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                   平成 23年４月 13日 
大阪経済記者クラブ会員各位 

 

東横堀川水辺再生協議会「e-よこ逍遥（しょうよう）2011」の実施について 

～歴史や文化・食など、34種類・計 59回の 

多彩な体験プログラムで、界隈の水辺とまちを楽しむ 1カ月～ 
 

 

 

 

 

 

○ 大阪都心部の「水の回廊」の一角を占める東横堀川を活かしたまちづくりに取り組む、「東

堀川水辺再生協議会（略称：e-よこ会、会長：別所俊顕・少彦名神社宮司、事務局：大阪商

工会議所）」は、5月 14日（土）～6月 14日（火）の 1カ月間、界隈の資料館や店舗、レス

トランと協力し、歴史や文化、食などの様々な魅力を楽しむ体験プログラムを集中的に実施

する「e-よこ逍遥 2011」を実施する。 

 

○ 本事業は、2008 年から過去 3回実施し、今回が 4 回目。前回までは資料館の特別公開を中

心に短期間（2～10日間）で開催してきたが、今回は界隈の資料館や店舗、レストランなど

による多彩な体験プログラムを、まちの人々と交流しながら楽しめる内容に変更し、開催期

間も 1カ月間に延長して、“まちをあげた文化祭”として行う。 

 

○ 体験プログラムは、e-よこ会が実施する「水辺の清掃活動」や「なにわの伝統野菜の鉢植え

作り」などのほか、e-よこ会メンバーの店舗や資料室が主催する「近代建築ビル特別案内ツ

アー」、「家元に教わる煎茶講座」、「能楽堂でのお能体験」、「楽器店でのピアノコンサート」、

「オーガニックカフェでのベジタブルマーケット」など 34種類をのべ 59回開催する。 

 

○ そのほか、資料館 11カ所、レストラン・カフェ 41カ所、ショップ 15カ所、国の文化財登

録や史跡等 9カ所の計 76カ所をあわせて紹介するガイドマップを作成し、幅広いまちの魅

力発信に取り組む。期間中はもとよりイベント終了後も、このマップを活用した界隈のファ

ンづくり、顧客づくりに取り組む。 

 

＜「e-よこ逍遥 2011」概要＞ 

  主 催 ： 東横堀川水辺再生協議会 

期 間 ： 平成 23年 5月 14日（土）～6月 14日（火） 

  場 所 ： 東横堀川界隈（大阪市中央区） 

※最寄駅：地下鉄堺筋線北浜駅、堺筋本町駅など 

  内 容 ：  

①� 体験プログラム  

界隈の多彩な魅力を楽しむ 34種類のプログラムを、のべ 59回開催。主なプログラム

は下記のとおり。 

記者配布資料 

【お問合せ先】 
東横堀川水辺再生協議会 事務局 
（大阪商工会議所地域振興部） 中野・中村 
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 ・ドイツ製グロトリアンピアノのガレージコンサート（丸一商店・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号 12） 

 ・東横堀川水門特別見学会（東横堀川水門事務所・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号 13） 

 ・レトロ建築探訪 生駒ビル特別案内ツアー（生駒時計店・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号 15） 

 ・ベジタブルマーケット（野菜食堂ペスカード・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号 18） 

 ・アロマケアとアフタヌーンティーを楽しむ（ﾌﾞﾗｲﾄﾝ･ﾍﾞﾙ･ｶﾌｪ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号 20） 

・能入門講座 まっちゃまちサロン（山本能楽堂・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ番号 28）     など 

②資料館  

普段はなかなか訪れる機会がない企業資料館や隠れた名店 11か所を特別公開。 

③レストラン・カフェ 

  個性的なレストランやカフェ 41カ所を紹介。本イベント期間限定の割引特典もあり。 

④ショップ 

  風情あふれる老舗やユニークなショップなど 15カ所を紹介。 

⑤そぞろ歩き立ち寄りスポット 

  重要文化財の商家や登録文化財のレトロビル、史跡など、9か所を紹介。 

 

 

＜添付資料：「ｅ－よこ逍遥 2011」マップパンフレット＞ 

以  上 

 

 

 

 

      



し ょ う よ う

逍遥よこ
水辺とまちを楽しむ1ヵ月

ユニークな民営資料館や老舗、スタイリッシュなレストラン・・・。
そこで行われるイベントプログラムなど、

魅力いっぱいのｅ‐よこ界隈を逍遥（そぞろ歩き）しませんか？

2011

イベ
ント
マップ＆ガイド

MAP
＆

GUIDE
e-よこ会事務局　大阪商工会議所 地域振興部内　問合せ

Tel. 06-6944-6323　平日9時～17時
E-mail. info@e-yokobori.jp

2011514　614土 火

場所 東横堀川界隈   大阪市中央区



逍遥よこ
2011.5.14[土]－6.14[火]
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。イベントカレンダー
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まちあるき「東横堀見聞録」 9時半～

