
またやってね。
東横堀界隈在住の小学生

キッズ・ピクニック
9月27日（日）／葭屋橋南側の公園

普段は閉じられた水辺の公園を公開して、開かれ
た水辺づくりにつなげようと、この夏ｅ-よこ会では
５つのピクニックを開催しました。
会社帰りのサラリーマン、休日のファミリー、久し
ぶりに集まった同級生、昔から地域にお住まいの
方々など、ｅ-よこ会ならではのバラエティあるメン
バーが水辺を楽しんだところ、通りがかりのおばあ
ちゃんやほろ酔い気分のおじさんも飛び入り参加。
多くの人が出会う水辺になりました。
最終回のピクニックミーティングでは、素敵なソウ
ルミュージックのライブを楽しみながら、この夏ピ
クニックで出会った人たちが語り合い、それぞれの
想いをピクニックフラッグに書き込んで、「東横堀
川水辺への10の想い」をとりまとめました。

7月24日のアニバーサリーナイトに始まった東横
堀川の水都の夏。38のイベント、1200名の人々
にｅ-よこ界隈を楽しんでいただき、10月10日のピ
クニックミーティングで幕を閉じました。
水都の夏限定で出現し、水辺の魅力発見のメイン
ステージとなった本町橋の川舞台も、惜しまれつつ
も解体。それぞれ工具を持ち寄りe-よこメンバーで
川とまちをつなぐため撤去されていた公園と建物
の間のフェンスも元の位置に戻しました。
ｅ-よこ会では、今年の夏みんなで共有した水辺体
験をもとに、これからももっと水辺に近い東横堀
川を目指していきます。
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e-よこ会がお届けするまちの魅力

水都の夏、店じまい
惜しまれつつ川舞台もe-よこメンバー自ら解体
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水辺で遊んだ、水辺で出会った、水辺で語った！

水都の夏、店じまい

東横堀川
水辺再生

協議会

リバーサイド・ピクニック

アフターファイブ・
ピクニック

ピクニック・クルーズ

橋を通る人がふらっと参加できるのがいい。
東横堀界隈で働く会社員

東横堀川水辺への10の想い
様々な人々がいつでも自由に集える、
出会いの水辺　　

子どもたちの記憶に残る、楽しい水辺

おいしい料理と楽しい会話に囲まれた、
もてなしの水辺

心躍るハプニングのある、発見の水辺

幾つになってもラブロマンスのある、
愛の水辺

高い護岸やフェンスのない、開放的な水辺　

都会のなかでちょっとだけ日常を忘れられる、
旅の水辺

川と船と橋と公園が人をつなぐ、まちなかの水辺

美しい夕日と爽やかな風が感じられる、
自然の水辺

夢や希望を未来へつなぐ、私たちの水辺

私たちは、そんな水辺をつくり
受け継いでいきたいと思います
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惜しまれつつ川舞台も
e-よこメンバー自ら解体

大工さんが
念入りに

作っている
ので

素人工具で
の解体は大

変!!

2009年10月10日
ｅ-よこ水辺ピクニック‘09参加者一同

みんなでサインした「水辺への10の想い」

こんな場所があったんですね。
普段入れないなんてもったいない。
東横堀界隈在住の会社員

こんなに面白いことやってるなんて知らなかった。
いろんな人に出会えて楽しい！
京都の大学生

ピクニック・ミーティング
10月10日（土）／葭屋橋南側の公園

8月22日（土）／本町橋船着場川舞台 9月4日（金）・10月10日（土）／本町橋船着場

9月4日（金）／葭屋橋南側の公園・大手橋南側の公園

NPO法人パブリックスタイル研究所企画＋運営 NPO水辺のまち再生プロジェクト協力

38イベント
1200人

11連携団体

6回
260人

参加人数を
表しています

(;_;)



12 回

7団体
人580

今回は、高麗橋の東詰にたたずむ「福原印房」さ
んをご紹介します。いつもｅ-よこ会の活動に参加
してくださり、この夏の公園フェンス撤去も手伝っ
てくださいました。福原印房さんは、初代の福原
陽平さん（「なにわの名工」です！）と二代目秀次さ
んの親子が営業するまちの手づくり印鑑やさん。
初代・陽平さんが兵隊から帰って
来た時、そのお父様から「何か手
に職をつけるように」というアド
バイスがあり、大阪の中心である
北浜に近い東横堀川界隈にお店
をかまえられたとのこと。堺筋や
谷町筋にくらべて暗い東横堀川界
隈。少しでも明るいようにと、ク
リスマス時期には必ずイルミネー
ションをされています。お店を訪
ねがてら、是非見に行ってみてく
ださい。

e-
まちのこの店

創業50年余。
印鑑業界でも珍しい
「二代揃って一級技能士の店」

印鑑・はんこ屋「福原印房」

期間限定で本町橋船着場横に出
現した川舞台。自由な発想でみな
さんに活用していただいたところ、
ヨガ、邦楽ワークショップ、ウクレ
レ体験会、クラリネットミニコン
サートなど、思いがけない水辺の楽しみ方を再発見してい
ただきました。

