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場所｜東横堀川界隈[大阪市中央区]　
問合せ｜e-よこ会事務局 大阪商工会議所 地域振興部内　
Tel 06-6944-6323[平日9時～17時]　E-mail info@e-yokobori.jp　

2012

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？

イベントガイド＆マップ



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。

逍遥よこ イベントカレンダー

2012.5.14[ 月 ]－6.14[木 ]
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

6/11 6/12 6/13 6/14

金曜日

5/14 5/15 5/16 5/17 5/18
土曜日

5/19

※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。

日曜日

5/20

21 22 23 24 25 265/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/ 5/27

5/28 5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3

6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10

19時～

2 e-よこ逍遥クロージング
パーカッションWS＆水辺ピクニック

5月19日（土）～6月10日（日）11時～16時半　毎時00分、30分発6 中之島公園バラクルーズ

18時半～、19時半 ～
3

13時～、14時～5 e-よこ親子クルーズ

5月19日（土）～6月10日（日）18時～7 中之島サンセット・チャータークルーズ

9時半～8 まちあるき「東横堀見聞録」

11 10時～
くすりの道修町資料館
特別開館

13時～

10 楽器ミュージアム（丸一商店）特別開放

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～ 15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

13時半～、15時半～12「東横堀川水門」特別見学会

10時～13 荒川歴史館特別開館

14時～
14 大阪企業家ミュージアム館内案内ツアー

14時～

14 大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー

14時～

14 大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー

14時～

14 大阪企業家ミュージアム館内案内ツアー

11時～

15 IKUOアクセサリー
新作作品展

19時～

4 e-よこソーシャルカレッジ
「e-よこ講談 旭堂南陽氏を迎えて」

e-よこソーシャルカレッジ
「重要文化財de春のお茶会」

11時～

15 IKUOアクセサリー
新作作品展

11時～

15 IKUOアクセサリー
新作作品展

12時～、15時～
16 レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会

14時～
17 レトロ建築ビル探訪生駒ビル特別案内ツアー

e-よこ逍遥機関中開催

長期開催クルーズ

13時～

18 お薦めワイン3種無料テイスティング

13時～

18 お薦めワイン3種
無料テイスティング

13時～

18 お薦めワイン3種
無料テイスティング

13時～

18 お薦めワイン3種
無料テイスティング

11時～

19 食べるヨガインドの菜食家庭料理

11時～

19 食べるヨガ
インドの菜食家庭料理

11時～

19 食べるヨガインドの菜食家庭料理

11時～

19 食べるヨガインドの菜食家庭料理

19時～
20 やさしい漢方講習会「漢方で冷え症にさようなら」

21 講演会「歴史の舞台地となった大坂」
13時半～

22 10時～、14時～
篆刻（てんこく）教室

19時～

23 文化想造塾＜煎茶＞
「煎茶から学ぶ文人文化考」

24 文化想造塾＜曼荼羅絵図＞
「アート感覚で写経を楽しむ」
13時～

18時～

25 初心者のための伝統芸能ナイト＆
能楽堂特別公開　

14時～、19時半～

27 能入門講座
まっちゃまちサロン

13時～26 たにまち能能「花筐」「土蜘蛛」　

19時～
28 第９回マンスリーアートカフェ「都市の魅力創造」

31 水日祝休
陶芸体験9 除痘館記念資料室館内

案内ツアー

14時～29日本茶のブレンドに挑戦しよう！

12時～29 日本茶のブレンドに挑戦しよう！

１５時～
30

キタリシテ邦楽サロン＜箏曲＞
「箏（こと）の音を楽しむ」

11時～32 約50人の本棚展

14時～29 日本茶のブレンドに挑戦しよう！

11時～32 約50人の本棚展

11時～32 約50人の本棚展
12時半～

1 e-よこ逍遥
オープニングコンサート

12時半～、18時～

33ドイツ製グロトリアンピアノのガレージコンサート

19時～、　20時45分～

34五農菜園スペシャルライブ　大塚善章カルテット プラス オル・トグン

5/14 [ 月 ] 6/14 [ 水 ]