文字に親しむ 美文字にチャレンジ！ 
10時～12時

荒川歴史館特別開館 10時～16時

22

20

1

まちあるき「東横堀見聞録」 9時半～1

東横堀の歴史人物を語る
13時半～16時半

9

能楽堂特別公開 
13時～16時

26

8

16

19 水辺の定期清掃活動 8時半～

19 水辺の定期清掃活動 
8時半～

29大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー
14時～15時

アロマケアとアフタヌーン
ティーを楽しむ 
14時～16時

ワインテイスティング
13時～16時

文字に親しむ 美文字にチャレンジ！ 
10時～12時

第32回ソーシャルカレッジ
ランチ講座12時～ ※満員御礼

8

『能・高砂』体験講座
13時半～

23

22ワインテイスティング13時～16時

24

29大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー
14時～15時

文字に親しむ 美文字にチャレンジ！ 
10時～12時

8

生駒ビル特別案内ツアー 14時～15

22ワインテイスティング 13時～16時

29大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー
14時～15時

30木工ワークショップ
13時～16時

22ワインテイスティング13時～16時

14くすりの道修町資料館
特別開館10時～16時

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

18ベジタブルマーケット
12時～21時

18ベジタブルマーケット
12時～21時

18ベジタブルマーケット
12時～21時

18ベジタブルマーケット
12時～21時

32第33回ソーシャルカレッジ
中央区のなにわ伝統野菜を
つくろう！19時～

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

21文化想造塾
煎茶から学ぶ文人文化考
19時～21時

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

28まっちゃまちサロン
14時～　19時半～

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

12ガレージコンサート
12時半～　18時～

12ガレージコンサート
12時半～

5 フィッツハンドトリート
メントとハーブティ試飲
15時～19時

17ええはがきＢＡＲ
19時～21時半

11丸一商店特別公開13時～18時

2 フランス料理とジャズライブ
18時～

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

34上方落語入門19時～21時

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

13東横堀川水門特別見学会
12時半～　15時半～

14くすりの道修町資料館
特別開館10時～16時

10篆刻教室10時～12時
13時半～15時半

25たにまち能13時～

31曼荼羅アート体験14時～16時

7 料理教室のピクニック12時半～

29大阪企業家ミュージアム館内案内ツアー 14時～15時

3 輸入チーズのガレージセール
10時半～13時半
16時～19時半

6 やさしい漢方講習会
19時～20時半

30木工ワークショップ13時～16時

22ワインテイスティング13時～16時

29大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー
14時～15時

30木工ワークショップ
13時～16時

上方伝統芸能ナイト
18時～

24上方伝統芸能ナイト18時～

生駒ビルツアー（昨年度実施分）

※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。



　 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も多数。
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。

館内をガイドがご案内します。
随時※要予約　除痘館記念資料室
参加費　無料　主催　除痘館記念資料室

除痘館記念資料室　
tel.090-2382-1061
10時～16時

4
MAP 除痘館記念資料室館内
案内ツアー

ルポンドシエルのフレンチコース
料理をお楽しみ頂いたあと、とっ
ておきのジャズライブをお届け
します。

5月26日（木）食事18時～20時 
コンサート20時～21時
ルポンドシエル　2F ルバンケット
定員　50名
参加費　10,000円
 フレンチコース料理、
 1ドリンク、コンサート代込
主催　ルポンドシエル

ルポンドシエル　tel.6947-0888
2
MAP フランス料理と
ジャズライブ

e-よこ会の名物ガイドの案内で、
東横堀川界隈の名所旧跡や、知る
人ぞ知る名店を訪ねます。老舗店
主に教わる水引き細工体験付き。

5月14日（土）6月4日（土）
9時半～12時
集合　大阪証券取引所前
 地下鉄・京阪北浜駅すぐ
定員　各回15名　参加費　1,500円
主催　大阪コミュニティツーリズム
　　　推進連絡協議会

tel.6282-5930　平日10～17時

1
MAP まちあるき
東横堀見聞録

ペン習字通信教育で40年の歴史
がある大阪ペン字クラブを運営。
誰もが憧れる “美文字”。書のプロ
から、美しく書くコツを学び、あ
なたも今日から“美文字”美人！
（14日：名前を美しく書く、21
日：宛名を美しく書く、28日：
好きなことばを美しく書く）

5月14日(土)、21日(土)、28日(土)
10時～12時　書道教室「仙客書院」
定員　各回10名　
参加費　1,000円 材料費込み　　
主催　書道教室「仙客書院」　

書道教室「仙客書院」
tel.6222-4089

8
MAP 文字に親しむ
美文字にチャレンジ！

食べ頃の美味しいチーズを市価
の半額以下で限定販売します。

6月10日（金）
10時半～13時半　16時～19時半
フロマージュ天満橋
主催　フロマージュ天満橋

申込不要
フロマージュ天満橋　
tel.6942-5331

3
MAP 輸入チーズの
ガレージセール

フィッツアドバイザーが、大好評
の「フィッツハンドトリートメン
ト」をお一人様30分程度行いま
す。大人気のクレンジングミルク
など、普段、お使いいただくアイ
テムを使用して指先から肘まで
きれいにトリートメントします。
限定商品もご用意しています。

6月3日（金）15時～19時（最終受付）
愛日堂薬局
講師　内田圭子氏
 （フィッツアドバイザー）　　　
定員　10名
参加費　500円 おみやげ付き
主催　愛日堂薬局

愛日堂薬局　tel+fax.6222-3878
 平日9時～18時

フィッツハンドトリート
メントとハーブティ試飲5

MAP

愛日堂薬局　tel+fax.6222-3878
 平日9時～18時

漢方薬・生薬認定薬剤師が初め
てのかたにもわかりやすく漢方
を解説します。今回は、夏場のこ
れからの時季に起こってくる、胃
腸などのトラブルに対処するた
めの漢方的解消法についてのお
話をします。漢方の煎じ薬の試飲
もおこないます。

