽し
く自由に話し合いましょう。

場所 葭屋橋南側の公園

ピクニック・ミーティング5
10月10日（土）14:00-17:00

キッズ・ピクニック3

子どもが主役のピクニックイベント。屋外でのランチに
ぜひご家族でご参加ください。普段は使われていない
公園が子どものためのピクニックパラダイスに！？楽し
い時間をお過ごしください。

ピクニックを盛り上げてくれるおいしい食べ物、飲み物。
ｅ-よこ界隈のステキなお店から探してみては？
ｅ-よこオリジナルのピクニック風呂敷が目印です！

場所

9月27日（日）12:00-15:00

葭屋橋南側の公園

アフターファイブ・
ピクニック

2

東横堀界隈で働くオフィスワーカーのためのピクニック
イベントです。普段は通り過ぎるだけの公園や広場に立
ち寄って、ラグの上で会話や食事を楽しんでみません
か？本町橋船着場からはピクニック・クルーズも周航。い
つもとは違う東横堀の夜の街を大人の社交の場として
演出します。

場所

NPO水辺のまち再生プロジェクト協力

NPO法人パブリックスタイル研究所企画・運営

9月4日（金）17:00-21:00
9月4日（金）①18:30-②19:30-

葭屋橋南側の公園

e-よこ水辺ピクニック協力店

東横堀川水辺
再生協議会

1map

2map

3map

2map

1map

2map

コバサク・カンパニー
道修町にあるお弁当屋さん。日替わりで毎日5種類のお弁当が並ぶ。
既製品、冷凍食品を使わず一品一品手作り。
11:00-13:00　土日祝休
Tel.0120-765-039

5map

MAGNOLIA
ピクニックメイン会場、葭屋橋のすぐそばのジャパニーズレストラン。
9月4日、10月10日は、特別にピクニックボックスあり
11:00-15:00　17:00-23:00　日休
Tel.4980-1508

4map

ダイニング・アップリケ
こだわりのイギリス食パン「北浜サンド」は3日前までに要予約。
やわらかい食感が特徴のハンバーグサンド。
11:30-14:00　18:00-23:00　
土曜は夜のみ　日祝休　毎月3・10日休
Tel.6947-7887

6map

ワイン・グローリアス
900アイテムがそろうワインショップ。
平日17:30-21:00ワインバーあり。
10:30-21:00　土曜-17:00　日祝休
Tel.4791-0808

7map

濱田屋
自家焙煎珈琲と自家製シュークリームが人気。テイクアウト可。
8:00-19:30　土曜11:00-17:00　日祝休
Tel.6262-0688

8map

シティプラザ大阪
本町橋船着場そばのホテル。1階カフェでは、
焼立てパンやスィーツ、ドリンクのテイクアウトができる。
9:00-19:00
Tel.6947-7808

9map

初花
お店で生地から練り上げた自家製パンのサンドイッチ。
浪速の伝統野菜を使ったものなど、種類も豊富。
8:00-20:00　月休
Tel.6314-6864

10map

大手橋南側の公園

参加費無料。飲食は各自でご準備ください。

もっと水辺に近づこう！
普段は入ることができない水辺の公園を特別に開放。
思い思いに美味しい食べ物や飲み物を持ち寄り、隠れた水辺スポットを発見しませんか。

1500円 各回先着10人　要申込
大阪商工会議所地域振興部　
Tel.6944-6323



ｅ-よこ会では、界隈の名物人
の方々にお話をうかがう「ｅ-
よこソーシャルカレッジ」を
毎月開催しています。第10
回目のソーシャルカレッジは
『ある船場商人の遺言』と題
して、和田哲㈱の会長和田
亮介さんに初代社長とのお
話や船場の商売のお話など
を伺いました。会場は船場の
方も多く来られている様子。

創業者を始めとする昔ながらの船場商人のお話を長年
にわたり沢山聴いてきたと仰る聞き上手の和田様の一
言一言に、会場の皆さんもどんどん引き込まれ、大いに
うなずき、商売や人と接する基本を改めて思い返す心に
じわりと染みる回でした。またそんな淡々とした口調から
繰り出す茶目っ気たっぷりのお話も印象的でした。引き
続きe-よこソーシャルカレッジではe-よこ界隈の魅力的
な方々や場所を発掘していきます。第11回案内はe-情報

昨年３月、e-よこミュージアム逍遥の小さな告知記事を
見て、ビビッと来て e-よこ会に参加しました。e-よこ界
隈に引っ越してきて６年。地域と触れ合うことがなかっ
たのですが、「せっかく住んでいるまちの人たちと知り
合いたい」「まちなかで会ってあいさつできる人がほし
い」と思っていました。
e－よこ会の人たちは肩書きがすごい人が多いのですが、
みなさんとってもざっくばらんで人間味があり、面白い。
参加２回目の人が会合の企画をしていたりする柔軟な
ところがe-よこ会の魅力的なところです。
参加して約１年半。まちの変化を外からではなく中から
見て、感じています。もっとそんな人が増えてほしい。
今では「まちなかで出会った人が知
らない人でもあいさつできるような
まちにしたい」と思っています。