詳細： 裏表紙に記載
8時半～

水辺の定期清掃活動
＆放置自転車エフつけ 

詳細： 裏表紙に記載8時半～
水辺の定期清掃活動＆放置自転車
エフつけ 



波切天神 20,000円[11名]　　  かもめ  20,000円[10名]

リバーシャトル 18,000円[9名]   XELHA  20,000円[12名]

月光  16,000円[8名]　　　　  MRD  18,000円[9名]

※1時間の料金

(     )　 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。

逍遥よこ イベント
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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※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。

ｅ-

「e-よこ逍遥」のオープニングは、ジャズバ
ンドによるコンサート。楽器輸入商のガレー
ジが、川に向かってオープンに！水辺の公園
で気軽にお楽しみいただけます。

5月14日（月）12時半～13時
丸一商店１階スペース
（客席は川沿いの公園）
参加費　無料
申込不要
主催：丸一商店

e-よこ逍遥
オープニングコンサート

1カ月にわたる「e－よこ逍遥」クロージング
として、水辺の公園でのパーカッションを楽
しむワークショップとピクニック。あなたも
即興演奏にトライしてみませんか？ 「音ので
るもの」を持ってお越しください！
6月14日（木）19時～21時
葭屋橋南側公園　
参加費　パーカッションＷＳ　500円
ピクニックは、食べ物か飲み物を一品お持ち
ください。
パーカッションＷＳのみ要申込
（ピクニックは当日お越しください）
主催・申込　
e-よこ会（ソーシャルカレッジ部会）
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

2

パーカッションWS
＆水辺ピクニック

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19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人　参加費　1500円
主催・申込　大阪あそ歩委員会
　　　　　　tel:06-6282-5930 
　　　　　　平日13時～17時

8

まちあるき「東横堀見聞録」

ミュージアム＆ツアー

東横堀川にかかる名橋や水門、中之島剣先
の噴水や大阪城のほか、大阪湾に沈む夕日、
夜には橋のライトアップも楽しめるぜいたく
なクルーズ。会社帰りに飲み物片手に気の
合う仲間と…界隈のおいしいお食事をテイ
クアウトして…など、お好きなスタイルでお
楽しみください。
＜お薦めオプション＞
飲み物やおつまみを楽しみながら・・・
　初花：サンドイッチBOX 　480円
　　　　ｔｅｌ：06-6314－6864　
　ダフロンテ：イタリアン前菜3種・
　　　　　　　パン・ワインミニボトル1500円　
　　　　　　　ｔｅｌ：06-6946－5161
クルーズの前後にお食事とともに…
　パンフレットに掲載されたレストランをご覧ください。
　ｅ－よこ逍遥期間中だけの割引特典もあります！

5月19日（土）～6月10日（日）18時～21時
本町橋船着場発着
定員・参加費　舟によって異なる
主催　大阪小型水上旅客船協議会、e-よこ会
申込　ｅ-よこ会事務局
　　　大阪商工会議所地域振興部内
　　　info@e-yokobori.jp または
　　　fax: 06-6944-6330
　　　乗船日の3日前まで
※各舟の運航日は事務局までお問い合わせください。
※潮の高さなどにより運航できる日時が限られるこ
　とがあります。
※おつまみセットやお食事は、直接店舗にお申し込
　み下さい。

7

中之島サンセット・チャーター
クルーズ

お馴染みロジン（松やに）の化学のパイオニ
ア、荒川化学工業が、平成18年に創業
130年を記念して開設。生薬商「玉屋」に
はじまり、松の神秘や、暮らしに欠かせない
ロジンの歴史に触れてください！
5月19日(土)　10時～16時
荒川歴史館
申込不要　
参加費　無料
主催　荒川歴史館

13

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。
ヨーロッパの貴重な楽器が並ぶ店内は壮観。

6月6日（水）
13時～18時
丸一商店
申込不要　
参加費　無料
主催　丸一商店

10

楽器ミュージアム（丸一商店）
特別開放

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20日（日）　10時～16時
くすりの道修町資料館
申込不要　
参加費　無料
主催　くすりの道修町資料館

