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e-よこ逍遥2016 特別イベント期間

今年も一ヶ月実施!!

今年で10周年
Celebrate the 10th anniversary
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「東横堀川水門」特別見学会

水都大阪満喫チケット 水都大阪満喫チケット

4/23

11時～11時半、15時～15時半

e-よこ逍遥
前夜祭
18時～

フラメンコショー
18時～18時45分

水辺シアター 
船場今昔上映会
19時～20時
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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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e-よこ逍遥
クロージングナイト

18時～
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ヴァイオリン、チェロ
演奏体験会
11時半～13時

4
ヴァイオリン、チェロ
演奏体験会
11時～15時

23
ヴァイオリン、チェロ

演奏体験会
11時～15時

23

弦楽カルテット
ミニコンサート

12時～
15時～

24

小林亜希子
ヴァイオリン
コンサート
開場13時半
14時開演

26

ヴァイオリン、チェロ
演奏体験会
11時半～13時

4
岡なおこフラメンコ教室
「青空ライブ」
12時～12時半

21

音楽経験無しの
体験即興音楽教室
「ラソファミ」
11時半～13時

22
音楽経験無しの
体験即興音楽教室
「ラソファミ」
11時半～13時

22

能活 能入門講座
10時半～11時半

25

たにまち能
13時開演
16時半終演

27

音楽経験無しの
体験即興音楽教室

「ラソファミ」
11時半～13時

22

大阪の文化と町のシンクタンク
e-よこ特別顧問と共に水面を行く！

大阪の恩人 五代さんの偉業に思いを馳せて
講演・クルーズ
13時～15時

5

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
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「東横堀川水門」特別見学会
11時～11時半、15時～15時半
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「東横堀川水門」特別見学会
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「東横堀川水門」特別見学会
11時～11時半、15時～15時半

「東横堀川水門」特別見学会
11時～11時半、15時～15時半
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東横堀川から水の回廊へ
「日本酒どんぶらこ」

クルーズ
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まで3/
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2017
20から

13時～15時

堺筋のJAZZAの風̶たそがれコンサート
ジャズピアニスト大塚善章×フジカワビル

6月6日楽器の日 JAZZライブ

7

１8時～

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会

17

1５時～

そうぞう広場
朗読カフェ＆豆本教室

18

朗読カフェ　10時半～12時
豆本教室　13時半～16時

英国の歴史の中に生きる
お菓子達

19

11時～

15
大阪企業家ミュージアム

ガイド付見学会＆
「大大阪観光」上映会

10時半～11時半

15
大阪企業家ミュージアム
ガイド付見学会＆

「大大阪観光」上映会
10時半～11時半

20
家族で楽しむ

大阪企業家ミュージアム

20
家族で楽しむ

大阪企業家ミュージアム
10時～11時半10時～11時半

布でつくる
“チューリップ”

12

10時～12時
14時～16時

16 1616
IKUO作品展 2016夏コレクション

11時～18時半
（4日は17時まで）

日本茶のブレンドを楽しんで、
あなただけのティーバッグを作ってみよう！

13 13 13 13

13時～14時半

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

東横堀川のあさ（朝）歩き
大阪最古の堀川を歩く

9時～

2

篆刻（てんこく）教室
6

10時～12時
14時～16時

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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逍遥イベント開催期間 土2016 火5.14
※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。
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-よこ逍遥 2016イベントカレンダー

逍遥イベント開催期間 逍遥イベント開催期間前夜祭



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。

※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。

(     )申し込み
方法

参加希望プログラム・参加人数・お名前・電話番号
（当日連絡可能な電話番号）を、各申し込み先にご連絡ください。

本町橋
船着場

HOMMACHIBASHI
RIVER PORT

    よこ逍遥2016前夜祭
5月１3日（金） 場所：東横堀川公園

1

情熱的なフラメンコショー　唄って、踊って、盛り上がろう！

水辺シアター　船場今昔上映会

よこ逍遥2016クロージングナイト

東横堀川のあさ（朝）歩き̶大阪最古の堀川を歩く

3

2

5月14日（土）から始まるe-よこ逍遥2016の前夜祭です。
初夏の夕暮れをみんなで楽しみましょう。

6月12日（日）
e-よこ逍遥2016最終日6月14日を前に、スタッフ主催の水辺のピクニックで楽しみます。

一級印章彫刻技術師の職人親子が特別にお届けする篆刻講座。
講師：福原靖山、福原秀次（福原印房）

①10時～12時  ②14時～16時　場所：少彦名神社 会議室5月29日（日）

篆刻（てんこく）教室

堺筋のJAZZの風̶たそがれコンサート

6

e-よこソーシャルカレッジとは、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。

ヴァイオリン、チェロ演奏体験会 4

要申込　定員：各回5人　参加費：1,000円（材料費込み）
協力：少彦名神社
申込先：氏名、連絡先電話番号、参加人数、彫りたい1文字を明記の上、FAX.06-6941-6254 福原印房
問い合せ：福原印房　tel.06-6941-0745

