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大 阪 建 築 夜 会

綿業会館７階大会場建築男子、大いに語る

大阪・船場×生きた建築
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1976年大阪府生まれ
京都大学法学部卒業

1960年大阪市中央区生まれ
京都大学工学部建築学科卒・大阪大学大学院工学研究科博士課程修了
建築史・都市文化論専攻工学博士
大阪府立大学21世紀科学研究機構教授　大阪府立大学観光産業戦略研究所長

開演
入場料
特典

申込方法 

大阪建築夜会 検索専用フォームでのお申込み

往復はがきでのお申込み:　以下の内容を記入の上、送付ください。
　記載事項: 郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年令、電話番号、見学ツアー参加希望の場合は、その時間帯（①、②でご記入ください）
　送付先: 〒540-0021　大阪市中央区大手通1-2-10　「大阪建築夜会開催事務局（株式会社ダン計画研究所内）」
※ 返信面のオモテ側に、申込者様の住所とお名前をご記入ください。　問い合わせ先：大阪市都市整備局（TEL06-6208-9222）

船場博覧会 2013
関連企画 Osaka Architecture Evening Party
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月 日 [金]年2013 11 22
1st. night

財団法人大阪集英教育会、大阪市　協力｜大阪市立大学都市研究プラザ、大阪府立大学観光産業戦略研究所、船場博覧会実行委員会、船場地区HOPEゾーン協議会大阪建築夜会開催事務局

第　　夜

生きた建築とは、豊かな歴史と文化をたたえながら、
今も生き生きとその魅力を物語る建物のこと。
あまり知られていませんが、実は、大阪には、こうした建物が
数多く存在しています。まちを歩けば素敵な建物たちに出会える、
大阪は「生きた建築ミュージアム」なのです。
なかでも、船場と呼ばれるエリアは、たくさんの生きた建築が息づくまち。
レトロでモダンな近代建築をはじめ、
数々の魅力的な建物たちが現役で活躍中です。
大阪建築夜会は、そんな建物たちに魅せられた４人の建築男子が
繰り広げる熱いトークナイト。
珠玉の名建築・綿業会館の一室で、生きた建築を通して見えてくる、
多様で豊かな都市の物語、大阪の新しい魅力をお愉しみください。

2006年、第４回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した『鴨川ホルモー』でデビュー。長編
作品が次々と映像化され話題となる。ほかの小説に『鹿男あをによし』『ホルモー六景』
『プリンセス・トヨトミ』『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』『偉大なる、しゅららぼん』、
エッセイ集に『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』『ぼくらの近代建築デラック
ス！』（門井慶喜氏との共著）がある。

各地で市民参加型のまちづくりや地域ブランド創出を実践。『「水都」大阪物語』『広告
のなかの名建築　関西篇』ほか、都市や建築に関する著作は数十冊。大阪府特別顧問、
大阪市特別顧問、イベント学会副会長、大阪府市文化振興会議会長などを兼務。

1971年東京生まれ
建築史家
大阪市立大学大学院准教授

幕末の開国から現在までの建築を、特に「建築家」の個性から考えることが好き。伊東
忠太の研究で博士号を取得した後、主な著書に、ル・コルビュジエの弟子の一生を論じ
た『吉阪隆正とル・コルビュジエ』（王国社）、語られざる戦後建築に光を当てた『ドコ
ノモン』（日経BP社）、甲斐みのりさんと共に街の建築を紹介した『東京建築みる・あ
るく・かたる』（京阪神エルマガジン社）などがある。

1970年大阪生まれ
高岡伸一建築設計事務所主宰　大阪市立大学都市研究プラザ特任講師、
大阪府立江之子島文化芸術創造センタープランニングディレクター

設計活動と並行しながら、近代建築や戦後建築の再評価・利活用について研究し、既成
市街地、特に大阪の活性化に繋げるべく様々な実践を展開している。主な著書に大阪の
近代建築を紹介した『大大阪モダン建築』（青幻舎,2007）、大阪の戦後建築の魅力を
伝える『いいビルの写真集』（パイ インターナショナル,2012）など。

18：30～20：00（18時開場）　　　 150名（事前申込要・応募多数の場合は抽選）

お一人様500円（資料代実費相当）　   
大阪建築夜会に参加される方の中から限定60名様（1回定員30名×2回）を
綿業会館館内見学ツアーにご招待いたします。ツアーへの参加を希望される場合は、
夜会参加とあわせてお申込みください。（希望者多数の場合は、抽選）

①13：30～14：15（集合13：20厳守）  ②14：30～15：15（集合14：20厳守）

『専用フォーム』または『往復はがき』にてお申し込みください。11月8日（金）必着。
1通につき1名様のお申し込みとさせていただきます
結果は後日、事務局よりご連絡させていただきます。