11

くすりの道修町資料館特別開館

会期中、毎週月・木
13時半～14時、15時半～16時
東横堀川水門
申込不要　
参加費　無料
主催　東横堀川水門事務所

12

「東横堀川水門」特別見学会
パリで活躍するアクセサリーデザイナー・
IKUO ICHIMORIの新作作品展です。

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
いてのお話を聞く事ができます。 5月31日（木）～6月2日（土）

11時～18時半
伏見ビル3F
申込不要　参加費　無料
主催　イクオ・ジャポン　
　　　tel:080-2450-2570

15

IKUOアクセサリー新作作品展

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？特別公開します。ま
た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

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。

６月９日（土）12時～、15時～
大阪市中央区北浜1-1-18
忠治郎ビル３階 sur mesure DESAKI内
定員　各回8人　
参加費　500円
主催　山西輝和（TERUTERUBOW'S)・
　　　出崎栄三
申込　ジュール・ムジュール デサキ　
　　　出崎栄三　
　　　tel:06-6231-6710

16

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会

ガイドが、展示企業家105名のうち、イン
スタントラーメンを発明した日清食品創業
者・安藤百福氏など10名のエピソードを
社名やマークの由来なども交えながら楽し
くご紹介していきます。

会期中、毎週土曜日14時～1４時半
大阪企業家ミュージアム
申込不要　
参加費　300円（入場料）
主催　大阪企業家ミュージアム

14

4

大阪企業家ミュージアム
館内案内ツアー

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・申込　除痘館記念資料室
　　　　　　tel: 090-2382-1061　
　　　　　　10時～16時

9

除痘館記念資料室館内
案内ツアー

６月９日（土）14時～15時
生駒時計店
定員　30人　
参加費　無料　
主催　生駒時計店
申込　ｅ-よこ会事務局
　　　大阪商工会議所地域振興部内
　　　info@e-yokobori.jp または
　　　fax: 06-6944-6330

17

レトロ建築ビル探訪
生駒ビル特別案内ツアー

e-よこ逍遥オープニング

大阪城の外堀として開削された、大阪最古
の堀川・東横堀川を楽しむクルーズ。船上
ではｅ－よこ会ガイドがご案内します。親子
でご参加ください！

5月19日（土）
13時～13時50分、14時～14時50分
本町橋船着場発着
定員　各回30人
参加費　親子で500円
主催　大阪小型水上旅客船協議会,ｅ-よこ会
申込　ｅ-よこ会事務局
　　　大阪商工会議所地域振興部内
　　　info@e-yokobori.jp または
　　　fax: 06-6944-6330

5

よこ親子クルーズe-

通常非公開の小西家に界隈の粋が集結☆
茶道を知らずとも心で感じればok!和の心
得と知恵を学び社長と邸内散策へ

5月25日（金）
18時半～19時15分、
19時半～20時15分
小西邸　
定員　各回20人
参加費　2000円(着物の方粗品プレゼント)
主催・申込　
e-よこ会（ソーシャルカレッジ部会）
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

3

重要文化財de春のお茶会 中之島公園バラ園に咲き誇る約310種・
およそ3700株のバラを、船上から楽しむ
クルーズ。10人乗りの小型船で優雅に、中
央公会堂やライオン橋など中之島の魅力を
満喫！　

5月19日（土）～6月10日（日）
11時～16時半　毎時00分、30分発　
ローズポート発着
定員　各回10人　申込不要
参加費　1500円
主催　大阪小型水上旅客船協議会

6

中之島公園バラクルーズ

クルーズ

e-よこソーシャルカレッジ

ひとたびその語りが始まると独特のリズム
と間合いでその世界へぐいぐいと引き込ま
れて行きます。
歴史物が多い演目の中、語学を駆使した外
国語講談やJAZZやクラシックなどの音楽
と融合した講談などにも取り組んでいる南
陽氏。当日はどんな演目が聞けるのか？会
場の皆さんと一節なども？・・・お楽しみに！

６月８日（金）19時～21時
大阪産業創造館 15階
参加費：500円
主催・申込　
e-よこ会（ソーシャルカレッジ部会）
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

e-よこ講談 
旭堂南陽氏を迎えて

3

5

6

9

8

4

1

e-よこ逍遥クロージング



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。
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グルメ