ｅ-よこメンバーからはもちろんのこと、大阪の官民から頼りにされている現代の五代さん?!伴ピーアールの伴さんに
ご案内をお願いし、五代さんの偉業と面影を船で辿りながら商都大阪の今昔に思いを巡らせてみましょう！
大阪商工会議所近くの本町橋船着場から乗船。水門を抜け北浜から肥後橋、東は造幣局辺りまで。
船は八軒家浜まで戻り解散となります。乗船時間は２時間程度の予定。
そんなに長く？と思うなかれ、伴さんの楽しいお話にあっという間のひとときです。

13時～15時　場所：本町橋      船着場 集合5月21日（土）

大阪の文化と町のシンクタンク e-よこ会特別顧問と共に水面を行く！
̶大阪の恩人 五代さんの偉業に思いを馳せて（講演＆クルーズ）

5

定員：24人　参加費：2,500円　協力：伴ピーアール
問い合せ・申込先：Eメール e45sc@e-yokobori.jp

堺筋沿いの由緒あるレトロビル「フジカワビル」ギャラリーにて、老舗弦楽器輸入商の丸一商店
が弦楽器体験会を開催します。村野藤吾の設計による建物の素晴らしい意匠と、弦楽器の温か
く力強い響きを楽しんでみませんか。
ヴァイオリンとチェロの案内人が楽器の持ち方から丁寧にお教えします。
お子様用の小さなサイズの楽器もあります。飛び入り参加大歓迎！！

11時半～13時　場所：丸一商店本店 1階ギャラリー
＊5月21日(土) 6月4日(土) 11時～15時 有料の体験会（要申込）もあります。　P8参照
5月19日(木)  6月9日(木)

18時～18時45分

18時～

場所：本町橋      船着場＆公園18時～

申込不要（予約可）　先着順　参加費：無料　協力：丸一商店
問い合せ・申込先：丸一商店　tel.06-6201-0041　Eメール  info@maruichi-shoten.co.jp
お子様参加の際はご予約の上、身長もご連絡下さい。

地元・農人橋のフラメンコスタジオ「カサ・グロリア」によるフラメンコアトラクション。
体験コーナーでは、あの五代様も踊りだす!?あの曲をフラメンコバージョンで唄って、踊ってみましょう！！

東横堀川や船場にちなんだ昔の写真、資料等を上映します。
地域の昔と今に思いを馳せながら、開放的な水辺で週末のひとときを過ごしませんか。

大阪の恩人・五代友厚の像をスタートし、大阪最古の堀川・東横堀川界隈を巡ります。
初夏の薫風を受けながら、案内人とともに逍遥（そぞろ歩き）しませんか。
連続テレビ小説「あさが来た」ゆかりのエピソードや歴史ある老舗での水引小物づくりも！

19時～20時

申込不要　参加費：無料（食べ物か飲み物を一品お持ち寄りください）
問い合せ：e-よこ会 Eメール info@e-yokobori.jp  fax.06-6944-6330

協力：フラメンコスタジオ「カサ・グロリア」

要申込　定員：15人　参加費：1,500円
申込先：大阪あそぼホームページ www.osaka-asobo.jp の“まち歩きコースから探す”、
　　　　または“まち歩きから予約”からお申込みください。
共催：大阪あそぼ委員会　問い合せ：e-よこ会 Eメール info@e-yokobori.jp  fax.06-6944-6330

申込不要　参加費：無料 （食べ物か飲み物を一品お持ち寄りください）
どなた様も参加できます。e-よこ会の活動に興味あるかたはぜひお越しください。

中央区道修町2-1-8

本町橋北東シティプラザ大阪前　解散場所は八軒家浜（天満橋駅前）となります。

本町橋北東シティプラザ大阪前

中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F
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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

e-
e-

e-

よこ会主催イベント

5月14日（土）　9時～11時半　集合場所：大阪取引所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）

今橋と高麗橋の間の東横堀川西側（日本経済新聞社前）

主催：東横堀川水辺再生協議会[e-よこ会]

主催：東横堀川水辺再生協議会[e-よこ会]
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ジャズピアニスト大塚善章×フジカワビル 6月6日楽器の日 JAZZライブ
7

村野藤吾の建築として有名な「フジカワビル」にある楽器店丸一商店のギャラリーにて、
世界3大ピアノに数えられる「グロトリアン」のピアノを使ったJAZZライブ。
ピアニストは大阪出身、多彩な活動歴で知られる大塚善章。
モダニズムの巨匠と言われた村野の細部にまで、こだわった吹き抜け空間を、
素敵な音楽とともにお楽しみください。
ピアノ：大塚善章、ベース：岩田 晶