6月10日（金）19時～20時半
愛日堂薬局
講師　赤西市子氏（愛日堂薬局代表）
定員　10名
参加費　500円　おみやげ付き
主催　愛日堂薬局

6
MAP やさしい漢方講習会
夏バテに効く漢方

逍遥よこ イベント情報 申し込み方法

参加希望プログラム・参加人数・お名前・お電話番号
（当日連絡可能な電話番号が好ましい）を、各お申し込み先にご連絡ください。
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一級印章彫刻技能士の職人親子が
特別にお届けする篆刻講座。参加希
望の方は、あらかじめお申込時に、
彫ってみたい文字を１文字（ご自身
のお名前の漢字やひらがな、好きな
文字など）お知らせください。
5月29日(日)
10時～12時　13時半～15時半　
少彦名神社会議室
講師　福原靖山氏・福原秀次氏　
定員　各回10名
参加費　1,000円 材料費込み
主催　福原印房
問合せ　tel.6941-0745

上記申込内容＋彫りたい１文字
をfaxにてお知らせ下さい。
福原印房　fax.6941-6264

10
MAP
篆刻（てんこく）教室 ロジン（松やに）の歴史をたどる企

業資料館が1日限りの特別開館！
5月14日（土）10時～16時
荒川歴史館
参加費　無料
主催　荒川歴史館

申込不要
16
MAP
荒川歴史館特別開館

楽器輸入商の店内を１日限りの特
別開放。ドイツ製グロトリアンピ
アノの整備基地を披露いたします。

5月26日（木）13時～18時　
丸一商店 B1F　参加費　無料　
主催　丸一商店

申込不要

11
MAP 楽器ミュージアム
（丸一商店）特別公開

日本最大級の水門を船が通る様
子を間近で見学しながら、治水事
業や水門の役割についてのお話
を聞くことができます。

会期中毎週月木　
12時半～　15時半～　東横堀川水門
参加費　無料
主催　東横堀川水門事務所

申込不要

13
MAP
東横堀川水門特別見学会

「ドイツが生んだ世界の銘器グロ
トリアンピアノ」で奏でるプチコ
ンサート。楽器輸入商のガレージ
が、まちかどのサロンに姿を変え
ます。お昼休みやお仕事帰りに、
お気軽にお立ち寄りください。
5月26日（木）12時半～　18時～
27日（金）12時半～　各々30分間
丸一商店１Fスペース　
参加費　無料　主催　丸一商店

申込不要

12
MAP ドイツ製
グロトリアンピアノの
ガレージコンサート

くすりの道修町資料館が特別に
日曜日もオープンします。
5月22日（日）6月5日（日）
10時～16時　
くすりの道修町資料館
参加費　無料
主催　くすりの道修町資料館

申込不要

14
MAP くすりの道修町資料館
特別開館

e-よこの名店「アップリケ」で美味
しいサンドイッチとお酒でええは
がき談義をしましょう。大阪のま
ちの魅力を伝え続けて10周年の
「大阪ええはがき研究会」のメンバ
ーとして、「ええはがき」をツール
に大阪や東横堀川のまちづくりに
関わってきた背景や想いをお話し
します。
５月27日（金）19時～21時半
北浜サンドイッチ　アップリケ　　
定員　15名
参加費　2,000円 
 軽食・ワンドリンク代　　
主催　大阪ええはがき研究会
 杉本容子

E-mail:
sugiyo1208@gmail.com

17
MAP
ええはがきBAR

登録有形文化財「生駒ビルヂン
グ」の案内ツアー。社長のご案内
でアールデコの扉の奥を覗いて
みませんか？一部普段非公開の
お部屋も特別に見学できます。
5月28日（土）14時～15時
生駒ビル1F玄関前集合
講師　生駒伸夫氏（生駒時計店社長）
定員　30名　　参加費　無料
主催　生駒時計店

上記申込内容＋ご自身のE-mail
またはfax番号をe-よこ会事務局
までお知らせ下さい。
e-よこ会事務局
E-mail:info@e-yokobori.jp
またはfax.6944-6330
※満席でご参加いただけない場合のみ、
　折り返し事務局よりご連絡いたします。

15
MAP レトロ建築探訪
生駒ビル特別案内ツアー

※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。

魚を裁いてみたい大人の男女の
料理教室。より一手間かけた、変
わりおむすび数種とレシピ付き
♪お惣菜や飲み物を持ち寄って
楽しみましょう。

和憩ホームページ
wagokoro.sarashi.comより、
先着申込

7
MAP 料理教室のおむすび
レシピ付きピクニック

5月29日(日)12時半～
カルチャースペース和憩
定員　40名　　参加費　1,000円　　
主催　カルチャースペース和憩  

坂本龍馬・新選組・天誅事件・大
阪会議など、幕末期～明治期の東
横堀川・三休橋筋界隈ゆかりの人
物・事件をご紹介いたします。特
にあまり知られていない三休橋筋
にあった専稱寺で行われた「勝 海
舟・西郷隆盛 初め ての会談跡」を
詳しく紹介します。
6月4日(土)13時半～16時半
日本キリスト教団 浪花教会 
２階礼拝堂
講師　長谷吉治氏（大阪龍馬会幹事）
定員　60名　　参加費　500円
主催　森田稔