定員

11月23日[土・祝]
　　24日[日]の2日間
大阪の‘生きた建築’を舞台に様々なプログ
ラムが実験的に実施されます。詳しい内容
や参加方法は、「大阪市生きた建築ミュー
ジアム事業」ホームページで！

これにも注目！

生きた建築 検索



SEMINAR

北船場のさまざまな魅力を取り上げる毎年恒例のメイン展示。
今年は、美しい窓や扉、レリーフなどの『まちなみパーツ』を中心に、
船場の日常に息づく歴史や文化、まちづくり活動などを紹介します。

EXHIBITION メインパビリオン　展示

MAIN PAVILION

辰野ひらのまちギャラリー 中央区平野町1-5-7

 船場‘いま’‘むかし’展 Vol.６
船場のまちなみパーツ～建物ディテールからみる船場の魅力～  1企画展

2企画展

4企画展

3企画展

ビデオ上映

メイン
会場

map 49

map 14

map 36

19日[火]

20日[水]

21日[木]

華道未生流教室

かつて北船場には円熟した町人文化が栄え、旦那衆は競って華道を習いました。江戸時代に船場で創流した未生流
で、会社帰りに生け花の手ほどきを受けてみませんか？　
お花や道具はご用意していますので手ぶらでお越しください。初心者大歓迎です。

18:00―19:00　華道未生流会館　

［要申込・定員20名・無料］　

map 26

今年もやります老舗料亭𠮷兆によるお餅つき。つきたてのお餅を雑煮にしてふるまいます。同じ高麗橋にオフィスを
構えるサッポロビールからもプレゼントが！

19:00―20:30　 高麗橋𠮷兆本店 屋外駐車場

［当日18:00より会場入口にて整理券を配布・定員250名・無料］　雨天中止の場合あり

恒例の‘いま’‘むかし’展の今年のテーマは「まちなみパーツ」です。船場のまちを歩いていると、美しい装飾が施され
た窓やレリーフ、こんなところに動物が！？など、興味深い「まちなみパーツ」をところどころで見つけることができます。
船場の隠れた魅力・まちなみパーツを、オーナーさんから聞いたエピソードなども交えてパネルでご紹介します。 
※監修・協力　大阪歴史博物館　酒井一光氏

船場の豪商　芝川家ゆかりの品々 
幕末から近代にかけて活躍した船場の豪商・芝川家ゆかりの品の展示（初公開）。江戸から近代にかけて商業の中心地
として繁栄した船場。「がめつい」「けち」など固定的なイメージが先行しがちな大阪商人ですが、船場のいち商家の
品々を通して、船場商人の高い教養に裏づけられた文化の奥深さに触れていただけると幸いです。 協力：千島土地株式会社

「これは おもろい！」大阪弁川柳展201３ 
毎回好評の大阪弁川柳展。「NAMBAなんなん大阪弁川柳コンテスト」の受賞作から厳選された新作を展示します。大
阪弁の持つ魅力とともに、各作品の時代背景もお愉しみください。

船場ことば劇場 
「行て参じます」「お早うお帰り」など思いやりと上質な心意気が映し出される『せんばことば』‘伝統を守るなにわの
会’が演じるお話をビデオで上映します。※セミナー実施中は上映を中断します。

ゆる体操

快適に一日をはじめたいあなたにぴったりのエクササイズ「ゆる体操」。柔らかい動きで身体をやさしくほぐす、軽い
運動です。身体のコリやストレス解消、疲労回復におすすめ！一度体験してみてください。

7:30―8:15　芝川ビル4Fモダンテラス

［要申込・定員20名（女性限定）・500円］　講師：神田さとみ（日本ゆる協会公認ゆる体操正指導員中級）

19日[火]―24日[日] 入場無料　
19日[火]～22日[金]13:30－19:30  23日[土・祝]は10:00―18:00　24日[日]は10:00―17:00
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普段はなかなか入ることのできない近代建築や有名老舗店などを会場とした、
北船場だからこそのとっておきのプログラムを取り揃えました。
出勤前やアフターファイブに気軽に、あるいは少し気取ってご参加ください。

まちなかパビリオン　セミナー

MACHINAKA PAVILION

map 49大阪弁川柳の愉しみ方―対談

NHKラジオ第一放送「かんさい土曜　ほっとたいむ」ぼやき川柳の選者であり、大学講師としても活躍されている大
西氏と池田氏の親しみやすい大阪ことばで「大阪弁川柳」の魅力をお伝えいたします。最新の作品からちょっと前の
ものまで、川柳がその時代の社会をうつし出します！ ※席に限りがございます（立ち見になることもありますので、予め御了承下さい）