6月6日（月）

申込不要　定員：50人先着順　参加費：500円
協力：丸一商店　善章オフィス　問い合せ：e-よこ会　Eメール e45sc@e-yokobori.jp

中央区瓦町1-7-3
フジカワビル1F818時～　場所：丸一商店本店 1階ギャラリー



東横堀川から水の回廊へ「日本酒どんぶらこ」クルーズ

e-クルーズ
水都大阪満喫チケット www.suijo-bus.jp/event/osaka-ticket.aspx

水都大阪の魅力を満喫できるチケットがさらにお得になって登場！
大阪市交通局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：大阪市営地下鉄：各駅・定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）
　　　　　大阪水上バス（八軒家浜船着場、淀屋橋港、大阪城港、海遊館西はとば）
　　　　　大阪ビジターズインフォメーションセンター（梅田・難波）
料金：3,300円
主催：大阪水上バス・大阪市交通局　申込先：tel.0570-035-551 大阪水上バス

4月23日（土）～2017年3月20日（月・祝）

美味しい日本酒とアテを楽しみながら、東横堀川から、大阪を一周する「水の回廊」をひとめぐり。
「川から見る大阪」を新発見！
要申込　定員：８人　参加費：4,500円（お酒２杯とアテ含む。お酒は１杯￥300で追加可）
主催：楽酒楽肴 越冬
申込先：Eメール info@ettoh.jp または tel.06-6943-8161楽酒楽肴 越冬

13時～15時（120分、クルーズ110分）　本町橋      船着場発着6月12日（日）

8

9

クルージングには、一番気持ちのいい季節です。

5

1

除痘館記念資料室館内案内ツアー

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。

場所：除痘館記念資料室随時（要予約）

11

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）

文人煎茶を愉しむ。

e-体験 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
3

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。
申込不要　参加費：無料　定員：各回20人
主催：大阪市建設局河川・渡船管理事務所

11時～11時半  15時～15時半　場所：東横堀川水門期間中毎週火・木

14

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。
一昨年「登録有形文化財」に指定された草庵で初心者も気軽に煎茶を
楽しんでいただき、非日常時空を体感していただきます。
参加費：3,500円　主催：一茶庵宗家 易社
申込先：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

5月31日(火) 6月7日(火)

中央区今橋3-2-17 緒方ビル4F

中央区高麗橋1-2-5

19時～21時　場所：一茶庵
中央区大手通1-1-1
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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である「大大阪観光」（約30分）の上映会を開催。
あわせて、その時代に活躍した企業家（サントリー創業者・鳥井信治郎氏など）を
ガイドが紹介しながら館内をご案内いたします。

17レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会

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
定員：8人　参加費：500円（茶菓つき）
主催：山西輝和（TERUTERUBOW'S)・出﨑栄三
お問合せ・申込先：シュール・ムジュール デサキ　出﨑栄三まで　tel.06-6231-6710

15時～　場所：sur mesure DESAKI6月4日（土）

中央区本町1-4-5 大阪産業創造館B１ 

中央区北浜1-1-18 忠治郎ビル３階

15
9

申込不要　参加費：300円（入館料）
お問合せ・主催：大阪企業家ミュージアム　tel.06-4964-7601

10時半～11時半　場所：大阪企業家ミュージアム5月28日（土）、6月4日（土）

大阪企業家ミュージアムガイド付見学会＆「大大阪観光」上映会

水辺シアター　船場今昔上映会

詳細は、P4参照

詳細は、P3参照東横堀川のあさ（朝）歩き～大阪最古の堀川を歩く～

5月21日（土）
大阪の文化と町のシンクタンク e-よこ特別顧問と共に水面を行く！
̶大阪の恩人 五代さんの偉業に思いを馳せて（講演＆クルーズ） 5

2 5月14日（土）

1 詳細は、P3参照5月１3日（金）

10

29

12布でつくる“チューリップ”

パッチワークの技法で、チューリップを作りましょう！
要申込　定員：各回5人　参加費：1,200円
主催・申込先：tel.090-3941-6140　キルトスタジオM　青木めぐみ

①10時～12時  ②14時～16時　場所：渋谷利兵衛商店      2階5月17日（火）
中央区高麗橋1-3-18

13
日本茶のブレンドを楽しんで、
あなただけのティーバッグを作ってみよう！

中央区平野町2-2-14

要申込　定員：各回4人　参加費：1,000円　材料費（ティーバッグ20個分）他を含む
主催：先春園本店
お問い合せ・申込先：tel. 06-6201-3731  先春園本店 