東横堀水辺新聞もあっという間に３号になりまし
た。e-よこ会の広報媒体として活動の告知・報告
を中心に、パイロット版として３号までの予定で発
行してきました。先日、e-よこ会メンバー有志で検
討した結果、地域の情報発信として引き続き新聞
を継続したいとの結論に達し、継続の仕方を話し
合いました。単なるイベントなどの情報だけでなく
人・店・ビジネスさまざまな地域の顔を地元だか
らこそ取り上げられる内容を地域に伝え「新聞見
ましたよー」「あそこ知ってる」と顔と顔が繋がる
ような情報発信ができたらいいな、という思いで
一致しました。来年の春頃に新しい東横堀水辺新
聞がお届けできるよう計画中です。

この夏、名橋と老舗をめぐる水上タクシークルーズ＆ウォークを
６回シリーズで開催しました。大阪、関西圏はもちろん、東京や
岡山など全国からもご参加いただき、東横堀川を楽しんでいた
だくことができました。特に人気があったのは、小型船クルーズ
と渋谷利兵衛商店での水引小物づくり。e-よこ会では、これから
も東横堀川を川とまちから楽しむコミュニティツーリズムに取り
組んでいきます。

巣箱づくりプロジェクト
巣箱づくりプロジェクトでは、アニバーサリーナイトにつづ
いてｅ-よこ界隈の小学校（開平小学校・中大江小学校）で
巣箱づくりワークショップを開催、地域の子供たちに東横堀
川と近江八幡が川でつながっていることなど知ってもらいな
がら、個性あふれる巣箱がたくさんできました。アーティス
トと気軽に触れ合えるバードカフェも毎週土曜日にまった
りとオープン。少しずつ巣箱づくりを進めながら、この夏、
計250個の巣箱をつくりあげ、まちなかに飾りつけました。
まちなかの店先や水辺の公園など、鳥の巣箱を見つけてい
ただけたでしょうか？2009年の夏が終わっても、ｅ-よこ
界隈の巣箱に鳥がやってくるのが楽しみです。

いろんな使い方が
ありました！

東横堀水辺新聞 2009年11月号

クルーズ＆ウォーク

e-よこ会では、今年の夏の成果を次につなげるため、
大阪市に対して、３つのお願いをしました。
これからも、素敵な水辺づくりに向けてがんばっていきます。

東横堀水辺新聞４号以降
発行に向けて

川舞台

参加者のコメント

近所で働いているけど、こんな場所があるなんて知らなかった。

東横堀川は埋め立てられたと思っていたから、確認しにきた。びっくりした！

ガイドさんのまちに対する想いを感じた。これからもがんばってください。

東横堀界隈で働く５０代男性

大阪市在住の７０代男性

大阪市在住の３０代女性

ワークショップに参加した小学生のコメント

３５階に住んでいるんだけど、
巣箱に鳥くるかなぁ？

瓦屋根って見たことないよ。
この辺の屋根は平べったいし。

コラボアンダンテ主宰／西川久子さん

Bird Cafe
バードカフェ

ある一日レポートの

訪ねてくださったのは、アニバーサリーナイトのワークショップ
に来てくださったご家族と、井上信太さんの幼なじみの方たち
で、後者の方は東京から帰省されての来訪でした。
プロジェクトのことなど、ゆっくりお話をしてくださったあと、
「ここへ行きたいんですけど」と出てきた地図は肥後橋のブッ
クショップ。私もお気に入りの大阪のブック・アートスポットなの
で、遠くの方も来られるんだなとうれしくなりました。「巣箱を
探してからいってみます。」と、まちを楽しんでくださっている
様子でした。 バードカフェ当番アーティスト／ふるさかはるかさん

多目的ギャラリー「コラボアンダンテ」９月度例会

秋の訪れを感ずる10月3日、この夏新設された川舞台で、ふ
れあい日舞の師弟13名、日本舞踊の稽古をさせていただき
ました。（中略）屋外舞台での稽古は、気持ちも晴れやかになり、
心地よい川風を受け、また舞台の横の船着場から出て行く
船のお客さんも手を振ってくださり、大変華やいだ、楽しい
稽古となりました。舞稽古、夏の名残の川舞台　　　一則
やがて撤去される川舞台に惜別と、感謝の気持ちを込め、
約三時間、舞稽古に熱中するうち、秋の日は暮れて行きました。
ありがとうございました。
集英会館ふれあい日舞　山村若照佳さん　生徒ご一同さま

集英会館ふれあい日舞稽古

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｜Tel.6944-6323

発行日｜2009年11月

地域資源∞全国展開プロジェクト

「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！

www.e-yokobori.jp

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
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もっと水辺に近づこう！