17:00―17:40　辰野ひらのまちギャラリー

［申込不要・無料］　
講師：大西泰世（川柳作家）×池田吉孝（大阪弁川柳コンテスト主宰・高麗橋二丁目振興町会会長）

map 12高麗橋まちなか寄席

ガラス張りのオフィスビルに再現された町家の佇まいが目を引く、天明元年（1781）創業の老舗「神宗」を会場に、
今年も落語と講談をお届けします。会社帰りに、ぜひ浪速の粋をご堪能ください。
※席に限りがございます（立ち見になることもありますので、予め御了承下さい）

18:00―18:45　神宗 淀屋橋店（淀屋橋センタービル1階）

［申込不要・無料］演者：桂そうば（落語）、旭堂小二三（講談）

キタとミナミの間にあって、最近注目のエリア・船場。
その魅力は、何といっても街に息づく古い歴史と豊かな文化です。
６日間にわたって、展示、セミナー、コンサート、まちあるきツアーといった
様々なプログラムで、船場の魅力を体験できる『船場博覧会2013』。
いつもと違う船場、知らなかった船場、大好きな船場をお愉しみください。

船場で活動し、博覧会を盛り上げる各種団体の取り組みをパネルで紹介します。

船場の魅力を高めるために… わたしたちの活動を紹介します
船場のみんながこんにちは 

map 44北船場茶会

船場の大商家の佇まいを今に伝える重要文化財・旧小西家住宅を会場に、煎茶の茶会を開催します。きっと煎
茶のイメージが大きく変わることでしょう。船場の老舗和菓子店・菊壽堂の和菓子と共に。初心者歓迎です。

①18:00―　②19:00－　旧小西家住宅

［要申込・定員各回20名・500円］

上方舞と「𠮷兆」のお料理を楽しむ会

船場の旦那衆と子女が育んだ上方舞（地唄舞）を鑑賞します。上方舞吉村流・吉村ゆきその一門の上方舞を一流料
亭『𠮷兆』の舞台で。その後は𠮷兆さんの美味しい上方料理を湯木社長の解説付きでいただきます。この最高の組
み合わせは「船場博覧会」以外では決して体験できません。
※申込受付後に振込先をお知らせしますので、事前に参加費をお振り込みいただきます。お振込の完了をもって予約完了となります。 
※指定日までに振込確認ができない場合は、キャンセルとさせていただきます。

18:00―20:00　 高麗橋𠮷兆本店

［要申込・定員50名・20,000円］出演・講師：吉村ゆきその、𠮷兆 湯木潤治

map 26

map 24ワイン教室「イタリアワイン 食文化との深～い関係」

４回目を迎えましたワイン講座、今回はイタリアです。フランスよりも歴史の古いイタリアの食文化とワインとを絡め
ながら楽しく学び、楽しく過ごしましょう。もちろん、ティスティングとおつまみ付です。会場は東京駅で知られる建
築家・辰野金吾が設計した明治時代の赤レンガの洋館です。
※申込受付後に振込先をお知らせしますので、事前に参加費をお振り込みいただきます。お振込の完了をもって予約完了となります。
※指定日までに振込確認ができない場合は、キャンセルとさせていただきます。

19:00―20:30　オペラ・ドメーヌ高麗橋

［要申込・定員50名（20歳以上） 2,500円］　
講師：神田ゆかり（JSA認定ソムリエ＆シニアアドバイザー、シュバリエ ドゥ タストフロマージュ）

22日[金]・23日[土・祝]神農祭（例大祭）
神農祭が行われる「少彦名神社」は、薬のまち道修町（どしょうまち）に位置し、日本の薬祖神である少彦名命と
ともに、中国で医薬の神様、神農氏をお祀りしているところから「神農さん（しんのうさん）」で親しまれています。
神農祭の両日は、道修町通りに、くす玉飾りや献灯提灯が建ち、たくさんの露天がびっしりと軒を並べ、神虎（張
子の虎）を求める参拝者で、終日にぎわいます。
神農祭は、大阪の一年のお祭りは１月の十日戎ではじまり神農祭で終わるので、‘とめの祭’といわれており、大
阪市無形文化財（民俗・平成19年）にも指定されています。