漢方薬・生薬認定薬剤師が初めての方に
もわかりやすく漢方を解説します。今回は
エアコンの効き過ぎなどによる夏の冷え症
に対する漢方的解消法についてのお話をし
ます。また、漢方の煎じ薬、お茶の試飲も行
ないます。

5月18日（金）19時～20時15分
愛日堂薬局
定員　10人　
参加費　500円
主催・申込　愛日堂薬局　
tel・fax: 06-6222-3878　平日9時～18時

20

やさしい漢方講習会
「漢方で冷え症にさようなら」

講演会＆ワークショップ

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。

会期中毎週土曜日　13時～16時
ワイングローリアス
申込不要　
参加費　無料
主催　ワイングローリアス

18

お薦めワイン3種
無料テイスティング

インド人が本当に毎日家庭で食べている
菜食インド料理のランチセットを特別に
ご用意します。豆カレーのレシピ付きスパ
イスもプレゼント
会期中毎週土曜日　11時～14時半
インドキッチン ボージャン
定員　25人
参加費　1500円
主催・申込　インドキッチン ボージャン
　　　　　　tel:06-6228-1877

19

食べるヨガ
インドの菜食家庭料理

講師：赤西市子氏（愛日堂薬局代表）

煎茶やほうじ茶、茎茶などの日本茶をベー
スにして、黒豆や玄米、抹茶またはお好み
のハーブをブレンドしてみませんか？マイブ
レンド茶を計量して袋につめれば、オリジナ
ルティーバッグの完成です。ご自分で楽しむ
ほかプチギフトにしても喜ばれます。どこに
も売っていないあなただけのお茶を見つけ
ましょう。

５月18日（金）、５月25日（金）14時～17時
5月19日（土）12時～15時
先春園本店
定員　各回7人　
参加費　500円　材料費別途300円程度～
主催・申込　先春園本店
　　　　　　tel: 06-6201-3731
　　　　　　10時～18時

29

日本茶のブレンドに挑戦しよう！

日本の伝統楽器・箏（こと）を用いて、歴史
や鑑賞方法も紹介しながら、実際に楽器を
弾いていただき箏の音色を楽しんでいただ
く講座です。
男女、年齢、経験の有無に関係なくご参加
いただけます。親子での参加も歓迎。また、
持ち物も不要です。

６月３日(日) 15時～16時半
キタリシテ
定員　12人　
参加費　1000円　材料費別途300円程度
主催・申込　
キタリシテ　担当：土井（どい）宛　
kita_li_cite@yahoo.co.jp 
または tel: 090-5124-6807
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キタリシテ邦楽サロン＜箏曲＞
「箏（こと）の音を楽しむ」

前・橋下知事が新設した大阪府都市魅力
創造局都市魅力課に、民間からの特別任用
で３年間勤めたカフェマスターの実録体験
談。行政でまちの魅力づくりをすること、行
政で民間人が働くことについてお話しいた
します。

5月18日（金）19時～21時
辰野ひらのまちギャラリー
大阪市中央区平野町1-5-7 
辰野平野町ビル地下1階
定員　30人　
参加費　無料
主催・申込　船場アートカフェ　
art-cafe@ur-plaza.osaka-cu.ac.jp
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第９回マンスリーアートカフェ
「都市の魅力創造」
マスター：杉本容子
大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員
都市魅力プランナー

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22日(火) 19時～21時
一茶菴　大阪市中央区大手通1-1-1
定員　10人　
参加費　3000円
主催・申込　
文化想造塾　担当　渡邉(わたなべ)宛て
E-mail: ipc@wa2.so-net.ne.jp
またはtel:090-3658-7804
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文化想造塾＜煎茶＞
「煎茶から学ぶ文人文化考」

大阪を代表する上方伝統芸能のなかから、
４つを選んでハイライト部分を１５分ずつ、
落語家の解説付きで見ていただく催し。
（演目：落語、お座敷遊び、浪曲、狂言）
また今回は特別に、終演後に、登録文化財
の能楽堂内部の案内つき。