７月１８日、梅雨の晴れ間に、名橋と老舗をめ
ぐるクルーズ＆ウォークがスタートしました。わざ

わざ横浜からいらしてくださったお客様も。本町橋船着
場を初めて使用したツアーは、ガイドとお客さんで和気
藹々と盛り上がりました。川からまちから、ガイドがご案
内するｅ-よこ界隈、この夏限定開催のプログラムをお楽
しみください。

「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！

「とりの巣箱」が増殖中

巣箱づくりワークショップ Bird House カフェ

あなたもご一緒に、e-よこ界隈を楽しみながら新聞づ
くりをしてみませんか？e-よこ新聞は、e-よこ会がお届
けする地域密着型の水辺の情報紙です。水都、水辺が
好きな方、e-よこ会に協力してもいいよ！という方、、、
お気軽にご参加ください。

毎月２回、e-よこ会の活動や界隈のイベント情報など、大
阪の水辺を楽しむ様々な情報をお届けします。配信ご希
望の方は、e-よこ会ホームページよりご登録ください。

水都大阪2009に合わせて、東横堀川本町橋の北側か
ら阪神高速本町出口間に大阪をモチーフにした星空のラ
イトアップが出現。高速道路の下面と水面、光と水の共
演をお愉しみください。

※参加無料・申込み不要

アニバーサリーナイトでのワークショップには、仕事帰りのビジネスマン
や、近隣の家族連れ、恋人たちが参加し、味わい深い巣箱が、いくつも
生まれました！完成作は東横堀川界隈の樹々や店先に設置しています！
あなたはいくつ見つけましたか？10月10日まで、巣箱づくりは続きま
す。是非あなたもご参加ください。

「大阪といえば川。川が見えるリラックスできるお店
にしたい」との想いから、東横堀川の入り口、葭屋橋
と今橋の間の小さなビルに、昨年10月にオープンし
たマグノリアさん。e-よこピクニックのメイン会場と
なる川辺の公園に面したお店からは、東横堀川と大川
にかかる橋６本や中之島剣先公園の噴水も見ること
ができます。いつかは水辺の公園にむかってテラスを
出し、バーベキューやニューオーリ
ンズジャズのコンサートなど、水辺
を楽しむプログラムをやってみたい
とのこと。今年のe-よこピクニック
をきっかけに、一歩水辺に近づける
のでは？マグノリアさんがもっと水
辺に近いお店になっていくのが楽
しみです。

「e-よこ
ソーシャルカレッジ」

東横堀水辺新聞 2009年8月号

e-よこ界隈に

発行｜大阪商工会議所、e-よこ会(東横堀川水辺再生協議会)
編集｜e-よこ会
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
編集協力｜株式会社ダン計画研究所
問い合せ先｜06-6944-6323
発行日｜2009年8月
地域資源∞全国展開プロジェクト

連続講座

7月20日、本町橋の橋洗いを開催しました。総勢80
人がゴシゴシとこすってすっかりきれいになった本町
橋。水都の夏本番に向けて準備万端です。当日は、橋
洗いの後のお楽しみ「橋めぐりクルーズ」も開催。名調
子のガイドさんの案内で、知らなかったご近所の魅力
を満喫しました。

八軒家浜船着場に水上カ
フェがオープンします。運
営はe-よこ会メンバーで、
ジューシーな食べごたえ
が人気の「きっと勝つサ
ンド」で有名なガゼボさん。
ライブやカジノ、繁昌亭と
のタイアップイベントのほか、大阪名品コーナーも。日本
最大級のリバーポートの水辺で、淀川開削100周年を記
念した大橋房太郎ブランド・MＩＯビールもぜひお試しく
ださい！

大阪の都心部は、ロの字の川「水の回廊」で囲まれた世界的にも稀な地形。
「水都大阪2009」では、"川とまちの接点"である船着場をつないで、「水の回
廊」を楽しむプログラムを展開しています。われらが本町橋船着場のほかにも、
リバーカフェやジャズボート、水辺ギャラリー、自転車ツアーなど、川ごとに異
なる船着場の魅力が楽しめます。

橋洗いで
水都の夏の準備万端！

この夏限定！
水上タクシークルーズ＆ウォーク

八軒家浜に
水上カフェがオープン

東横堀川ライトアップ2009
星のアーケード

e-情報
イベント・行事案内

2009 
8/22＞10/12

※参加無料・申込み不要・飲食の提供はありません。　

www.e-yokobori.jp

e-よこ新聞協力隊員募集！

「e-よこ・メールマガジン」配信中！

会長｜大橋達夫（集英連合町会長）　
事務局｜大阪商工会議所　地域振興部　
会員｜約150名

アーティスト井上信太氏
+NPO大阪アーツアポリア
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第11回「新旧・太閤下水をめぐる」
ソーシャルカレッジ 

8/29 15:00-17:00
シティプラザ大阪南側広場 map

要申込

1

北浜テラス
8/22>
泉州旬味「十六夜北浜店」
そば切り「てる坊」
カジュアルレストラン「OUI」
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map
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カフェmu
8/22>10/10
Bird House カフェ