map 43

22・23日には、少彦名神社にて神農祭が開催されます。

船場を愉しむ６日間

2013.11.19tue—24sun

※事前申込が必要なプログラムの申込方法は、11ページをご覧下さい。

𠮷兆お餅つき

1
2



ステンドグラスのある大阪証券取引所ビルの1Fアトリウムですてきな演奏をお楽しみください。
出演は、岩本三千代とイーゼル芸術工房の皆さんです。

CONCERT

GALLERY

船場博覧会がお届けする船場のまちかどコンサート。船場・堺筋界隈が多彩な音楽で溢れます。
どうぞ素敵なライヴ演奏をお愉しみください。すべて無料です。

コンサート

MACHINAKA PAVILION

ギャラリー 谷﨑　常設展示：洋画、日本画、工芸作品、外国作家
11月19日[火]―11月24日[日]　10:30―18:30　会期中無休

ギャラリー風　寺岸遼佑展「千の波・千の声」
11月18日[月]―11月26日[火]　11:00―18:00（土・日曜・最終日―17:00） 会期中無休

福住画廊　町谷武士展「BOYS’LIFE」
11月5日[火]―11月22日[金]　11:00―19:00（土曜―16:00） 日曜休廊　　

Nii Fine Arts　「須田剋太展」
11月19日[火]―12月1日[日]　11:00―19:00　会期中無休

山木美術・谷松屋戸田ギャラリー　新宮晋展「小さな宇宙」
10月26日[土]―11月30日[土]　11:00―18:30（最終日―17:00）　日祝休廊（ただし11月3日は開廊）
11月3日　芝川ビルにて映画「Breathing Earth」日本初上映　　

画廊 大千　～精鋭作家～ リアリズム展
11月19日[火]―11月24日[日]　11:00―18:30（土・日曜―16:00）

map 49

map 22

map 2

map 30

map 39

map 1

船場の豪商 芝川家ゆかりの品々

展示「船場の豪商・芝川家ゆかりの品々」の展示品解説。
明治時代、船場に蒔絵学校が？当主自ら描いた絵とは？…船場の商家・芝川家の文化的側面のご紹介を通して、
近代の船場の文化について、皆様とともに考える機会になればと思っています。

毎月1日の堺筋街角コンサートを始めて2年。堺筋の街角に心地よい音色を響かせてくれた演奏者たちが、今度
は、堺筋沿の大きなホールを心地よい音色で響かせてくれます。本コンサートは、りそな銀行の講堂を借りて、
相愛大学音楽学部音楽マネジメント学科の学生たちが、日頃の成果として、堺筋アメニティ・ソサエティと共に、
プロデュース、企画・運営し、神農さんのお祭りを盛り上げていきます。
今年は2日間行い、その1日目、名門相愛大学の皆さんの演奏です。

JA夕市 イブニングマーケット map 23

map 47

新鮮な大阪産農産物の良さをもっとみなさんに知っていただきたい、そんな思いで即売会を開催します。採れ
たての新鮮な野菜を、ぜひ会社帰りのお土産に。（雨天中止の場合あり）

大日本住友製薬（株）「被災地応援物産展　神農祭マルシェ」

大日本住友製薬㈱では東日本大震災の被災地復興支援の一環として、遠く離れた関西の地で小規模ながら東
北物産展を催し、支援協力いたします。昨年に引き続き企画しましたのでご協力お願いします。

13:00―13:30　

［申込不要・無料］ 講師：川嵜千代（千島土地株式会社）

23日[土・祝]

20日[水]

22日[金]

芝川 i c h i map 36

芝川ビルのマーケットイベント『芝川ｉｃｈｉ』
趣向を凝らしたお店が集まります。秋の風が心地よく流れるテラスでのひとときを楽しんで下さい。また、ビル
内のお店も今日だけのスタイルで皆様をお迎えします。美味しいものを食べて飲んで、お買い物をして、芝川ビ
ルを思う存分満喫してくださいね。　http://shibakawa-bld.net

23日[土・祝]

オフィス街のまちなみにマーケットが出現。
JAグループ大阪のとれたて野菜や、被災地応援の東北物産展、
そして近代建築の屋上には、話題のショップが集結します。

19日[火]

20日[水]

マルガサリ［インドネシア（ジャワのガムラン）］
［申込不要・無料］

［申込不要・無料］

［申込不要・無料］

［申込不要・無料］

map 17アジア音楽ライブ2 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
18:00―18:30

18:00―18:30

相愛大学（パイプオルガン）　
相愛大学（弦楽四重奏）　

Beginning is music（ピアノ独奏）
りそな銀行大阪本社講堂（開場:14:15-）

りそな銀行大阪本社講堂（開場:14:15-）

15:00―15:30 15:45―16:15
16:30―17:00

21日[木]
相愛大学（サクソフォンカルテット）

［申込不要・無料］

相愛大学（サクソフォンカルテット）

map堺筋街角コンサート in 北浜プラザ

堺筋街角コンサート in アークホテル大阪心斎橋

イーゼル芸術工房 (通天交響楽団) 