5月17日(火)～6月11日（土）までの火・木・金・土曜日
①13時～14時半　②15時～16時半　場所：先春園本店

煎茶やほうじ茶、茎茶、和紅茶などのお茶をベースに、抹茶や黒豆茶のほか
30種類以上のハーブもご用意しております。
自由に選んでブレンドすれば完全オリジナルな“Teabag”
かわいいパッケージに入れたお茶はギフトにしても喜ばれます。

12

2

16IKUO作品展　2016夏コレクション

申込不要：自由にご覧ください。　入場無料
主催：イクオ・ジャポン　お問い合せ：tel.06-6222-5022　伏見ビルサロン

6月2日（木）～4日（土）11時～18時半（４日は１７時まで）
場所：伏見ビルサロン 中央区伏見町2-2-3伏見ビル3F

パリ在住のアクセサリーデザイナーIKUOの作品をお楽しみいただきます。
自然をモチーフにした作品は、温かみのある手作り感にあふれたものばかり。
手頃な価格とパリで高い評価を受けているオシャレでファッショナブルな作品を
お手にとってご覧いただける作品展です。

10

本町橋北東シティプラザ大阪前



能活（能入門講座）25
10時半～11時半　場所：山本能楽堂

休日の朝に学ぶ、能の体験講座。
日本の伝統芸能の最高峰の能楽の魅力を、誰でも楽しむことができるよう、
学んでいただく講座です。一回完結なので、気軽にご参加いただけます。
休日を有意義に気持ちよく過ごしましょう！

堺筋沿いの由緒あるレトロビル「フジカワビル」ギャラリーにて、老舗弦楽器輸入商の丸一商店が弦楽器体験会を開催し
ます。村野藤吾の設計による建物の素晴らしい意匠と、弦楽器の温かく力強い響きを楽しんでみませんか。ヴァイオリ
ンとチェロの案内人が楽器の持ち方から丁寧にお教えします。お子様用の小さなサイズの楽器もあります。

大阪フィルヴァイオリン奏者、小林亜希子さんのヴァイオリンコンサートです。
伴奏はピアニストの法貴彩子さん。若手実力派のお二人がクラシックの名曲を素晴らしい
集中力で演奏いたします。昼下がりのひとときを、画廊として堺筋通りを見守りつづけてきた
「フジカワビル」の名物吹き抜けに座って、ヴァイオリンとピアノの音色を楽しんでみてください。

要申込　定員：50人　参加費：1,000円
主催：公益財団法人山本能楽堂　
申込先：山本能楽堂　ホームページ　www.noh-theater.com　Eメール　info@noh-theater.com　
　　　　fax.06-6942-5744   tel.06-6943-9454　

5月21日(土) 11

27
13時開演  16時半終演　場所：山本能楽堂

たにまち能

そうぞう広場～朗読カフェ＆豆本教室 18

音楽経験無しの体験即興音楽教室「ラソファミ」22

山本能楽堂創立以来続く、能２番、狂言１番で催される歴史ある公演です。
能のシテ（主人公）、地謡は山本家同門が努めます。
「桜川」（シテ：森本哲郎） 「葵上」（シテ：林本大）
要申込　定員：227人　参加費：一般5,500円、学生3,000円
主催：公益財団法人山本能楽堂　
申込先：山本能楽堂　ホームページ　www.noh-theater.com　Eメール　info@noh-theater.com　
　　　　fax.06-6942-5744   tel.06-6943-9454　

定員：50人　参加費：2,000円
主催：丸一商店　お問合せ・申込先：tel.06-6201-0041　Eメール　info@maruichi-shoten.co.jp

6月4日（土）

14時開演　※開場13時半　場所：丸一商店1階ギャラリー5月28日（土）

11 中央区徳井町1-3-6

大阪市中央区徳井町1-3-6

要申込　朗読カフェ／定員：30人(先着順）　参加費：500円
　　　　豆本教室／定員：8人(先着順・小4以上)　参加費：1500円(材料費込み)
主催：そうぞう広場 Plaza de Casa Gloria　
お問合せ・申込先：Eメール　y.nino.hfo@docomo.ne.jp　tel.090-2107-7683(二宮)

朗読カフェ　10時半～12時　豆本教室　13時半～16時
中央区常盤町
2-3-16 
髙木産業ビルB1F

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト
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岡なおこフラメンコ教室「青空ライブ」21

弦楽カルテットミニコンサート 24

小林亜希子ヴァイオリンコンサート 26
e-ミュージック コンサート、能を愉しもう。

情熱的なフラメンコショー　唄って、踊って、盛り上がろう！ 1

ヴァイオリン、チェロ演奏体験会 23
5月21日(土) 6月4日(土)