E-mail:akashiya@d2.dion.ne.jp
またはfax.4400-2324
tel.090-8523-3033

9
MAP 講演会
幕末期から明治期の
東横堀川・三休橋筋
界隈で活躍した
歴史人物を語る

ｅ-

要申込
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英国調のインテリアが落ち着い
た雰囲気のカフェで、英国ITEC
認定アロマセラピストからアロ
マを使ったハンドケアと、アフタ
ヌーンティーを楽しんでいただ
ける2時間です。（※アロマレッ
スンで作ったものはお持ち帰り
いただけます。）

5月14日 (土)　14時～16時
ブライトン・ベル・カフェ
定員　12名　　参加費　3,500円
主催　ブライトン・ベル・カフェ

ブライトン・ベル・カフェ　
tel.6232-1144

20
MAP アロマケアとアフタヌーン
ティーを楽しむ

太閤秀吉がこよなく愛した能“高
砂”を感じる体験講座。初心者の
方にもわかりやすく、楽しく能の
世界を案内します。

5月21日(土)13時半～　山本能楽堂
定員　30名　　参加費　2,800円
主催　山本能楽堂

大阪ミュージアムショップ
（有限会社まんてん堂内OMS運営部）
tel.050-3508-7489

23
MAP 太閤秀吉が愛した
『能・高砂』を感じる
体験講座

大阪を代表する４種類の上方伝統
芸能のいい所だけを、落語家の解
説つきで見ていただく催し。（当
日の演目：狂言・落語・能・講談）

6月4日(土)18時～　山本能楽堂
参加費　Sエリア4,500円
 Aエリア4,000円
 Bエリア3,500円
主催　山本能楽堂

山本能楽堂　tel.6943-9454

27
MAP 初心者のための上方伝統
芸能ナイト 初夏の香り編

大阪を代表する４種類の上方伝
統芸能のいい所だけを、落語家の
解説つきで見ていただく催し。
（当日の演目：狂言・浪曲・落語・能）

5月21日(土)18時～　山本能楽堂
参加費　Sエリア4,500円
 Aエリア4,000円
 Bエリア3,500円
主催　山本能楽堂

山本能楽堂　tel.6943-9454

24
MAP 初心者のための上方伝統
芸能ナイト 風薫る編

煎茶を通じて歴史文化を学ぶ講
座です。基本的な作法や淹れ方を
学びますが、お茶を愉しみ、道具
や文具の使い方を学び、漢詩や墨
画の理解を深める煎茶の会です。
※気軽な服装でお越しください。
持ち物は不要です。

5月31日(火) 19時～21時　一茶菴
定員　10名　　参加費　3,000円　　
主催　文化想造塾

文化想造塾　担当渡邉(わたなべ)
E-mail:ipc@wa2.so-net.ne.jp
またはtel.090-3658-7804

21
MAP 文化想造塾＜煎茶＞　
煎茶から学ぶ文人文化考

店内の豊富なワインの中から、オ
ススメの3種を無料でテイスティ
ングしていただきます。
期間中毎週土曜　13時～16時
ワイングローリアス
参加費　無料
主催　ワイングローリアス

申込不要

22
MAP お薦めワイン3種
無料テイスティング

山本能楽堂創立以来続いている
定期公演。能二番と狂言一番が演
じられる。能のシテ（主人公）は
山本家同門がつとめる。

5月29日(日)13時～　山本能楽堂
参加費　一般5,500円
 学生3,000円
主催　山本能楽堂

山本能楽堂　tel.6943-9454

25
MAP たにまち能　
能「屋島」「杜若 恋之舞」

登録有形文化財の能楽堂内部を
１日限りの特別公開。
6月4日（土）13時～16時 ※要予約
参加費　無料
主催　山本能楽堂

山本能楽堂　tel.6943-9454
26
MAP
能楽堂特別公開

イベント
e v e n t

明るく開放的な工房で、あなたら
しい個性豊かな作品を作ってみ
ませんか。
随時 ※要申込　水日祝休
陶塾 陶芸教室　　定員　20名　　
参加費　1コース3,600円
主催　陶塾　陶芸教室

陶塾 陶芸教室　
tel.6941-5766

33
MAP
陶芸体験

プロの落語家による上方落語入門。
落語に出てくる大阪の橋と庶民
の水についての話、また生の落語
もたっぷり聴いていただきます。

６月２日(木）19時～21時
船場センタービル2号館
B2F多目的室
講師　桂 福丸（落語家）
定員　50名　　参加費　500円　　
主催　長田志野

E-mail:akashiya@d2.dion.ne.jp
またはfax.4400-2324
tel.090-8523-3033

34
MAP 上方落語入門

産地直送の新鮮野菜をカフェの
店頭で特別販売します。
会期中毎週水曜12時～21時
野菜食堂ペスカード
主催　野菜食堂ペスカード

申込不要
18
MAP ベジタブルマーケット

毎月14日は「e-よこの日」。河岸
公園や橋の上を皆で清掃します。
e-よこ会メンバーでない方も大
歓迎。当日は界隈に放置された自
転車への警告エフ（札）付けも実
施します。持ち物は不要。動きや
すい服装でお越しください。

5月14日（土）6月14日（火）
8時半～9時15分 ※雨天中止
集合　平野橋南側河岸公園　
 清掃用具庫前
主催　e-よこ会（水辺活用部会）

申込不要

19
MAP 水辺の定期清掃活動
＆放置自転車エフつけ

初心者の方にも気軽に楽しんで
頂ける「能」の入門講座。今回の
テーマは「世阿弥について」。
6月6日(月)14時～　19時半～
山本能楽堂
参加費　1,000円　　
主催　山本能楽堂