よこ水辺ピクニック’09開催e-
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「ソーシャルカレッジ」

4号から編集長します河村です。

井上信太＋NPO大阪アーツアポリア企画＋運営井上信太アーティスト

宮司という聖職でありながら、そのお人柄は驚く
ほど気さくで、それでいてちょっぴりシャイ。そん
な別所さんとお話すると以前伺った神道のお話が
心に浮かびます。美しい四季と山や海などの豊か
な恵みを受ける日本ではそうしたあらゆるものに
感謝する心を持つ多神教がとても心に合致してい
るのだそう。仏教が入って来た時も一つの神とし
て受け入れたのは元来日本人の中にある寛容さ故
なのだ、と。自分を持ち、且つ他を受け入れ、想
いを持って何かをしようとする我々をいつも応援
してくださるのはそんな思想がベースにあるから

なのでしょう。11月22、23日には道修
町がとても賑わう神農祭があります。
我々がソーシャルカレッジで作った
お飾りも掛けられますヨ。

「神農さん」で親しまれる
道修町の少彦名神社の宮司

別所俊顕さんべっしょ としあき

文責：萬代陽子

ｅ-よこの幹事メンバーであり、
ソーシャルカレッジの講師を第１回、第12回と
引き受けて頂いた、ｅ-よこ会の中心的存在のお一人です。

e-まちのあの人

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。e-情報

イベント・行事案内
ｅ-よこ会の人気シリーズ講座

「船場の佇まい展」
船場地区HOPEゾーン協議会

重陽の節句の９月９日に相応しい例会会場を探していた折に、
e-よこ会で紹介のあった川舞台に一目惚れして申し込んだと
ころ、快く使わせていただき参加者全員とても喜んでいます。
水の都“大阪”とは言われていますが、日常的にそれを感じる
ことが余りなく、またその言葉を使うことも少なくなっていま
す。期間限定とはいえ、今回のように東横堀川沿いに川舞台
を設置して、しかも一般市民が使わせていただけるとは、と
ても素敵なプランです。できることなら期間限定ではなく、
市民の憩いの場所、集いの場所、懇親の場所として通年で開
放いただきたく思っています。関西、大阪の復活のために、
こういう活動が起爆剤になることを願っています。来春川舞
台横の桜を愛でながら、一献傾けたいものです。

夜ヨガ

中大江小学校　7月23日（木）

カフェMu　8月1日－10月10日（土）の毎週土曜日

邦楽ワークショップ

e-よこ会の大橋会長（右）が、大阪市の田中建設局長に要望

開平小学校　7月9日（木）・10日（金）

クラリネットコ
ンサート

14:00-17:00

19:00-21:00

漢方と酒
12月10日（木）

少彦名神社会議室場所
中央区道修町2-1-8

講師│宮本義夫氏　くすりの道修町資料館館長

19:00-21:00

なにわことば
11月27日（金）

少彦名神社会議室場所
中央区道修町2-1-8

講師│中井正明氏　「なにわことばのつどい」名誉顧問

近代化遺産・芝川ビルと
名村造船所跡地
3月2日（火）19:00-21:00

芝川ビルモダンテラス場所
中央区伏見町3-3-3

講師│芝川能一氏　芝川ビル・オーナー

そば打ち体験
2月20日（土）

そば専科植田塾場所
中央区南久宝寺3-2-11

講師│植田隆氏　そば専科植田塾塾長

東横堀川今昔物語

1月18日（月）19:00-21:00
大阪産業創造館会議室場所
中央区本町1-4-5

講師│八木治助氏　八木昆布店店主

1 本町橋船着
場の

継続供用

本町橋船着
場を引き続

き

使いたいの
で、恒久的

な

船着場の整
備をしてほ

しい。

本町橋船着
場を小型船

クルーズの
拠点にする

ため、

係留施設な
どの環境整

備を

してほしい
。

東横堀川河岸公園の
親水空間整備

2

「川舞台」など、今後も
水辺を楽しむことができる
親水空間を、地元の意見も
ふまえながら早急に整備して
ほしい。

地元と協働した水辺空間の活用・管理体制づくり

3

船着場や公園の使用申請手続きの簡素化なども含め、地元が使用しやすい管理体制づくりに向けて、地元とともに考えていってほしい。

14 回

人300
250個巣箱

6回
60人

提言

船場の佇まい展
11月22日（日）・23日（月祝）
11:00-17:00

主催│船場地区HOPEゾーン協議会

中央区平野町1-5-7 辰野平野町ビル B1階
辰野ひらのまちギャラリー場所

協力・協賛│大阪市都市整備局 他

※23日（月祝）14:00- 「船場ことばトークショー」を予定

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。

e-よこ新聞協力隊員募集！

連絡先｜Tel.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

要予約
大阪商工会議所地域振興部
Tel.6944-6323

昆布むかしばなし