5月１3日（金）詳細は、P3参照

詳細は、P4参照
ジャズピアニスト大塚善章×フジカワビル 6月6日楽器の日 JAZZライブ
堺筋のJAZZの風̶たそがれコンサート

7
6月6日（月）

＊5月19日(木)  6月9日(木) 11時半～13時 無料の体験会もあります。　P4参照

6月5日（日）

そうぞう広場のモットーは想像力・創造力を豊かに! 
声・サロンメンバーによる朗読カフェと、手のひらサイズの豆本づくりに挑戦します。
豆本づくりの講師は、手作り絵本作家・しまし乃さん。小学4年生以上であれば、どなたでもご参加いただけます。
初めての方にもやさしくお教えします。是非あなたの1冊をこの機会に作ってみて！

26

申込不要　参加費：無料
主催：農人橋ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」
お問合せ：Eメール　casagloria@live.jp　tel.090-4288-0438（二宮）

要申込　定員：各回10人　参加費：500円　楽器レンタル含む、先着でリコーダー進呈
主催：農人橋ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」
お問合せ：Eメール　casagloria@live.jp　tel.090-4288-0438（二宮）

12時～12時半　

11時半～13時　場所：農人橋ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」

中央区常盤町2-3-16 髙木産業ビルB1F

中央区常盤町2-3-16 
髙木産業ビルB1F

5月14日(土）

5月15日(日) 22(日) 29(日)

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」。ヘレスで学んだ、岡
なおこフラメンコ教室生徒による野外ライブ。体験コーナーでは、あの五代様も踊りだ
す！？あの曲をフラメンコバージョンで唄って、踊ってみましょう！
※雨天時は「カサ・グロリア」にて開催。

楽譜の無い、誰にでもできる、即興音楽教室。一人ではなく、複数の仲間と音楽を
演奏することで、自己解放・共感を得ることができ、文字通り音を楽しめます。
鼻唄を吹くようなタリラリラーン教室。

26

26

詳細は、P4参照篆刻（てんこく）教室 6 5月29日（日）

要申込　定員：各会15人　参加費：2,000円（税込）お茶とお菓子を召し上がっていただきます。
主催：MIU Corporation　お問い合せ・申込先：tel.06-6762-0009　BROADHURSTS.COM

5月28日（土）11時～　場所：TIKAL by BROADHURST'S 中央区伏見町3-3-3 芝川ビル１F

英国の歴史の中に生きるお菓子達 19

イギリスのお菓子って、ご存知ですか？イギリス人のパティシエ・ブロードハースト・ピーターのつくる
伝統菓子をその歴史とともに味わってみませんか？

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！

中央区本町1-4-5 大阪産業創造館B１ 9

対象：小学校4年生～6年生　要申込　定員：両日とも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）
主催：大阪企業家ミュージアム　お問合せ・申込先：tel.06-4964-7601　Eメール　museum@osaka.cci.or.jp

10時～11時半　場所：大阪企業家ミュージアム6月11日（土）、 6月18日（土）
20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？

6

場所：農人橋ペーニャ・フラメンカ「カサ・グロリア」

堺筋沿いの由緒あるレトロビル「フジカワビル」ギャラリーにて、弦楽カルテットのミニコンサート
をお楽しみください。
申込不要　参加費：無料
主催：丸一商店　お問合せ：tel.06-6201-0041　Eメール　info@maruichi-shoten.co.jp

要申込　参加費：500円
問い合せ・申込先：丸一商店　tel.06-6201-0041　Eメール  info@maruichi-shoten.co.jp
お子様参加の際はご予約の上、身長もご連絡下さい。

①12：00～　②15：00～　場所：丸一商店1階ギャラリー

11時～15時 　場所：丸一商店1階ギャラリー

5月26日（木） 中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F8

中央区瓦町1-7-3 
フジカワビル1F8

中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F8

場所：本町橋船着場＆公園 本町橋北東シティプラザ大阪前10

1



 e-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。
 e-よこ逍遥開催期間中だけの割引があるお店もあります。

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）

11串かつ 五條家
tel.06-6945-5045

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 

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

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 

10

9

火～土15時～3時（2時L.O.）
日15時～25時半（25時L.O.）
月・第1火休
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！

12

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

お
食
事

お
食
事

18時～24時半（L.O.）  
だいたい月休
hara8hachi.jimdo.com

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 6

3

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！

おでん田八 高麗橋店
tel.06-6231-5949

創業31年!! 麺を中心にディナーは一
品料理も充実!! 酒類も豊富で、世界
のビール約20種! 大阪の箕面ビール
も飲めます!!