山本能楽堂　tel.6943-9454

28
MAP 能入門講座
まっちゃまちサロン

館内をガイドがご案内します。

会期中毎週土曜　14時～15時
大阪企業家ミュージアム
参加費　300円 入館料
主催　大阪企業家ミュージアム

申込不要

29
MAP 大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー

キーホルダー、へら、アクセサリ
ーなどから好きな小物を作って
いただきます。
5月28日（土）6月4日（土）11日（土）
13時～16時　当日随時受付
うたたね　　参加費　1,000円
主催　うたたね

うたたね　tel.6946-0661

30
MAP ワークショップ
木を削って小物作り

好きな仏画を和紙に写し取り、そ
の写し取った仏画の中に、またそ
の周辺に272文字の般若心経を
手書きします。構図やデザインは
独自で決め自身曼陀羅として制
作します。※材料や道具はすべて
ご用意いたします。
5月29日(日) 14時～16時 カフェmu 
定員　10名　　参加費　1,500円
主催　文化想造塾

文化想造塾　担当渡邉(わたなべ)
E-mail:ipc@wa2.so-net.ne.jp
またはtel.090-3658-7804

31
MAP 文化想造塾＜曼陀羅絵図＞
アートとして
写経と写佛を楽しむ

能の体験講座 うたたね　
ワークショッ

プ

なにわの伝統野菜のお話と試食
（漬物の予定）のあと、「玉造黒門
越瓜　たまつくりくろもんしろ
うり」の鉢植えを作ります。

6月8日（水）19時～21時　　
谷町空庭
講師　山内美陽子氏（谷町空庭）　　
定員　20名　　参加費　2,000円　　
主催　e-よこ会（ソーシャルカレッジ部会）

E-mail:
e_yoko_socialcollege@yahoo.co.jp
またはtel＋fax.6222-3878 
（愛日堂薬局内 平日9時～18時）

32
MAP 　よこソーシャルカレッジ
中央区のなにわ
伝統野菜を作ろう！

e-

伝統芸能賞

ミュージアム賞

水辺フレンチ賞

水辺中華賞

山本能楽堂　上方伝統芸能ナイト　8月6日（土）公演　ペアチケット１組

大阪企業家ミュージアム　「ガイドブック＆招待券」５セット

ルポンドシエル　ペアランチ券1組

四川彩秀　ペアディナー券１組

北浜五感　「ええもん」５セット

愛日堂薬局　「ヘルスケアセット」２セット

大阪水上バス　「アクアライナー」乗船券　ペアチケット５組

一本松海運　「落語家と行く　なにわ探検クルーズ」ペアチケット１組
 「とんぼりリバークルーズ」ペアチケット5組

日本水陸観光　ダックツアー　平日限定乗船ペアチケット２組

逸品賞

各イベント時にお配りするアンケートにお答えいただいた方の中から、
抽選で　よこ会ならではのステキな賞品をプレゼントします。奮ってご応募ください！ｅ-

クルーズ賞



ご案内ツアー　　をご希望の方は、
事前にお問合せください。
お問合せ先：090-2382-1061
10時～16時
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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。

資料館

大林歴史館

9時～17時 (入場は16時半まで）
土日祝休

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
MAP

丸一商店

5月26日（木）13時～18時
特別公開

5月26日（木）12時半～　18時～
27日（金）12時半～　各々30分間
ドイツ製グロトリアンピアノの
ガレージコンサート

知る人ぞ知る楽器店。川沿いのレ
トロビルの地下１階。ドイツ製グ
ロトリアンピアノの整備基地を
披露いたします。

3
MAP

くすりの道修町資料館

5月22日（日）6月5日（日）
10時～16時　特別開館
 
(平日、土　10時～16時通常開館）

”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。

5
MAP

渋谷利兵衛商店

9時～18時　日祝休

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
MAP

東横堀川水門

会期中毎週月木　特別見学会
12時半～　15時半～　各20分

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。

4
MAP

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。

6
MAP

イトーキ史料館

10時～17時
12時～1時昼休み休館
土日祝休

平成２年、創業100年を記念し
て開設された。世界初のホチキス
や魔法瓶、タイプライター、金庫
などの発明品、後の事務用品等を
展示している。

7
MAP

荒川歴史館

5月14日（土）10時～16時　
特別開館

｢暮らしにカンジン、ロジンの会
社｣マツタロウが登場するCMで
お馴染みロジン(松やに)の化学
のパイオニア、荒川化学工業。生
薬商｢玉屋｣にはじまり、松の神秘
を極めて135年。暮らしに欠か
せないロジンの歴史に触れてく
ださい！（※ニンテンドー DSを
持参すると、音声ガイドを無料で
聞けます！）

8
MAP

うたたね
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。

11
MAP

大阪企業家ミュージアム

10時～17時（水曜のみ～20時）
日月祝休
入館料　大人300円　
中高大学生100円
65歳以上と身障者200円

会期中毎週土曜日14時～15時
館内案内ツアー
5月には特別展「京阪百年展」開催

松下幸之助氏（パナソニック創業
者）など、大阪を舞台に活躍した企
業家の事績を紹介。小学生から高
校生までのお客様には、企業家を
紹介するマンガを1冊プレゼント!