相愛大学卒業生（BLUE BIRD PERCUSSION ENSEMBLE）

［申込不要・無料］ map 4堺筋街角コンサート in 大阪証券取引所ビル 1Fアトリウム
18:00―

18:00―

岩本三千代

kokopelli (ココペリ)　(Flute Quartette) 　

19:00―

相愛大学（声楽：オペラ「フィガロの結婚」より）
［申込不要・各定員100名・無料］map 25堺筋街角コンサート in 浪花教会

18:30―

22日[金]

スリヤサンキート［タイ］
［申込不要・無料］map 17アジア音楽ライブ１ 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

18:00―18:30

23日[土・祝] ［要申込・定員500名・無料］

［要申込・定員500名・無料］

map 57堺筋街角コンサート in RESONA with SOAI Univ.

map 9堺筋街角コンサート in 五感・北浜本館
19:30―20:00

りそな銀行合唱団（予定）19:30―

19:00―

辰野ひらのまちギャラリー

map 49船場で愉しむまちなみパーツ

船場のまちには、美しい窓やレリーフ、おもしろいオブジェなどの‘まちなみパーツ’が所々に散らばっています。
建物のディテールや歴史に詳しい酒井さんに、‘まちなみパーツ’の魅力や愉しみ方について、エピソードを交
えながらわかりやすくお話いただきます。普段何気なく眺めている建物の見方が変わるかも!?
※席に限りがございます（立ち見になることもありますので、予め御了承下さい）

14:00―15:00　

［申込不要・無料］ 講師：酒井一光（大阪歴史博物館　学芸員）

辰野ひらのまちギャラリー

MARKETマーケット

北船場には多くの画廊があります。ちょっと気になっていたあのギャラリーへ、この機会に一度足を運んでみませんか？
ギャラリーを巡るツアーも開催します（「ギャラリー・ツアー」を参照）。

ギャラリー情報

MACHINAKA PAVILION

MACHINAKA PAVILION

ギャラリートーク

11:00―14:00　売切れ次第終了　大日本住友製薬(株)　大阪本社ビル前

ゴシック様式の尖塔窓・黄色や緑色の色ガラスで飾られた外観と、清楚で美しい空間の礼拝堂・聖堂を特徴に
もつ、昭和初期のレトロ建築。ステンドグラスがきれいな2階の礼拝堂で美しい歌声をお楽しみください。

船場博覧会2013で一番南で行われるイベントです。極上のひとときをお過ごしください。

船場ダンサーズ［日本（十津川の盆踊り）］
map 17

map 58

アジア音楽ライブ3 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
18:00―18:30

2日目です。銀行の講堂とは思えない素晴らしいホールで極上の音楽をお楽しみください。
相愛大学（チェロアンサンブル）　 イーゼル芸術工房　彩（カラー）15:00―15:45 16:00―16:45 17:00―18:00

24日[日] map 57堺筋街角コンサート in RESONA with SOAI Univ.

35

map 37

大正11年築の北浜に残る銀行建築の一つをリノベーションしたおしゃれなお店で素敵なデザートを味わいなが
ら素敵な音楽をお楽しみください。(デサートは要予約)
詳しくは、「五感・北浜本館」のホームページをご覧ください。http://www.patisserie-gokan.co.jp

17:15―17:45 相愛大学（サクソフォンカルテット）　

2009年より、大阪府柏原市でひとつ屋根の下で暮らしながら、表現活
動のみで生計を立てている。通天閣史上初となるオフィシャルバンド
『通天交響楽団』を結成し、二代目ビリケンさんとともに暮らしながら、
全国を旅する企画も行う。2013年8月、来日していたエアロスミスの
ボーカル、スティーブン・タイラー氏と偶然にもストリートライブでセッ
ションを行い、翌日のジャパンツアー・ファイナルに招待されるなど、
氏から『coolかつemotional』とその音楽性を評価された。

【19日　24日】　イーゼル芸術工房（通天交響楽団） 

堺筋街角コンサート
【19日】　岩本三千代 
ピアノ・ギター 2つの楽器を使い歌うシンガーソングライター。
澄んだ歌声と笑顔は聴く人の心にパッと花を咲かせ、心地よい雰囲気
を広げていく。浪速のシンボル通天閣での定期ライブや、ラジオ関西
でパーソナリティーをつとめるなど関西を中心に活動中。