5月19日(土)　18時～
山本能楽堂
Sエリア4500円　Aエリア4000円　
Bエリア3500円
主催・申込　
山本能楽堂　tel:06-6943-9454
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初心者のための
上方伝統芸能ナイト
＆能楽堂特別公開　

初心者の方にも気軽に楽しんでいただける
「能」の入門講座。今回のテーマは「能の囃
子」。能で使われる楽器について学び、魅力
を味わいます。

６月４日（月）14時～、19時半～
山本能楽堂
参加費　1000円　
主催・申込　
山本能楽堂　tel:06-6943-9454
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能入門講座
まっちゃまちサロン

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。18
歳の山本麗晃が土蜘蛛のシテを初めてつ
とめさせて頂きます。

６月３日（日）13時～　
山本能楽堂
一般5500円、学生3000円
主催・申込　
山本能楽堂　tel:06-6943-9454
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たにまち能
能「花筐」「土蜘蛛」　

和紙に、いくつかの仏画の中から好きな仏
画を選んで写します。写し終えたら、仏画(
仏様)の顔以外のスペースに般若心経２７６
文字を書き込みます。仏画の大きさ、形、そ
して般若心経の書く場所、文字の大きさは
自由です。和紙に自身の曼荼羅の世界を描
いて楽しむ講座です。和紙、ペンなどの材
料は用意します。持ち物は不要です。
6月3日(日) 13時～14時半
「和み」の文化スペース 
KITA LI CITE（キタリシテ）
大阪市中央区北浜1-1-12 Y'sピア北浜5F
定員　10人　
参加費　1000円
主催・申込　
文化想造塾　担当渡邉(わたなべ)宛て
E-mail: ipc@wa2.so-net.ne.jp
またはtel:090-3658-7804
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文化想造塾＜曼荼羅絵図＞
「アート感覚で写経を楽しむ」

6月3日（日）10時～12時、14時～16時
少彦名神社会議室
定員　各回5人　
参加費　1000円材料費込み
主催・申込　
福原印房　氏名、tel、参加人数、彫りたい
１文字を明記の上 fax: 06-6941-6264

22

篆刻（てんこく）教室
講師：福原靖山氏・福原秀次氏

講師：長谷吉治氏　大阪龍馬会幹事

大久保利通・木戸孝允・板垣退助らが今
後の政府の方針について協議した会議「大
阪会議」が行われた料亭「三橋楼」があった
場所での講演会。江戸期には天満橋にあり、
大坂三大橋「天満橋」「天神橋」「難波橋」が
見れたとか。当日は、「大阪会議」のほか、
あまり知られていない歴史の舞台地を紹介。
６月９日（土）13時半～15時
大阪産業創造館　１５階Ｂ室
定員　60人　
参加費　500円
主催・申込　
森田 稔　E-mail:akashiya@d2.dion.ne.jp
tel:090-3057-7750 fax:06-6222-0212
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講演会
「歴史の舞台地となった大坂」

31

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人　　
参加費　1コース3,600円
主催・申込　陶塾 陶芸教室　
tel: 06-6941-5766

陶芸体験

落ち着いた空間でジャズとお食事をお楽し
み下さい。　Pf: 大塚 善章　B: 中山 良一
Dr: 上場 正俊　Ts: 高橋 知道 パーカッシ
ョン: オル・トグン
5月25日（金）
1st 19時～、2nd  20時45分～
Ｃafe&Ｒestaurant　五農菜園
参加費　3500円　
逍遥パス提示ワンドリンクサービス
主催・申込　Ｃafe&Ｒestaurant 五農菜園
tel: 06-6209-0358
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五農菜園スペシャルライブ　
大塚善章カルテット
プラス  オル・トグン

水辺の緑が明るい古本喫茶で3日間限定で
一般応募者のセレクト本を大放出☆3店同時
開催につき詳細はブログで　
http://www.folkbookstore.com
5月18日(金)～20日(日)  
11時～20時
申込不要 　参加費無料
主催：FOLK  old book store
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約50人の本棚展