9
MAP

山本能楽堂

6月4日（土）13時～16時 特別公開

公演（5回）

昭和25年築の国登録文化財。内
部には、外観からは想像がつかな
い立派な能舞台がある。毎月第１、
３土曜日夜6時から開催の「初心
者のための上方伝統芸能ナイト」
は、落語家の司会と解説付きで大
阪を代表する芸能が４種類も楽
しめて大人気！

10
MAP
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木～日　11時～19時

5月28日（土）6月4日（土）11日（土）
13時～16時
ワークショップ
「木を削って小物作り」
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よこ界隈には、ステキなレストランやオシャレなカフェがたくさんあります。
よこ逍遥開催期間中だけの割引特典もいっぱい。このパンフレットをご提示ください。

レストラン・カフェ

11時～15時　17時～23時　
日祝・水曜昼休

カジュアルでスタイリッシュな
水辺の日本料理店。店内から川が
見渡せる。

9
MAP Japanese Restaurant
MAGNOLIA
Tel.4980-1508

11時半～14時
17時～22時半　土日祝休
※夕食10％割引

"ほっこり温まるおでん"と"黒門
市場の鮮魚"がこだわりのおでん
ダイニング。

10
MAP おでん田八

Tel.6231-5949

11時半～14時半
17時～22時半（土昼のみ）　
日祝休
※ライブチャージ、夕食10％割引

麺・点心酒家。暖炉のある地下サ
ロンでは、個性的なミュージシャ
ンたちによるジャズ、フォーク
などのライブが不定期で開催さ
れている。

11
MAP Peggy Sue

Tel.6231-5950

11時～22時（八百屋）
11時半～22時（レストラン）
日・祝、月1回月曜不定休

北新地で創業65年の八百屋とレ
ストランが融合した店。産直野
菜など新鮮で美味しい野菜の販
売とそれらの野菜を使った料理
が楽しめます。

12
MAP ベジキッチンやまつじ

Tel.6201-4649

11時半～14時 L.O.（日12時～）
18時～22時 L.O.（日 ～21時 L.O.）
第3日・月休
※パンフ提示でディナー料金5%割引。

開放感あるガラス張りのイタリ
アンレストラン。旬のお野菜を使
ったメニューがオススメ。

14
MAP SOGNO（ソーニョ）

Tel.6941-2217

11時～22時　土～19時
日祝休

手軽に小腹を満たしたい時うって
つけ！お好み焼、焼そばは大阪ら
しく白ご飯と汁がつくランチも。
開店して7年、気さくなおっちゃ
んとお母さんが迎えてくれます。

13
MAP たこ姫

Tel.6945-5181

11時半～14時
17時半～22時　日祝休
5月26日（木）
フランス料理とジャズライブ

名建築の老舗フレンチレストラン。
2年連続「ミシュラン」で星を獲得。

1
MAP ルポンドシエル

Tel.6947-0888

8時～26時　土11時半～26時
日祝休

登録有形文化財「生駒ビルヂング」
の1階にあるイタリアンバール。
イタリアのホットサンド「パニー
ニ」が名物。

18
MAP il Bar 
CENTRAL BANCO
（イルバール　セントラルバンコ）
Tel.6232-1200

火～土17時～27時
日15時～25時半　　月休

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！

17
MAP EL PONIENTE GOZO

（エル　ポニエンテ　ゴソ）
Tel.6204-6606

11時半～14時
17時半～22時（土夜のみ）　
日祝休

大人の隠れ家的な「和」のダイニ
ングバー。

2
MAP さがん

Tel.6947-0789

18時～23時（L.O. 22時15分)
土日祝休
※パンフレット提示で
　ワンドリンクサービス

“いつもより　ちょっとごちそう
遊ごはん”手間隙かけた良質のお
料理と選りすぐりのお酒をご用
意しています。

6
MAP 遊ごはん 樂全

Tel.6231-7889

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。

8
MAP シーズカフェ

Tel.6231-2088

11～14時　17～22時 L.O.
（土11時半～22時 L.O.）日祝休
※ディナー10％割引（お一人様
　￥3,000以上のご飲食から。
　現金のみ。）

イタリアンをベースにフレンチ
や和などを取り入れた水辺のレ
ストラン。対岸には中央公会堂が
見える。

5
MAP Casual Restaurant
OUI
Tel.6233-1192

※北浜テラス参加店

 11時～14時　17時～23時
（土夜のみ）　日祝休　

泉州の鮮魚を使った料理がおい
しい和風居酒屋。

3
MAP 泉州旬味　十六夜

Tel.6208-7078

※北浜テラス参加店

17

11時半～15時　
日祝休　毎月３・10日休
※ランチ10％割引
5月27日（金）ええはがきBAR

家族経営のおもてなしが嬉しい
今までにないスタイルのサンド
イッチ。川を一望できる水辺のテ
ラスがステキ。テイクアウト可。

15
MAP kitahama sandwich
アップリケ
Tel.6947-7887

18

11時半～24時L.O.
ランチタイム　11時半～14時
土曜昼･日祝休
※パンフ持参の方､1ドリンクサービス
会期中毎週水曜
ベジタブルマーケット

新鮮野菜にこだわるオーガニッ
クカフェ。店内の窓からは川面が
見渡せる。

16
MAP 野菜食堂 ペスカード

Tel.6949-0510

17時～22時半　土日祝休

素材にこだわった「お袋の味」と
温かいおもてなしが人気の料理店。

23
MAP 家庭料理　鈴

Tel.6222-4770

11時～13時半
17時～23時（L.O.22時） 日祝休