麺点心酒家 Peggy Sue
tel.06-6231-5950

平日　11時半～14時
　　　17時～23時(L.O.22時半）
土日祝　17時～22時

11時半～14時
17～23時（L.O.22時半）
日祝休

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

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 

4

11時半～14時   
17時半～22時　
日月祝休
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
17時半～22時（土夜のみ）　
日月祝休
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
料理を味わえます。

2さがん
tel.06-6947-0789

ルポンドシエル プロデュース

レ
ス
ト
ラ
ン

お食事

スタッフおすすめのe-よこ界隈のお店です。

11時半～14時半（L.O.13時半）
18時～23時半（L.O.22時半）
日休
r.goope.jp/unbeltempo

手打ちパスタはじめ、本格イタリア料
理をリーズナブルに♪大振りオマー
ルエビロースト880円、グラスワイン
450円～。

8unbel tempo
アンベルテンポ
tel.06-7506-7582

17時～22時半
日祝休

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(500円)です。　

7スポーツ居酒屋
ラクビー部マーラー
tel.090-5256-7001

1009

ショップガイド

＊e-よこ逍遥冊子提示でデザートをサービス

14

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日休

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 

13

tel.06-6201-4950

17時半～21時（予約が望ましい）
日祝休
www.maruman-honke.com

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。

15魚すき 丸萬本家

11時半～14時半（土～14時）
日祝休

頑張ってます！

16うどんそば処 うさぎや
tel.06-6947-7739

escapé LODGE and ESPRESSO. 
エスカペ ロッジ アンド エスプレッソ

17時～24時（L.O.23時）
毎週水・第3火曜休

月-土　15時～03時　日　15時～22時
火祝休
www.facebook.com/lodgeandespresso

素材の良さと丁寧な仕事が人気のお
店。

18

17

炭火焼鳥 なかお
tel.06-6222-1222

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。

tel.06-4963-2718

-よこ逍遥 2016



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。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。誕生日パーティ全
員に節句縁起卵無料、日替りサービ
ス品あり。

23アジア舟
tel.06-6261-6515

月～金、祝　11時～14時
月～土　17時半～22時
日休（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、召し上がり下さいませ。

21

22

四川 彩秀
tel.06-4705-0123

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
ikefukukamiishi.web.fc2.com

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

あれも食べたい！これも飲みたい！・・・
優しい手料理と美味しいお酒と素敵
な雰囲気を楽しめるお店です。

ダイニング まーがれっと
tel.06-6263-2468

19

20

営業時間は店舗により異なります。
www.cityplaza.or.jp

26シティプラザ大阪
tel.06-6947-7867

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。

本町橋東詰を南へ少し入ったら優し
いママが待っています。ゆったりカ
ウンターで飲むのもよし、ソファー
で仲間とカラオケも楽しいですよ！ 

27

28

Da 'Fronte ダ・フロンテ
tel.06-6946-5161

tel.06-6945-0078 
カラオケ あすか

ダイニングカフェガーデン
スペイン食堂 La Oliva
ラ・オリーバ

東横堀川から水の回廊へ
「日本酒どんぶらこ」クルーズ
6月12日（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 

19時～25時　日休

8時～18時
不定休

19時～24時
不定休

カラオケ歌い放題　おつまみ付き
2,500円、飲み物各種500円～。ボ
トルキープ 4,000円～

ランチメニューは、豊富で美味しく、
おしゃれなカフェです。

１７時半～２３時半（L.O. ２３時）
日祝休
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。

カラオケスナック mee
tel.06-6944-1832

tel.06-6263-9090

tel.06-4793-0606

24

25

29

9

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

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

12時～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　水木ランチ休
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。

30Fujiya 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。

31洋食屋ふじ家
tel.06-6941-7283

阪
神
高
速

ガゼボ靭公園

本町通

四
ツ
橋
筋

お
食
事

カ
フ
ェ
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火～金　11時半～13時半 17時半～23時 
土日祝　15時～21時
月休（祝日の場合は営業、翌日休業）　
www.ettoh.jp

お食事 ショップガイド

木々の緑と東横堀川を望む、古本と
喫茶の店。あの大阪名物「谷口カ
レー」が平日（月～金）ランチタイム
（11時半～）に登場！昼下がりは、お
茶を飲みながら、本も読んでいただ
けます。

7

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

5

8

FOLK old book store
(谷口カレー)
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。