「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、川に向かってオープンに！水
辺の公園で気軽にお楽しみいただけます。
6月6日（水）
12時半～13時、18時～18時半（予定）
丸一商店１階スペース
申込不要　無料
主催　丸一商店

33

ドイツ製グロトリアンピアノの
ガレージコンサート

ミュージック

10

10

10



5月19日（土）18時～
初心者のための上方伝統芸能ナイト
＆能楽堂特別公開
6月3日（日）13時～
たにまち能　
6月4日（月）14時～、19時半～
能入門講座まっちゃまちサロン　

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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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

丸一商店

6月6日（水）13時～18時
特別公開

5月14日（月）
12時半～13時
e-よこ逍遥オープニングコンサート
6月6日（水）
12時半～13時　18時～18時半
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

くすりの道修町資料館

10時～16時　日祝休

5月20日（日）
10時～16時　特別開館

”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

渋谷利兵衛商店

10時～17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

東横堀川水門

会期中毎週月木　特別見学会
13時半～　15時半～　各30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

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

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

荒川歴史館

5月19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

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

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～14時半
館内ガイドツアーを実施。
特別展　5月「挑戦・創意工夫　今、活躍
する企業家たち」、6月未定

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

山本能楽堂
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
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「自分でキーホルダーを作る簡単なキット」
プレゼント 先着順　数量限定
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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。

逍遥よこ まちのミュージアム



手造りソーセージなどの肉料理がオスス
メ。ワインと供にイタリアを感じて下さい。
日曜・祝日もお待ちしております！
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"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。

7おでん田八
tel: 06-6231-5949

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。

8Peggy Sue
tel: 06-6231-5950

八百屋・レストラン　11時～22時
日・祝、月1回月曜不定休

ココロとカラダがよろこぶ野菜を召し上が
れ。「美味しい野菜を届けたい」「野菜の良
さ、愉しみ方をもっと伝えたい」「生産者が
野菜に込めた思いも、キチンと届けたい」 
という思いで北浜の地にオープンしまし
た。野菜を中心に据え、野菜という切り口
で健康と美容、食べることの愉しみをお伝
えしていこうと考えています。

11ベジキッチン北浜
tel: 06-6223-0255

レストランの本格中華料理を、居酒屋プラ
イスで食べられる隠れ家的なお店です。

9だるま庵
tel: 06-6940-4708

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。

10SOGNO（ソーニョ）
tel: 06-6941-2217

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。気さくなおっちゃんが迎えてくれ
ます。

6たこ姫
tel: 06-6945-5181

11時半～14時
17時半～22時　日祝休

名建築の老舗フレンチレストラン。3年連
続「ミシュラン」で星を獲得。

1ルポンドシエル
tel: 06-6947-0888

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！

12EL PONIENTE GOZO
（エル　ポニエンテ　ゴソ）
tel: 06-6204-6606

11時半～13時　17時～24時（L.O.23時） 
日祝休

産地直送で毎日届く鮮度にこだわった旬
の食材を逸品の酒と共に味わう。やすらぎ
とおもてなしの一滴（ひとしずく）をご堪
能ください。

25美酒と旬味　滴
tel: 06-6944-2726

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。

26Da 'Fronte
（ダ・フロンテ）
tel: 06-6946-5161

11時半～13時半　17時半～22時
日休
※e-よこ逍遥パス提示で夜のみワンドリンクサー
　ビス

気軽にワインと食事を楽しめるフレンチ
食堂です。

27Le日本食堂
（フレンチ）    
tel:  06-6941-8623

15時～翌1時　日祝休

バルがコンセプトなお店です。
気軽に一杯とアテを食べに来てく
ださい

28キャーブ ド ポワロー
ダイニングバー
tel:  06-6941-5150

11時半～13時半　17時半～23時
日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で
　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）

13串かつ五條家
Tel: 06-6945-5045

11時半～14時半（土～14時）
日祝休

頑張ってます！

19うどんそば処 うさぎや

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さがん
tel: 06-6947-0789

18時～23時（L.O. 22時15分)
土日祝休
※e-よこ逍遥パス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。

5遊ごはん 樂全
tel: 06-6231-7889

11～14時　17～22時 L.O.
（土11時半～22時 L.O.）日休、祝不定休
※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。

