
大川の桜が見ごろを迎える3月27日（土）から、川開きに
合わせて「春の舟運まつり」が八軒家浜船着場（地下鉄・
京阪天満橋駅すぐ）周辺で開催されます。当日は吹奏楽
の船上演奏やカヌーのパレード、クルーズやウォーキン
グなどの楽しいイベントが盛りだくさん。水辺に朝市や
カフェも出展します。うららかな陽気のなか、水都の春
を楽しみに出かけてみませんか？

前３号に引き続きe-よこ発信の東横堀水辺新聞、継続
発行の運びとなりました。今回号より橋を中心とした
７つのエリアに分け、さらなるe-よこ界隈の歴史・人・
お店などの情報を発掘していきます。各エリアでは取
材陣のｅ-よこ新聞部員の他に、そのエリアに詳しい方
をエリア担当リーダーにお迎えし、取材を進めて行き
ます。新装号の今回は東横堀川が始まる『葭屋橋・今
橋』エリアをピックアップ。そしてエリア担当リーダー

東横堀川界隈は、ユニークなミュージアムやスタイリッシュなレストランな
ど、魅力的なスポットがいっぱいです。そんな界隈をそぞろ歩き（逍遥）し
ながら、資料館やお店を自由にめぐるイベント「e-よこ逍遥」が3月26日

からe-よこ会主催で実施されます。会期中は界隈50
カ所でスタンプラリーも実施。スタンプを
3つ以上集めると、抽選でe-よこならではの
ステキなプレゼント（レストランの食事券や
クルーズチケットなど）が当たります！
レストランやショップでは期間限定の割引や
サービスもご用意。楽しく歩いて自分だけの
お気に入りスポットを見つけてみては？

プレゼント

1845年（弘化2年）創業の老舗、八木昆布店5代目当
主。「八木治」は屋号。家業と共に継がれた「八木治助」
という名前は原料の昆布の取引にも欠かせない信用の
証。御商売の傍ら「北大江まちづくり実行委員会」の会
長を務め様々な活動を精力的にこなされており、
e-よこの相談役もお願いしている。これから
もこのまちの歴史の語り部としてまたｅ-よ
こソーシャルカレッジにご登場いただきたい。

八木 治助店主八木昆布店

大阪市中央区南久宝寺３丁目２-11
スワン大阪第３ビル２Ｆ
Tel.06-6245-7720　
木曜定休

さま植田 隆

そば製粉会社、手打ちそば教室で主任講師を経て、大
阪の中心地に手打ちそば教室を開講。主任講師時代よ
りこれまでに教えた講習生は延べ8000人を超え、関

西名人をも輩出。熟練の確かな腕と指導も
さながら、モットーである『楽しく打って・
美味しく食べる』の言葉通り、そばもそば
打ちも共に学ぶ人々との出会いも全てが
楽しい、そんな修行が出来る。

発行｜e-よこ会(東横堀川水辺再生協議会)

編集｜e-よこ会新聞部（杉本容子　萬代陽子　廣井真由美　西村由樹子）

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3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！

www.e-yokobori.jp

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

よこ会とはe-

　　「東横堀川今昔物語」
昆布むかしばなし

　　「そば打ち体験」
楽しく打って美味しく食べる

1月の講座は『八木昆布店』の店主、八木治助様を
迎えてのよもやま話。大勢の方々にお集まりいただ
いた会場の中、とめどなく繰り出されるお話にすっ
かり圧倒される。御歳87歳ながら会場の誰よりも
一番パワフルであったのではと思うほどだ。軽妙な
テンポで戦中・戦後の話や界隈のオモシロ話、まち
づくりの話、昆布のお話と次から次へ。
そんなお話の数々に会場中笑顔で溢れる。人の話
を伺うことがこんなにも楽しかったか。ふと、核家
族世代の私はコミュニティの暖かさ、有難さを感じ
た。これからもソーシャルカレッジでは『人』シリー
ズとしていろんな方からお話を伺っていきたい。

2月講座は東横堀からはやや西へ。南船場の真ん
中でそば打ちを体験した。そば専科『植田塾』植田
隆塾長はとにかく気さくで楽しい方だ。終始軽快
な冗談をはさみながらもその手元では魔法のよう
にそばが打ち上がってゆく。塾長の見本打ちに続
いての我々の体験もまた楽しくも真剣に。各々大
変ながら打ちあがったそばはまるで宝物。大切に持
ち帰り容器に納め、片づけを終えると塾長見本打
ちそばの試食が嬉しい。その味はとても力強く真
直ぐ。塾長そのもののようだった。なかなか力もコ
ツもいる作業だが６回講座を受けると一人で打て
るようになると言う。ちょっと、いいかも。