3

ゼー六
tel.06-6261-2606

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

大正11年築の近代建築にある、大阪
発の洋菓子ブランド。

1GOKAN 北浜本館（五感）
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

6珈琲館 本町店

瓦町1丁目交差点から西に少し入っ
た緑のテラスが目印。1杯のコー
ヒーに心を込めて。お待ちしており
ます。

tel.06-4707-3410

7時半～18時
土日祝休

コーヒースポット　
クリフォード
tel.06-6228-0589

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　

ランチ（谷口カレー）
平日（月～金）　１１時半～売切れまで
カフェ（月～土）　１３時～１９時
日休
www.folkbookstore.com

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がオープン

Salon du Chocolat
サロン デュ ショコラ
tel.06-6227-8131

4

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

8時～19時　土11時～17時
日祝休
www.hamadaya.ne.jp

カフェ



e-よこパンフを見たと言っていただ
いた方には、期間中30分相談無料に
いたします。心配事を無くして逍遥
（そぞろ歩き）しましょう。

お店
14

tel.06-6941-0745
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。

福原印房

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）
土日休
www.namihaya.biz

まん福ベーカリー
tel.06-6944-4488

10時～22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。

13

法律事務所なみはや
tel.06-6209-8670

3

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会 6月4日（土）

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

17

篆刻（てんこく）教室 5月29日（日）6

大阪高島屋1F帽子売場常設

PUT ON
tel.06-6231-7007

12時～19時
水日祝休
www.puton-hat.com

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

9時～20時 
日祝休　土曜不定休
www.hankowa.jp/fkh.html

お
店

お
店

15

9時半～19時　水休
www.kohki-fudosan.com

中央区の住まい・店舗探しは赤い看
板が目印のコーキ不動産にお任せく
ださい。入居募集、テナント募集も
お気軽にご相談ください。

tel.06-6947-1001
コーキ不動産

9時～18時　年末年始
www.kohki-g.co.jp

建物管理・物件オーナー様代行業務・
管理組合アドバイス業務をはじめ、リ
フォーム・原状回復工事のことなら、
株式会社日本コーキにお任せくださ
い。安全で素早い対応をモットーに
お客様の目線で業務を行います。

tel.06-6946-1001
株式会社 日本コーキ

1413

＊e-よこ逍遥冊子提示で全品5％OFF

＊e-よこ逍遥冊子提示で、
　賃貸住宅の仲介手数料無料!!

9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（営業している場合もあります。）
www.keimi.jp/yukikyu

Le Ballon d’art バロンダール
遊気Qで作品展や展示販売している
作家の作品を
オンラインショップ「バロンダール」で
販売しております。
http://www.ballondart.com

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。

和憩 カルチャースペース
tel.06-6228-0888 

10時～22時　月休
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。

7

11
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

5
tel.06-6231-3814

10時～16時（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

10レンタルスペース
伏見ビルサロン
tel.06-6222-5022

1日から～　10：00（入室）～19：00
日祝休
www.fushimisalon.com

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。

4
info@kitahamayoga.com

月・水　18時半～20時　要予約
www.kitahamayoga.com

美しい姿勢をキープすることから始
めてみませんか！初心者歓迎！！

KITAHAMA 
YOGA STUDIO

evam eva 北浜店

THE Kitahama 
PLAZA
1F

2F

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。

8

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。

英国の歴史の中に生きるお菓子達 19

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

火～金　11時半～19時
土日祝　11時半～18時
月休

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。

6

12
tel.06-6201-3731

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

日本茶のブレンドを楽しんで、
あなただけのティーバッグを作ってみよう！
5月17日（火）～6月11日（土）までの
火・木・金・土曜日

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、ハーブも
取りそろえております。自由にブレン
ドを試していただけます。

先春園本店

13

IKUO作品展　2016夏コレクション 16

ショップガイド

-よこ逍遥 2016

6月2日（木）～4日（土）

5月28日（土）



26tel.090-7367-0619

火水土日（時間はお問い合わせください）
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。"

岡なおこフラメンコ教室
en CASA GLORIA

岡なおこフラメンコ教室「青空ライブ」
5月14日(土） 12時～12時半
そうぞう広場～朗読カフェ＆豆本教室
6月5日（日）
朗読カフェ　10時半～12時　
豆本教室　13時半～16時
音楽経験無しの体験即興音楽教室
「ラソファミ」
5月15日(日) 22(日) 29(日) 11時半～13時

1

21

18

22

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No.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！！

19eight knot bakery
tel.06-6940-4260

ワイングローリアス
tel.06-4791-0808

11時～19時（土曜～17時）　
日祝休
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。

17tenny 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

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
してくれています。

24フラワー＆グリーン 花三
tel.06-6944-2287

25

11時～14時、17時半～19時
土日祝休

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。

DUCT STORE ダクトストア
tel.06-6222-3451

10時～１８時半　土日祝休
www.duct-store.tv

9時～17時 土日祝休

革の仕入れ、商品の企画、デザイン、
縫製も自社で行う革製品メーカーの
アンテナショップ。長く使えてお手
頃な価格の商品を取り揃えています。

tel.06-6231-4014
香料・アロマオイルの卸販売。小売も
いたします。お好みの香りを調香プ
ロデュースします。お気軽にご相談
ください。

シューズショップ
ケンゾー
tel.06-6941-0925

10時～21時（土～20時）
日祝休　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。

16

21
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15

木～日　11時～19時
月～水休
www.utatane-furniture.com

お
店

お
店

1615

本町自動車
tel.06-6271-2488

9時～18時
日祝休

昭和３２年創業。親切、丁寧をモッ
トーにこの地で長年営業してます。
車販売、買取、車検、整備、保険お車
のことなら何でもご相談ください。

23

常盤香料

雑貨店 Clasis
tel.06-6949-1471

11時～20時
月休
www.itomanretail.jp

四国のいいモノを中心に集めたセレ
クトショップ。四国のおいしいモノ、
作家さんの素敵な器など、様々な雑
貨を通して、みなさまの暮らしに彩を
添えるお手伝いをいたします。