出
演
者
紹
介

17:00―　売切れ次第終了　JA大阪センタービル前

12:00‒日没まで　芝川ビル4Fモダンテラス

昭和27年設立。全日本合唱コンクール全国大会での金賞または優勝を23回経験。他にも、
5年に一度の演奏会、昭和45年の日本万国博覧会開催式出演、昭和60年には大阪府合唱友
好訪中団として上海市訪問、平成2年国際花と緑の博覧会での大輪会パビリオンでの演奏な
ど、数多くの演奏を行ってきた歴史ある合唱団です。

フルーティスト４人で結成したフルートカルテットグループ。それぞれ違う音楽大学を卒業し、
全員がＹＡＭＡＨＡ大人の音楽レッスン、フルート科講師としても活躍。クラシックから
JAZZ、ポップスまで幅広い演奏で数々の演奏会やライブを行い好評を得ている。
kokopelli（ココペリ）とは、ネイティブアメリカンの精霊で笛を吹く神様。ココペリが笛を吹
くことで、人々に幸せを呼ぶと言われている。私たちもフルートを通して、皆様に音楽を聴い
て幸せな気持ちになって頂けたらという思いで活動しています。

【22日】　kokopelli(ココペリ）

【20日】　りそな合唱団

セミナー

【24日】　彩（カラー）
日常の大切なひとコマに音楽で彩りを添えたい、これが私たち彩(カラー)の由来です。冷静か
つ情熱的なピアノの長女、爽やかなフルートの次女、自由奔放なヴァイオリンの三女。音楽で繋
がった個性豊かな”姉妹“が音を解け合わせ、ひとつの音楽を奏でる愉しさを皆様と共に！

 岡部桂永子(piano)・今井真美(flute)・西原百合絵(violin)

勝田真優・金藤展子・山岡結愛・山本ありさ

3
4



朝日生命道修町ビル　→佐々木化学ビルオープンスペース　 →旧小西家住宅※　　　　　 →
くすりの道修町資料館※→青山ビル※　　　　→伏見ビル※　　　　→杏雨書屋（きょううしょおく）
（武田薬品工業道修町ビル）※　

TOUR
MACHINAKA PAVILION

※旧小西家住宅、くすりの道修町資料館、青山ビル、伏見ビル、杏雨書屋（きょううしょおく）は建物内に入ります。

くすりのまち道修町の資料館などを散策し、薬の歴史に触れて頂くと共に、オーナーさんの楽しいお話を伺いな
がら、船場の魅力的な近代建築を巡ります。

大阪市HOPEゾーン事業を活用して、まちなみ修景を実施した建物や、
今回の‘いま’‘むかし’展のテーマ「まちなみパーツ」のある建物を中心とした３つのコースです。
参加者には船場地区HOPEゾーン協議会オリジナルグッズの缶バッジをプレゼント！

ま

近

ま 近 木

戦 重 登

まちなみ修景（大阪市HOPEゾーン事業）を実施オーナーのお話が聞けます 近代建築 木造建築
国重要文化財 国登録有形文化財戦後ビル（1950－70年代）

船場の魅力発見ツアー

まち歩き＆グルメツアー

まち歩き＆街角コンサートツアー

まちなかパビリオン　ツアー

19日[火] １. くすりのまち道修町と近代建築を巡るツアー 13:30―15:15

ギャラリー・ツアー

山木美術・谷松屋戸田ギャラリー→画廊大千→ギャラリー谷﨑→ギャラリー風→福住画廊→Nii Fine Arts
［要申込　定員10名　無料］

北船場のギャラリーをめぐるツアーを開催。各ギャラリーの特徴や、作品についてわかりやすく解説します。気
になっていたギャラリーに足を運ぶチャンス。

21日[木] 18:00―19:00

大阪証券取引所ビル→新井ビル→除痘記念館→適塾→浪花教会→神農さん→
伏見ビル・青山ビル→与太呂
［要申込　定員15名　4000円（食事代）予定］

日本近代医学の祖である緒方洪庵の功績をたどり、船場の近代建築や大阪の締めのお祭りの神農さんを巡っ
て、大正10年創業の老舗「与太呂」でお食事をいただく魅力たっぷりのまち歩き&グルメツアーです。
「五感・北浜本館」『ええもん』と神農さんからのプレゼント付

20日[水]
10:20―13:00（予定）大阪証券取引所ビル１階アトリウム集合

大阪証券取引所ビル→新井ビル→伏見ビル→青山ビル→神農さん→生駒ビルヂング→
船場ビルディング→街角コンサートin RESONA with SOAI Univ. (コンサート15:00～)
［要申込　定員15名　無料］