4Casual Restaurant
OUI
tel: 06-6233-1192

※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泉州旬味　十六夜
tel: 06-6208-7078

※北浜テラス参加店

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。

24シティプラザ大阪
tel: 06-6947-7867

ランチタイム　11時半～14時
ディナー　18時～24時
土曜昼･日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で､1ドリンクサービス

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。

14野菜食堂 ペスカード
tel: 06-6949-0510

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！！

15すし吉
tel: 06-6209-0777

11時～14時半
17時半～（L.O.22時）日休

会期中毎週土曜日　11時～14時半
食べるヨガ　インドの菜食家庭料理

スパイスと野菜のインド菜食家庭料理が楽
しめる。

16インドキッチン　
ボージャン
tel: 06-6228-1877

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。

18魚すき　丸萬本家
tel: 06-6201-4950

11時～14時　ランチビュッフェ
11時～22時　カフェ
17時～23時　ディナー（L.O22時）
日休
※e-よこ逍遥パス提示でディナー時ワンドリンク
　サービス（逍遥期間中）

昨年オープンしたばかりの隠れ家レストラ
ン。表には新鮮な産直野菜などが並び、奥
にはジャズ演奏を聴きながらゆっくり食事
が楽しめるラウンジも。一流の料理人によ
る創作料理をぜひ！！

17五島列島農家直営
レストラン＆カフェ
「五農菜園」
tel: 06-6209-0358

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。

20炭火焼鳥　なかお
tel: 06-6222-1222

ランチ　水・土を除く　11時半～14時
ディナー　18時～24時
水定休

21ｐｉｕ（ピウ）  
tel: 06-6131-8484

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。

22四川 彩秀
tel: 06-4705-0123

18時～22時半　
土祝予約のみ　日休
※e-よこ逍遥パス提示で￥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。

23アジア舟
tel: 06-6261-6515

ｅ-
ｅ-

19

中之島サンセット・チャータークルーズ
5月19日（土）～6月10日（日）
お薦めオプション 7

五農菜園スペシャルライブ　
大塚善章カルテットプラス  オル・トグン
5月25日（金）34

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。

逍遥よこ グルメ

レストラン

※このパンフレットまたは巻末のe-よこ逍遥パスを切り取ってご提示ください。

11時～22時　土～19時
日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で料金50円引。

11時半～14時
17時～22時半　土日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で夕食10％割引

11時半～14時半
17時～22時半（土昼のみ）　
日祝休
※e-よこ逍遥パス提示でライブチャージ、
　夕食10％割引

17時～24時
不定休　電話にてご確認ください。
※e-よこ逍遥パス提示で料金5%割引。

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
※e-よこ逍遥パス提示でディナー料金5%割引。



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。

カフェ

バルト三国ラトビア発、極潤のハンドメ
イド量り売りソープ40種と入浴剤40
種の専門店。

水辺の緑が明るい古本喫茶。今年1月から
お目見え。

18

29

22

31

水土　11時半～日没

ビルのなかのゆるやかなカフェ＆サード
プレイス。屋上には「空庭」がある。
シェアオフィス見学にもお越しください。

11谷町空庭
Tel.6949-0679

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。

30森のらくだ
Tel: 06-6946-7080

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

29夢屋
Tel: 06-6947-7779

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！

10eight knot bakery
tel: 06-6940-4260

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。

32洋食屋ふじ家
Tel: 06-6941-7283

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」3つ星に輝く名店。

31Fujiya 1935
Tel: 06-6941-2483

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。

1シーズカフェ
tel: 06-6231-2088

8時～18時　日休　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。

10cafe 初花
（hatuhana）
tel: 06-6314-6864

11時半～15時　
日祝休　毎月３・10日休

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。

4kitahama sandwich
アップリケ
tel: 06-6947-7887

5

11時～20時　日祝は不定休

5月18日(金)～20日(日)  11時～20時
約50人の本棚展

FOLK  old book store
tel: 06-7172-5980

6

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: 06-6203-1759

11時半～18時　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。

9E.lect cafe
（イーレクトカフェ）
tel: 06-6314-6789

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。

8ゼー六
tel: 06-6261-2606

8時～19時
日祝休（土11時～17時）

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

7

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。

2北浜レトロ
tel: 06-6223-5858

13NOTICE
tel: 06-6949-4187

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！

18器GALLERIA
ギャレリア
tel: 06-6941-5766

12時～20時　水日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で全商品20％OFF！
　体験陶芸ご参加の方に小さな器プレゼント
陶芸体験　随時受付 ※要申込