川開き式典

大阪桐蔭高校吹奏楽部による船上演奏や、
全国から集まったカヌーのパレードなど

はちけんや
ガーデンマルシェ

朝市ブースや軽食が楽しめる
フードトラックが大集合。

大川さくらクルーズ

八軒家浜アクアカフェ

※4/18までの土日開催

東横堀川の魅力スポット
そぞろ歩き

e-よこ逍遥
しょう よう

スタンプラリー
同時開催

3/26－4/4
10日間実施

界隈のお店でラリーマップ（パンフレット）を入手1

パンフ記載のミュージアム鑑賞／体験プログラムに参加
→　緑のスタンプをパンフに押印

2

パンフ記載のレストラン・カフェ／ショップを利用
→　赤のスタンプをパンフに押印

3

緑・赤の２色を含むスタンプ３つでプレゼント１つ、
スタンプ５つでプレゼント２つご応募できます。

4

スタンプラリー参加方法

e-よこ会事務局（大阪商工会議所 地域振興部）
Tel.06-6944-6323

問合せ

長谷吉治氏　大阪龍馬会幹事講師

京阪｢天満橋｣駅　12:45 スターバックス前集合場所

￥1,000参加費20名定員

レストラン
「マグノリ

ア」のお料
理

塾長そば専科 植田塾 

大阪市中央区東高麗橋２-３
Tel.06-6941-3364
8:00－19:00　
日曜・祝日休

第16回 第17回

次回のソーシャルカレッジは…

第19回 ｢大阪龍馬会の幹事と巡る 龍馬の足跡｣
龍馬伝の関連史跡を大阪龍馬会の幹事、長谷氏の解説を交えながら
この界隈の龍馬ゆかりの場所を精力的に巡ります。
【天満橋⇒葭屋橋⇒難波橋⇒三休橋筋⇒本町】の約2.2kmを歩きます。

ソーシャルカレッジ

さま

4月25日（日）13:00－15:30

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 要予約

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

春の舟運まつり

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

大阪城・中之島めぐり
周遊コース乗船券 ペア２組分

提供｜大阪水上バス株式会社

ハガキに、住所・氏名・電話番号・メールアドレスと
「大阪城・中之島めぐり周遊コース乗船券希望」と明記の上、
下記までご応募ください。

いくつもの橋をくぐりながら、
川面から大阪散策をお楽しみいただけます。

e-よこ会メンバーが、東横堀水辺新聞読者にお届けする
ステキなプレゼント。今回は大阪水上バスさんご提供の

〒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

19:00-21:00

生産者が語るおいしい
ワインの楽しみ方
～オーガニック野菜とともに♪
6月9日（水）

13:00-15:30

大阪龍馬会の幹事と巡る　
龍馬の足跡
4月25日（日）

11:00-12:003月27日（土）

3月27日（土）-4月中旬

京阪｢天満橋｣駅場所

八軒家浜船着場周辺場所

12:45スターバックス前集合

地下鉄・京阪天満橋駅すぐ

講師│長谷吉治氏　大阪龍馬会幹事

第19回

オーガニックカフェ
「ペスカード北浜店」

場所

中央区内淡路町3-3-2

講師│高井利洋氏　
 カタシモワインフード㈱代表取締役

第21回

AEDを使用した救命講習
19:00-21:308月25日（水）

中央消防署場所
中央区内本町2-1-6

講師│大阪市消防局救急隊員 様

第23回

19:00-21:00
粟おこしの歴史
7月26日（月）

大阪産業創造館 15F A 室場所
中央区本町1-４-５

講師│中村育二郎氏　
 ㈱二ッ井戸 津の清代表取締役

第22回

11:00-18:00

八軒家浜船着場発着の約25分間のクルーズ。
5～10分ごとに随時出航。

 ※4月中旬まで開催10:00-20:00

大阪ならではのメニューや
ドリンクがいただける。
ジャズライブやマジックショーも開催。
問合せ｜大阪市総合コールセンター
 Tel.06-4301-7285

 ※3/27のみ14：00－。4月中旬まで開催
12:00-18:00

19:00-21:30

陶芸体験 ～アートに挑戦、
マイカップを作ろう♪
5月19日（水）

陶芸教室『陶塾』場所
中央区鎗屋町1-3-4鎗屋町ハイツ1F

講師│山下久就氏　陶塾 塾長

第20回

19:00-21:00
金融よもやま話
9月8日（水）

大阪産業創造館 15F クラブ室場所
中央区本町1-４-５

講師│石川芳男氏　
 ㈱みどり会取締役社長
 前㈱大正銀行取締役社長
 大阪経済大学非常勤講師

第24回

※パンフはインターネットでもご覧いただけます　
　www.osaka.cci.or.jp/b/pdf10/e-ys2203.pdf

e-よこ逍遥パンフレット

能楽堂ミュージアム（4月3日特別公開）

写真撮影｜森田稔
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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