18

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

火～金　11時半～21時半（L.O.)
土日祝　11時半～20時（L.O.)
月休

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。

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、食と緑の
交流スペース。ご関心あるかた、ぜ
ひ問い合わせを。

レンタルスペース 谷町空庭
tel.06-6949-0679

27

船場ビルディング
1F

アトリエ（花ヤ） フォトン
tel.06-6203-3710

9時～18時　日休（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

22

お店

-よこ逍遥 2016

イルサルト
tel.06-6209-0351

１０時～１８時　土日祝休
www.ilsarto.net

12時半～18時半　不定休
www.dosniko.tumblr.com

日本で唯一の経営者専門スーツ仕立
て屋です。ご存知ですか？経営者と
してのスーツは、自分で選んではい
けないことを。ご興味ある方はサロ
ンまで。

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

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。

e-よこ逍遥2016前夜祭フラメンコショー
5月１3日（金） 18時～18時45分



岡なおこフラメンコ教室「青空ライブ」
5月14日（土） 12時～12時半

能活（能入門講座）
5月21日（土）
10時半～11時半

館内案内ツアー（随時、要予約）
ガイド付見学会＆「大大阪観光」上映会　
5月28日（土） 6/4（土）　10時半～11時半

大林組歴史館

9時～17時 　入場は16時半まで
土日祝休
www.obayashi.co.I4:M14/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

丸一商店

ヴァイオリン、チェロ演奏体験会
5月19日(木)  6月9日(木) 11時半～13時
5月21日（土） 6月4日（土） 11時～15時 

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。この春
から堺筋沿いにある村野藤吾の設計
のレトロビル「フジカワビル」に移転。
ヴァイオリン、ピアノ工房も公開予定。

8渋谷利兵衛商店

10時～17時　日祝休
www.shibutani.net

月～金　9時～18時
（工房）木金土　10時～18時　日祝休
www.maruichi-shoten.co.jp

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
期間中毎週火・木 
11時～11時半　15時～15時半

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 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。

5

10

大阪企業家
ミュージアム

本町橋まちの博物館

10時～17時（水曜のみ～20時）
入館　閉館30分前まで　日月祝休
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

www.noh-theater.com

10時～16時 随時（要予約）

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。

山本能楽堂

「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。
※完全予約制

6田辺三菱製薬
史料館

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、
85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。

9 11

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

4

7

23
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布で作るチューリップ
5月17日（火） 
①10時～12時  ②14時～16時

12

10 11
15

20

25

たにまち能
6月4日（土） 
13時開演  16時半終演

27

e-よこ逍遥2016クロージングナイト
6月12日（日） 18時～

3
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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

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　日祝休
www.sinnosan.jp/dosyoumathi-annai.html

10時～17時（入館16時30分まで）
下記URLより要事前予約。
希望に応じてガイドも可能。
土日祝 会社の休日休 
www.mtpc-shiryokan.jp

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
月、国民の祝日の翌日、年末年始休
www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/about/tekijuku

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

弦楽カルテットミニコンサート
5月26日（木） ①12：00～ ②15：00～

5月28日（土） 14時開演　※開場13時半
小林亜希子ヴァイオリンコンサート

家族で楽しむ大阪企業家ミュージアム
6月11日（土） 6月18日（土） 10時～11時半

堺筋のJAZZの風̶たそがれコンサート
6月6日（月） 18時～

5月21日（土） 13時～15時

大阪の恩人 五代さんの偉業に思いを馳せて
（講演＆クルーズ）

9「日本酒どんぶらこ」クルーズ
6月12日（日） 13時～15時

21
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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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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。
銅像は3か所３体、胸像は1体企業家ミュージアムにありま
す。今年3月には、大阪市立大学にも新設され、大阪市内
には五代さんが５体あります。

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。
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e-よこ会(東横堀川水辺再生協議会）の活動

日本経済新聞社

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

共同通信社

山本能楽堂国登録有形文化財

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（2016年3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！

場所：ルポンドシエル　大阪市中央区北浜東6-9 ルポンドシエルビル 2F
要申込　参加費：6,000円（税・サ込）
主催：東横堀川水辺再生協議会[e-よこ会]
お問合せ・申込先：e-よこ会 Eメール info@e-yokobori.jp  fax.06-6944-6330

e-よこ会の活動10周年を記念してパーティを開催します。
どなた様でも参加できます。

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。
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e-よこ会10周年記念パーティCelebrate 
the 10th
anniversary 2016年7月16日（土）　17時～20時
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