すし吉のお寿司を食べたらよそい
けまへんヨ！！

20
MAP すし吉

Tel.6209-0777

19
MAP

7時半～19時半
土11時～16時半　日祝休

こだわりの自家焙煎珈琲の他、ラ
ンチ限定ヒレカツサンドや定期的
に変わる展示ブースも人気の秘密。

naked（喫茶カフェ）
Tel.6203-1759

17時半～21時（予約が望ましい）
日祝休　
土・月は魚すきの予約のみ受付

季節の鮮魚と野菜などを秘伝の
「だし」で焚く大阪名物「魚すき」
の老舗。創業元治元年（1864
年）。鯛めし、鯛めし会席なども
いただける。

21
MAP 魚すき　丸萬本家

Tel.6201-4950

17時～1時　毎週水・第3火曜休

素材の良さと丁寧な仕事が人気
のお店。

22
MAP 炭火焼鳥　なかお

Tel.6222-1222

20

7時半～21時（L.O.20時半）日祝休
5月14日 (土) アロマケアと
アフタヌーンティーを楽しむ

フルーツたっぷりの手作りケー
キ(500円)はボリューム満点!!
男爵芋を使ったバロンサンドイ
ッチを本格的な紅茶と味わって
みて!!

24
MAP ブライトン・ベル・カフェ

Tel.6232-1144

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。

28
MAP ゼー六

Tel.6261-2606

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。

25
MAP 四川 彩秀

Tel.4705-0123

18時～22時半　
土祝予約のみ　日休
※￥600以内のドリンクを1杯サービス

陽気なママが迎えてくれる小さな
台湾料理店。日本と台湾文化の架
け橋として、店内には台湾情報の
パンフレットも豊富。

26
MAP アジア舟

Tel.6261-6515

8時～19時半　
日祝休（土11時～17時）

自家製ケーキが美味しい。

自家焙煎珈琲濱田屋
Tel.6262-068827

MAP

11時～21時半（土日祝～19時）

水辺のレトロビルで純英国風
ティータイムが楽しめる。

4
MAP 北浜レトロ

Tel.6223-5858
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 （日祝10時～19時）
サロン 9時半～19時半 L.O.
 （日祝10時～18時半 L.O.）

大正11年築の近代建築にある和
風ケーキ屋さん。カフェも。

7
MAP GOKAＮ北浜本店

Tel.4706-5160

ｅ-
ｅ-



22

10

33

3

風情あふれる老舗やユニークなショップが並ぶ　 よこエリア。
マップ片手に界隈をそぞろ歩いて、お気に入りのお店を見つけてみてください。

ショップ

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。

32
MAP Da 'Fronte
（ダ・フロンテ）
Tel.6946-5161

32

水土　11時半～日没
※屋上（空庭）で栽培している
　ミツバプレゼント
6月8日（水）ソーシャルカレッジ
中央区のなにわ伝統野菜を作ろう！

ビルのなかのゆるやかなカフェ。
ｅ-よこ会グリーンポットのお世
話をしてくれている。

41
MAP 谷町空庭

Tel.6949-0679

9時～19時半　定休日未定
※1,000円ごとのお買い上げにつき
　100円割引

2011年3月3日オープン。美味
しいをとことん追求し、皆様に愛
されるケーキ屋さんを目指します。

40
MAP パティスリー　ピッコ

Tel.6314-6139

12時～18時　日休

収穫１年以内の「新茶の紅茶」®と、
もっちりシフォンケーキが自慢で
す。ごはんには、小麦粉を使わず
19種のスパイスで作った「きの
こカレー」をお出しいたします。

39
MAP 森のらくだ

Tel.6946-7080

11時半～14時　17時半～21時
土11時半～15時　日祝休

自家栽培と自家製粉のお蕎麦屋さん

38
MAP 夢屋

Tel.6947-7779

10時～20時　日祝休

生クリームとはちみつを練り込
んだ人気商品「はちみつ食パン」。
しっとりもちもちのぜいたくな
食感をぜひご賞味ください！

37
MAP eight knot bakery

Tel.6940-4260

11時半～13時半　17時半～23時
日祝休
※きゅうり又はセロリの浅漬け
　プレゼント

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）

36
MAP 串かつ五條家

Tel.6945-5045

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。

35
MAP 洋食屋ふじ家

Tel.6941-7283

11時半～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

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」
2つ星に輝く名店。

34
MAP Fujiya 1935

Tel.6941-2483

11時半～14時半（土～14時）
日祝休

頑張ってます！

33
MAP
うどんそば処 うさぎや

8時～19時　月曜休　祝日不定休

自家製パンの手づくりサンド
イッチがオススメのカフェ。テイ
クアウトあり。なにわの伝統野菜
取扱店。

31
MAP cafe 初花
（hatuhana）
Tel.6314-6864

営業時間は店舗によって異なる
（詳細は問合せください）

明るく開放的な都心のリゾートホ
テル。館内１階にはレストラン（和
食・洋食）やカフェ、14階には居
酒屋も備えている。昨年４月から、
１階ロビーに『ふるさと回帰支援
センター』がオープンし、田舎暮ら
しに関する情報がそろう。