IMABASHI & YOSHIYABASHI  

八軒家浜で

装いも新たにスタート

3/27 いよいよ
大阪川開き

にはｅ-よこ会の会長である
大橋達夫さんにご登場頂きました。次号
は夏頃に発行予定の『高麗橋』エリア。新聞部では今
回号への感想や次回号への情報等お待ちしております。
また、一緒に取材をしてみたいと言う方も歓迎してい
ます。「このエリアならお手伝い出来るけど・・・」と言
う方もＯＫ！一緒にｅ-よこ界隈の魅力を発信しましょ
う。

東横堀水辺新聞 

「春の舟運まつり」開催



大橋 達夫大橋工務店ｅ-よこ会会長 さん

辺ピクニックでは大橋会長をはじめ、界隈の方々にご
協力を得てこのスペースで素敵な時間を過ごせたのも
記憶に新しい。さてそんな大橋会長、人望故かｅ-よこ
会の他にも集英連合町会の会長職をはじ
め様々なご活動にお忙しい身なのだが、
我々がお会いする姿はいつも軽やかで
若々しいスタイルに穏やかな笑顔。そし
て接していていつも感じるのはその穏
やかな笑顔を生む懐の深さだ。これ
からも変わらぬ暖かい笑顔に
会いたい、正にｅ-人である。

葭屋橋のたもと、まだ水辺が身近であった頃に生まれ
育った生粋のｅ-よこ人。それが我がｅ-よこ会 大橋会
長だ。かつて川が表側であった頃の話を伺うと、現役
であった水運や料理船でにぎわっていた川の話やさら
には古い地元密着の歴史話、かつて葭屋橋より北西側
の通り辺りも川であった話やまったく耳にしたことのな
かった蟹島新地など興味深い話をたくさんしてくださ
る。中でもｅ-よこ民として印象に残ったのは葭屋橋と
今橋の間にある今は閉じられたスペースがかつては滑
り台やブランコなどの遊具もある児童公園だったとい
う話。今ほど堤防も高くなかったであろう頃に川横に
公園とは何と気持ちのよい空間だったろう。昨年の水

一昨年から期間限定で3度開催されてき
た北浜テラス。今年からは、全国初の
常設になって帰ってきます！冬は火鉢が
あったら面白そう･･･などと、今から四

季折々の川床が楽しみですが、まずは春うららかな風を楽し
みましょう！３月１９日の川床開きでは、道修町の神農さんから水陸練り
歩きが催される予定。船から川床を御払いする様子が、大阪の新しい春
の風物詩になりそう。また、これまでの３店舗が装いを新たに登場する
ほか、ライオン橋のたもとに４店目の「MOTO COFFEE」が加わります。

築数十年のひっそりとした階段を上り、古びた扉を開
けるとまず目に入るのが窓からの景色。東横堀川を真っ
直ぐ見通せる素晴らしい借景。小さなスペースながら
この窓からの景色が広がりと落ち着きを生んでいるよ
うだ。そんな落ち着いた空間にとけ込むように佇むオー
ナーの幸田さんは初めてお会いしたのに旧知の友人に
会ったかの様な空気感を放つ。数々の本とそれが収め
られ、空間を形作る数々の木箱。そんなフレキシブル
な箱で形作られた空間が『箱庭』の所以。ちょっぴり自

東横堀川水門

橋のいま・むかし

平成12年に完成した東横堀川水門は、道頓堀川水
門と対になっていることを知っていましたか？①水
門の前後で水位が違うときに水位を調整して船を
通す②大雨や高潮などの浸水被害から市内を守る
③潮の干満にあわせて水門を開閉して東横堀川・
道頓堀川の水質をきれいにする④東横堀川・道頓
堀川の水位を調整する、という４つの役割がありま
す。３日前までにFAXで申込みをすれば、どんな船
でも通行できます。航行信号の噴水や、門の開閉が
楽しい水門通過は、クルーズの中でも人気のアトラ
クション。「水都大阪2009」の時には、水門通行
証も発行されて盛り上がりました！ｅ-よこ会でも、
Eボートクルーズやまち歩きツアーで、いつもお世
話になっています。陸から船が水門を通行する様子
を眺めるのも、贅沢な東横堀川の楽しみ方。春は
東横堀川河岸公園の桜とともにお楽しみください。