陶工房直販の器shopです。工房
内では陶芸教室も行っています。

12SaRa Ra
tel: 06-6966-5670

11時半～18時半　土10時～17時
祝・水休
※e-よこ逍遥パス提示で1,000円以上のお買い
　上げの方に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。

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.）

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。

3GOKAＮ北浜本店
tel: 06-4706-5160

1フロマージュ天満橋
tel: 06-6942-5331

月～金　10時半～19時半
第４土　11時～18時　
以外の土日休

珍しいチーズが量り売りで買える。

2TENNY TENNY
tel: 06-6947-2660

一口おにぎり「手にぎり」のお店。テイク
アウトのみ。

11
tel: 06-4791-0808

11時～20時（土～17時）日祝休
期間中毎週土曜　13時～　
お薦めワイン3種無料テイスティング

イタリアを中心にワインが1000種。午
後2時からは、店内にあふれるワインの
中から、おすすめワインもティスティング
できます。

ワイン・グローリアス

3
tel: 06-6941-3364

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: 06-4793-1707

5LORO CYCLE 
WORKS 

4
tel: 06-6941-0745

9時～20時　日祝休　土曜不定休
6月3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

20

6
tel: 06-6222-3878

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
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

7
tel: 06-6231-3814

10時～17時（土～12時）　日祝休
※e-よこ逍遥パス提示で10時～16時の来店の
　方にお抹茶とお菓子（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
tel: 06-6201-3731

10時～18時（土～16時）　日休
※e-よこ逍遥パス提示で12時～16時の来店者に
　お煎茶1煎サービス
５月18日（金）、５月25日（金）5月19日（土）
日本茶のブレンドに挑戦しよう！

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。

16フラワー＆グリーン  
花三
tel: 06-6944-2287

昨年末OPEN　毎日づかいの器　作家も
のから窯元直送ものまで　見て使って楽
しんで

15器屋other
tel: 06-6204-0089

12時～18時半（土～17時）日祝休

大正時代末期に建てられた近代建築ビル
内でかつて散髪屋だった1階のスペース
を常設展示場としております。

14ギャラリーもず
tel: 06-6231-2035

17

11時～20時（土～15時）　
日祝休

STENDERS
tel: 06-6941-5060
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中之島サンセット・チャータークルーズ
5月19日（土）～6月10日（日）
お薦めオプション

7

ｅ-
逍遥よこ ショップ

11時～14時　17時半～19時
（土11時～売り切れ次第終了）日祝休
※e-よこ逍遥パス提示でスープをサービス

9時～18時　土日祝休
※e-よこ逍遥パス提示でフィッツ化粧品（オーガ
　ニックハーブ化粧品）のサンプル進呈
5月18日（金）19時～
やさしい漢方講習会
「漢方で冷え症にさようなら」

11時～19時　土日祝休
※逍遥期間中土曜OPEN
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1 34～ e-よこ逍遥イベント

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
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　 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

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曲渕地蔵尊

9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。



逍遥よこ パス

よこ逍遥とは？e-

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
助成：（財）河川環境管理財団　河川整備基金

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（2012年3月現在）

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。

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！

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、1ヶ月間に集中的に実施し、“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。

e-よこ逍遥2012期間中有効

2012
5/14 [月]

6/14[水]

「e-よこ逍遥」期間中だけの割引特典には、このパスを切り取るかパンフレットのまま提示して、掲載されているレストラン
やカフェ、ショップでの割引やプレゼントをお楽しみください。割引特典内容は、各店舗の掲載ページに記載しています。

水辺の定期清掃活動＆放置自転車エフつけ
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（月）6月14日（水）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）