30
MAP シティプラザ大阪

Tel.6947-7867

8時～19時半（L.O.）
土9時～19時（L.O.）　日休

大きな窓から東横堀川と本町橋を
見おろせる水辺のカフェ。

29
MAP E.lect cafe
（イーレクトカフェ）
Tel.6314-6789
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13
MAP NOTICE

Tel.6949-4187

9時～19時半
土日祝　9時～17時　無休

ハイセンスなアレンジが人気のフ
ラワーショップ。ブーケやベラン
ダのコーディネイトも気軽に相談
してみてね！

15
MAP 陶塾　陶芸教室

Tel.6941-5766

14時～21時　水日祝休
※期間中小さな焼き物プレゼント
（数に限りあり）
陶芸体験　随時受付 ※要申込

明るく開放的な工房で自由な陶芸
が楽しめます。

12
MAP SaRa Ra

Tel.6966-5670

11時～18時半　土10時～17時
日祝水休
※1,000円以上のお買い上げで
　ステキなプレゼントをご用意

「暮らしを楽しむ」をテーマに「普
段使いのチョットいいもの」たち
をお店いっぱいに詰め込んで皆様
のご来店をお待ちしております。

レストラン・カフェ
r e s t a u r a n t ・ c a f e

1
MAP フロマージュ天満橋

Tel.6942-5331

月～金　10時半～19時半
第４土　11時～18時　
以外の土日休　　※15％割引
6月10日（金）
輸入チーズのガレージセール

珍しいチーズが量り売りで買える。

2
MAP TENNY TENNY

Tel.6947-2660

11時～14時　17時半～19時
（土11時～売り切れ次第終了）日祝休
※スープまたはサラダをサービス

一口おにぎり「手にぎり」のお店。
テイクアウトのみ。

10
MAP

Tel.4791-0808

10時半～21時（土～17時）日祝休
期間中毎週土曜　
お薦めワイン3種無料テイスティング

800アイテムがそろうワインシ
ョップ。平日17時半～ 21時ワ
インバーあり。

ワイン・グローリアス

3
MAP

Tel.6941-3364

8時～18時　日祝休

弘化2年（1845）創業の老舗昆布店。

八木昆布店

10時半～19時半　無休

小径自転車専門店。かわいい自転
車がいっぱい。

Tel.4793-1707

5
MAP LORO CYCLE 
WORKS 

4
MAP

Tel.6941-0745

9時～20時　日祝休　土曜不定休
5月29日(日)篆刻教室

一級印章彫刻技能士の親子（お父
さんは「現代の名工」受章者）が
営業する手づくり印鑑屋さん。

福原印房

5

6

6
MAP

Tel.6222-3878

9時～18時　土日祝休
※フィッツ化粧品（オーガニック
　ハーブ化粧品）のサンプル進呈
6月3日（金）フィッツハンド
トリートメントとハーブティ試飲
6月10日（金）やさしい漢方講習会
夏バテに効く漢方

漢方薬・生薬認定薬剤師が、一人
ひとりに合ったお薬とともに、健
康の相談に応じてくれる。オーダ
ーメイドのお茶も注文できる。（ど
ちらもお手頃価格）

愛日堂薬局

9
MAP

Tel.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

7
MAP

Tel.6231-3814

10時～17時（土～12時）　日祝休
※10時～16時の来店で
　お抹茶とお菓子（梅干し）500円

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

8
MAP

Tel.6201-3731

10時～18時（土～16時）　日休
※12時～16時の来店者に
　お煎茶1煎（お菓子つき）サービス

創業160年、大阪一のお茶の老舗
であなたのmyお茶を見つけてみ
ませんか？日本茶アドバイザーが
お手伝いします。

先春園本店

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る。

11
MAP フラワー＆グリーン  
花三
Tel.6944-2287

14
MAP

11時～20時（土～15時）　
日祝・月休

バルト三国ラトビア発、潤いの
ハンドメイドソープと入浴剤の
専門店。

STENDERS
Tel.6941-5060
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大日本住友製薬
外壁遺構

豊臣氏大坂城内
武家屋敷跡

宇野浩二文学碑

中大江公園
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マイドームおおさか
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大阪俵物会所跡
大阪金相場会所跡

維新史跡
月性龍護遺跡

本町橋

中
国
街
道

紀
州
街
道

熊
野
街
道

亀岡街道

1 41～

1 15～

1 9～

1 11～

レストラン・カフェ

ショップ

みどころ

石碑・史跡

社寺

旧街道

八軒家浜船着場

本
町
橋
船
着
場

資料館

1 34～ イベント

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

31

29
32

m
a
p　
マ
ッ
プ

マ
ッ
プ
　
m
a
p

逍遥よこ

マップ
　 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」としてお使いいただけます。

ｅ-



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
MAP

高麗橋・里程元標

1
MAP

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
MAP 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
MAP

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
MAP

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
MAP

天野屋利兵衛の碑

現役の橋としては大阪市内最古の
橋。大正２年建設。e -よこ会のフ
ラワーポットが飾ってある。

7
MAP

本町橋

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
MAP

曲渕地蔵尊

9
MAP

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。

ｅ‐よこ会とは？

東横堀川水辺再生協議会

主催：東横堀川水辺再生協議会　大阪商工会議所　地図協力：NPO水都OSAKA 水辺のまち再生プロジェクト　デザイン：alt.design associates

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

www.e-yokobori.jpe-よこ会ホームページ

「e-よこ逍遥」最新情報をブログで更新中！ぜひご覧ください。

「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！

（2011年3月現在）
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