阪神高速の高架が出来るまでは川の護岸も石積であ
り、橋の両側に階段（雁木）があり、石積護岸も水面よ
り1m位のところに幅1mくらいの桟橋がありました。
水辺に近づくことができ、鯉、鮒、鯰、蟹、亀等、夕方
にはコウモリ等たくさんの生物がいました。護岸の改
修工事で鋼製矢板を打ち込まれたので生態系が変わ
り一時は生物がいなくなりましたがここ５年ほどで魚
と鳥（鴨、鵜、ゆりかもめ等）も帰ってきました。大川
より分岐され東横堀川の入口に位置する葭屋橋はあま
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今年も川床
始まります！

e-まちのあの人

新たなお店もオープン今回のエリア担当リーダーは大橋 達夫さん
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葭屋橋

「親子で学ぶ　野菜の学校」
3月31日（水）12:00－

ルポンドシエル

☆ミシュラン2つ星のフレンチの名店☆

フレンチ

Tel.06-6947-0888

11:30－14:00　L.O
17:30－21:00　L.O
日・祝定休

map 1
中央区北浜東6-9 
ルポンドシエルビル 1F
イベント

ミシュランの反響について

さがん

☆ルポンドシェルが創造する和食の世界、
新しい「和」のダイニングバー☆

海外から関西に来られるお客様のツアー
への組み込み依頼や、国内外のメディアの
取材など大きな反響があったそうです。
地元の皆様をはじめ、より多くのお客様に
おいしいお料理と素敵な空間を楽しんで
頂きたいとのことです。

和食

Tel.06-6947-0888

11:30－14:00　L.O
17:30－21:00　L.O
日・祝定休　土曜のランチは休み

map 1
中央区北浜東6-9 
ルポンドシエルビル B1

お店より
openして1年が経ちました！
おいしいハイボールを飲みに来てください♪

15:00－25:00　日曜定休

北浜ハイボール
ハマ

イケメンマスターの作るハイボールは氷な
しの本格派。駅の真上の居心地のいい空
間です！

バー

Tel.06-6231-1410

map 5
中央区北浜1-3-11
イージーバー北浜2F

お店より

カジュアルな雰囲気で本格的な
フランス料理をお楽しみください

11:30－13:30　L.O
17:30－21:00　L.O　日曜定休

Quarant-Quatre
（キャラント キャトル）

隠れ家のような店内はフランスの一軒家の
ようなおしゃれな雰囲気です。亀井シェフ
の本格的なフレンチをお楽しみください♪

フレンチ

Tel.06-6228-4444

map 6中央区北浜1-5-10 高階ビル1F

10:00－19:30　※土曜は11:00－18:00　
日・祝・第4土曜休

フロマージュ天満橋店
（世界チーズ商会株式会社）

地下鉄・京阪天満橋駅のすぐそばにある、
輸入チーズの専門店。可愛らしい店内には、
世界中の多彩なチーズが並び、量り売りも
されています。毎月第2金曜日の「ガレー
ジセール」では、食べ頃の美味しいチーズ
が市価の半額以下で限定販売されます。

ショップ

Tel.06-6942-5331

中央区天満橋京町3-6 1F

11:00－15:00  L.O 14:00
17:00－23:00  L.O 22:00  日曜定休

「春のお弁当作り＆ピクニック」
4月3日（土）11:00－13:00

イベント

Japanese Restaurnt
 MAGNOLIA
（マグノリア）

とても丁寧でやさしい味の日本料理をお
しゃれでリラックスした雰囲気で味わえる。
昼も夜も窓からは意外なほど和む東横堀
の景色が広がる。

和食

Tel. 06-4980-1508

map 4大阪市中央区北浜1-2-2

11:30－14:00
18:00－22:00　祝日休

La Tortuga
（ラ・トォルトゥーガ）

小学校近くの路地に緑が多く間口の小さ
なガラス貼りの洒落た店がある。隠れ家
的な存在として人気の高かった靱公園横
から北浜へ移動してきて何年だろう。フレ
ンチをコースではなく大皿料理の様に単
品で注文できシェアするスタイルは変ら
ない。内臓料理やジビエもハーブをたっぷ
り使いおいしく調理されついワインを飲
みすぎてしまう。2Fには更にカジュアル
な姉妹店Le Boisも。