船場の代表的な近代建築や大阪の締めのお祭りで賑わう神農さんを巡り、オーナー等からご説明いただくなど、
船場の魅力をお楽しみいただくと共に、りそな銀行講堂での街角コンサート(パイプオルガンの音色)をお楽しみ
いただく、まち歩き&街角コンサートツアーです。
「五感・北浜本館」『ええもん』と神農さんからのプレゼント付

23日[土・祝]
12:20― 大阪証券取引所ビル１階アトリウム集合

※ガスビル食堂、北野家住宅、スエヒロは建物内に入ります。
［要申込　定員15名　200円（保険・資料代）］

戦前は心斎橋と並び称される繁華街であった船場・平野町の、往時の名残と現代の活気を訪ねます。料亭文化、
近代建築、神社、レストラン、画廊にアクセサリーショップと、平野町には新旧の興味深い名所・文物が随所にあ
ります。それぞれのご主人やオーナーがバトンタッチしながら、皆様をまち歩きに誘います。

２. 平野町あるきリレー 14:00―15:30

※事前申込が必要です。11ページをご覧下さい。
※ツアー内容は事情により変更することがあります。ご了承ください。
※各ツアーは、関係者の皆様のご厚意で実現したものです。ここに深くお礼申し上げるとともに、見学にあたっては、
　各自マナーを守ってくださいますようお願い申し上げます。

ツアーに参加して、船場のまちの‘魅力’を感じて下さい。
訪れてみたかった建築、ギャラリー、レストランなど、この機会にぜひ！

オ

ま

オ ま近登 オ ま近登

20日[水]

ガスビル食堂※　　 →御霊神社　 →北野家住宅※　　 →戎屋北野　　  →スエヒロ※　　  →
小川香料　　  →生駒ビルヂング　　　　　ほか平野町の要所

登 オ 木登 近 オ オ 木
近登 オ ま近登

北船場の魅力たっぷりまち歩き&グルメツアー

大阪市中央公会堂→吉田理容所→適塾→愛珠幼稚園→グランサンクタス淀屋橋→オペラ・ドメーヌ高麗橋→
浪花教会→船場ビルディング→綿業会館（ランチ付）

［要申込　定員10名　3,500円（食事・お土産付）］

三休橋筋は船場のまちを土佐堀通から長堀通までの約２ｋｍちょうど真ん中を南北に通る「船場の背骨」とい
える道です。周辺には近代建築や昔のたたずまいを見せる旧家が残り、金融の今橋、薬の道修町などの特徴的
な街が連なっており、大阪の歴史の断面を感じることができます。今回は会員制の綿業会館のランチをご用意し
ております。

22日[金] 10:00―13:00 大阪市中央公会堂 東側正面玄関集合船場のレッドカーペット・三休橋筋 まち歩き

案内・協力：三休橋筋愛好会、三休橋筋商業協同組合

＊申込受付後、振込先をお知らせしますので、事前に参加費をお振り込みいただきます。
　お振込の完了をもって予約完了となります。
＊11月14日(木)までに振込確認ができない場合は、キャンセルとさせていただきます。
＊申込時に食事のメイン料理（肉or魚）をお決めください。

北船場の魅力たっぷりまち歩き&街角コンサートツアー

相愛大学音楽学部音楽学科声楽専攻生を対象とした講義「オペラ演習」を履修中の4回生、専攻科生で構成されました。2014年2月23日に上演予定のオペラ「フィガロ
の結婚」学内公演にむけて教員、指揮者、演出家の指導のもと、毎週1回の通常講義や集中講義を中心に日々、練習に励んでいます。
【21日　23日】　サクソフォンカルテット
このカルテットは相愛大学音楽学部サクソフォン専攻の４名で結成されました。ソプラノ、アルト、テナー、バリトンの４種類のサクソフォンからなり、クラシックを中心に
様々なジャンルの音楽を学んでいます。
【23日】　パイプオルガン
神戸松蔭女子学院大学文学部卒業。在学中よりパイプオルガンを学ぶ機会を得る。相愛大学音楽学部器楽学科オルガン専攻卒業。同大学卒業演奏会、第40回オルガニ
スト協会新人演奏会に出演。これまでにオルガンを上野静江、大塚直哉、鈴木雅明、久保田清二の各氏に師事。現在オルガンを山本真希、 通奏低音を上野晶子の各氏に
師事。カトリック六甲教会聖歌隊。カトリック六甲教会オルガニスト。相愛大学専攻科在学中。