<毎週土曜日>
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八軒家浜船着場

クルーズ＆ウォーク
9/5・9/19・10/3

12map

巣箱づくりワークショップ
8/29
カフェmu 11map

東横堀川 本町橋北側
東横堀川・堂島川ライティング実行委員会

13

星のアーケード
8/22>10/12
東横堀川 本町橋北側 map

map
e-よこ

e-
まちのこの店

豊臣秀吉の時代に掘られた石積みの「太閤下水」内部見学と
現在整備が進む「平成の太閤下水」工事現場を見学。

問合せ｜大阪商工会議所地域振興部　Tel.6944-6323

よこ会とはe-

八軒家浜船着場

OSAKA旅めがねホームページより

OSAKA旅めがね予約センター
Tel.6120-3277

www.tabimegane.com

map
定員

申込み

主催

企画

集合場所

日時

定員

日時

小型水上タクシーでの橋めぐりクルーズ（八軒家浜～本町橋
船着場）⇒陸でのまち歩き（e-よこ界隈のスイーツ試食や、
老舗「渋谷利兵衛商店」での水引き小物づくり体験など）
※内容が変更となる場合もございます。ご了承ください。

内容

e-よこ会コミュニティツーリズム部会
水都大阪2009実行委員会

主催

協力 e-よこ会
大阪市中央区役所

各回10人 要申込

9月5日(土)・9月19日(土)・10月3日(土)
9:30-12:00ごろ 少雨決行

いつも中大江公園をきれいにしてくださっている中大
江公園愛護会が、区役所のエントランスホールにて、
中大江公園の四季をテーマにした写真や絵画の展示
会を開催します。あなたの作品も出展しませんか？
大人から子供まで、どしどしご応募ください！

東横堀川沿いの水辺のお店をはじめ、水都大阪にふさわ
しい水の回廊沿いの魅力的なスポット約２０箇所にて、水
都の魅力を切り取った絵葉書「ええはがき」を展示。展示
会場をめぐってスタンプシールを集めれば、「水都大阪え
えはがきセット」がもらえ、水都ならではの賞品もあたり
ます。「ええはがき」をきっかけに、「水の回廊」をお楽し
みください！

中大江公園四季の写真・
絵画展の作品募集！

サイズ｜写真はA4、絵画は四つ切
搬入｜中大江校下センターにお持ちください
受付｜9月1日-9月末日

水都大阪de
ええはがき展開催！

osaka-eehagaki.seesaa.net

８月２１日（金）-９月２３日（水・祝）
17:00-21:00

８月12日（水）-10月22日（木）

中之島図書館や
とんぼりリバーウォークなど水の回廊
水都大阪2009実行委員会

大阪ええはがき研究会

「水都大阪2009」船着場をぐるりと遊ぼう！

それらをぐるりと巡る
「船着場ネットワーククルーズ」もあります。

開催中

8月29日（土）・9月13日（日）
10:00-13:00　13:00-16:00
9月26日（土）
12:00-15:00　15:00-18:00

日時

場所

定員

日時

水都大阪2009実行委員会　Tel.7506-9343
参加費

カフェダイニング・ガセボ　Tel.6459-2746

それぞれの展示会場の詳細についてはホームページをご覧ください

www.suito-osaka2009.jp
詳細は水都大阪2009ホームページをご覧ください

集合場所 本町橋船着場

八軒家浜船着場
主催 大阪水上安全協会　大阪21世紀協会

場所

８月２2日（土）-10月12日（月・祝）　
18:00-22:00

日時

8月29日(土)
13:00-15:00

カフェmu　1階フリースペース

15人

8月

9月

10月

22日(土)

5日(土)・12日(土)・19日(土)・26日(土)

3日(土)・10日(土)

12:00-18:00　予定　

期間｜10月19日（月）-23日（金）
場所｜中央区役所エントランスホール

中大江公園愛護会　Tel.6945-0122

6つの橋が眺められる
水辺のお店。
いつか川とつなげたい。

Japanese Restaurant MAGNOLIA

萬代陽子さん 

水辺ピクニック’09
8/22>10/10

map
map
map 1

2
3

本町橋船着場川舞台
葭屋橋南側の公園
大手橋南側の公園

八軒家浜水上カフェ
8/21>9/23

12八軒家浜船着場 map

ばんだい ようこ

今回は、東横堀川沿いの公園を散歩するのが趣味、
いつも和装でイベント受付などしてくれる萬代さんに、
お話をうかがいました。

e-よこ会メンバー 農人橋界隈在住・会社員

ジャパニーズ レストラン マグノリア

連絡先｜6204-0090
有限会社オルタ・デザインアソシエイツ
e-よこ新聞担当係
chishin@osaka.cci.or.jp

※内容は変更される場合があります。

本

町橋船着場

OPEN!

11 11

12

map 12

map 13
5

4

6
7

8

9

910

1map
各回10人 要申込

4000円 ランチボックスつき

www.dining-gazebo.com

船着場ネットワーククルーズ
8/29・9/13・9/26

map本町橋船着場 1

本町橋船着場