フレンチ

Tel.06-4706-7524

map 7中央区高麗橋1-5-22

12：00－14：00　
20：00頃－2：00　不定休

70's＆80's new wave sound caf

Sugarbeat

70年代、80年代の洋楽を聴きながら和
やかにくつろげる。元占い雑誌編集長の
マスターの占い目当ての若い女性客も。
カウンター９席とテーブル席。初めての１
人客もすぐに馴染んで時間の感覚を忘れ
ていく。妙に懐かしい不思議な空間だ。

バー

Tel.080-6179-6689

map 2中央区北浜東5-4 コーシン北浜B1F

分の部屋にも応用したい感じだ。普段は定期・不定期
にコーヒーやスケッチブック製本、篆刻教室などのワー
クショップなどが開かれている。もうすぐ幸田さんを
装幀の世界へ導いたとも言える画家　東郷青児の手が
けた書籍等のコレクション展を開催予定。古書好きの
方、桜の頃から新緑の季節に今も尚輝きを失わない装
幀の数々とこのひっそりとした空間を味わいにいらして
はいかがだろうか。

『東郷青児・装幀コレクション』展
※5月1日・29日は除く４月・５月の土曜日　14:00－19:00

イベント

Tel.06-6203-5877
アトリエ箱庭
不定休 ※企画展開催時以外は来店の際は要予約

map 3中央区北浜1-2-3 豊島ビル301

店イー
まちのこの店

今回は葭屋橋・今橋エリアから
オシャレで美味しい
お店情報をお届けいたします。
大切な人と、素敵なお店で
ゆったりとした時間を
過ごしてみては。

www.osakakawayuka.com

Tel.06-4706-3788
MOTO COFFEE

今回の川床開きの日と同じく19日にオー
プンのカフェ。難波橋（通称：ライオン橋）
のたもとの小さなビルにできたこのカフェ
は、川床から川面を見ながら大阪市中央
公会堂や東洋陶磁美術館などが一望でき
ます。テイクアウトもありますので、北浜界
隈や中之島での散歩のお供に。

中央区北浜2-1-1
北浜ライオンビルディング
日祝休

北浜テラス ホームページ

北浜テラス

水辺ピクニック東横堀川水門

蟹島築地からの東
横堀川の眺め

3月

19
日北浜テラ

ス

NEW
OPEN

e-よこ界隈ならではの
水辺アトラクション

この地は大阪城築域において東横堀<大阪城外堀>
の外に町づくり（のちの船場）を進められたことによ
るものです。葭屋橋は江戸の中期に葭屋庄七らによっ
て架けられた橋です。西詰には蟹島築地と呼ばれた料
理屋街であり、現在も明治には「大阪会議」の開かれた
「花外楼」があります。今橋はもっと古く大阪の陣絵図
などにも名前が登場することから豊臣時代に架けられ
ました。江戸時代中期の頃から西詰付近には両替商が軒
を並べ、金融の中心街となり、特に天王寺五兵衛と平野
屋五兵衛が有名でした。

もっと水辺に
近い公園に
葭屋橋と今橋の間に、ひっそりと三角形の公園が
あります。まちなかには珍しい土の公園ですが、
今は入ることが出来ません。ｅ-よこ会では、「こん
なに素敵な水辺を使わないのはもったいない！」と、
昨年の夏にここを開放して水辺ピクニックを開催し
ました。公園と建物の間にフェンスがあったので
すが、水都大阪2009の期間だけ実験的に撤去し
たところ、公園と建物がつながり、明るい雰囲気
になりました。ｅ-よこ会では、安全にも配慮しなが
ら、川の周りのフェンスを撤去して、川と公園と建
物がつながった水辺を実現していきたいと考えて
います。護岸の上に設置されたフェンスを撤去して、
川に向けた「護岸バーカウンター」をつくるなど、
素敵な工夫で安全を確保しながら、開かれた水辺
にしてきたいですね。

葭屋橋・今橋三角公園

葭屋橋・今橋

築地蟹島(浪花百景之内)　大阪市立中之島図書館

今橋・葭屋橋

り名前が知られてい
ません。この橋の北
側に立つと中之島、
土佐堀川、堂島川、
大川とOBPが展望で
きる場所ですので今
後、東横堀川、北船場をPRするにあたって歴史散策
コースの入口としての案内板の設置を皆様と考えてい
きたいと思います。

※申込先｜e- よこ会事務局（大阪商工会議所）
 Tel.06-6944-6323（先着10名様）
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