【23日】　弦楽四重奏
今回の為に結成された、相愛大学音楽学科の弦楽四重奏団です。
【24日】　Soai Cello Family（チェロアンサンブル）
家族のように、和気あいあいとチェロ技術向上に励んでいます。毎年、小編成から大編成までのチェロアンサンブル演奏会を開催しています。Soai Cello Familyは在学生
だけでなく、プロのオーケストラプレイヤーとして活躍されている卒業生達との交流も多く、先生方、先輩方と共に、自立し意思のある演奏ができるよう日々練習しています。
相愛大学卒業生・その他一般の出演者
【22日】　BLUE BIRD PERCUSSION ENSEMBLE
相愛大学の打楽器専攻科卒業生により2013年に結成された打楽器アンサンブルグループ。マリンバをはじめ、多種多様な打楽器を用いてジャンルにとらわれず幅広い演奏
活動を行っています。
【23日】　Beginning is music（ピアノ独奏）
人の心を動かす曲を作って歌うシンガーソングライターを目指しています。

近ま

重登ま木オ

＊申込受付後、振込先をお知らせしますので、事前に参加費をお振り込みいただきます。お振込の完了をもって予約完了となります。
＊指定日までに振込確認ができない場合は、キャンセルとさせていただきます。

創立124年のクラシックの名門「相愛大学」在学の若い演奏家たち。学生ながら数々の受賞歴を持つ輝かしい彼ら彼女らの演奏がきっと最高の一日を演出してくれること
でしょう。

【20日】　声楽：オペラ「フィガロの結婚」より
上田優美香・大西加緒里・岡本慧真・神澤智美・添田健太・田中佐也圭・日野綾香・二上亜香音・松岡伶奈・大橋彩和子(伴奏者)　

中村衣里(ソプラノ)・西河みのり(アルト)・乾実加(テナー)・松本美紗(バリトン)

松井公子

三井住友銀行大阪中央支店　 →高麗橋野村ビルディング　  → 開平小学校※→北浜レトロ　　　→
新井ビル※　　　　 →中村健法律事務所※
［要申込　定員15名　200円（保険・資料代）］

14：00からのセミナー「船場で愉しむまちなみパーツ」にご参加いただいたあと、酒井さんと一緒に船場のま
ち歩き。開平小学校に保存されている照明・レリーフや、近代建築のまちなみパーツを実際に見て回ります。ま
た、今回特別に、村野藤吾設計の建物を見学できます！

23日[土・祝] ３. 酒井学芸員と巡るまちなみパーツツアー 14:00―16:30（ツアーは15:00―）

近登ま近オ

近 近 登ま近

※開平小学校、新井ビル、中村健法律事務所は建物内に入ります。

[4回生] 比奈本茜(1  .vn)・柏山七海(2   .vn)・稲岡里美(vla)　[2回生] 島田瑠萌(vc)

相浦薫・河井ちあき・大槻未弦・片岡あづさ・島田瑠萌・田中夕祈・徳安芽・中島紗理

小泉渚・吉田周平

宮中優

相愛大学

［要申込　定員1５名　200円（保険・資料代）］

協力：船場・ひらの町サロン　

船場アートカフェがプロデュースするお馴染みのアジア音楽。今年は船場アートカフェを拠点にタイの伝統音楽を演奏するスリヤサンキート、大阪のガムラン・アンサンブル
として海外でも公演したマルガサリ、そして重要無形民俗文化財に指定されている奈良県十津川村の盆踊りを研究する船場ダンサーズが、船場の街角に魅惑のアジアを
お届けします。（雨天中止の場合あり）。

アジア音楽ライブ

st nd

三休橋筋のガス燈が点灯しています。
綿業会館（写真）、日本基督教団浪花
教会、オペラ・ドメーヌ高麗橋、他含め
12基。

5
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map 3
コーヒーショップ

06-6125-5740

BROOKLYN 
ROASTING COMPANY 
KITAHAMA

ＮＥＷＹＯＲＫ、ＢＲＯＯＫＬＹＮ発 の
スぺシャルティコーヒー専門店。上質
かつユ二ークなコーヒーが様々な抽出
方法で楽しめる。各種コーヒー 300
円より。　　　　　　　　　不定休 

イタリア料理

06-7860-5151
みすちゃーれ map 45

アットホームなイタリアンスタイルバー
です。単品もありますので、是非寄って
下さいませ。　　　　　　
24休　

map 18
串カツBAR

06-6201-5115
串ダイニング SOL

様々な創作串カツを食べられる
BARです。モルトにワイン、カクテル
も充実しています。　　　　　　
24休

map 10
居酒屋

06-6205-0808
旬夏秋冬 淀屋橋店

とれたて旬の新鮮な魚介と和風創作
料理。その味を引き立てる厳選され
た数々の地酒　　　　　23、24休

日本そば

06-6231-6059
そば処 一山 map 13

安心できる食材を使って、おいしく
リーズナブルな値段でお客様に提供
したい。イチ押しメニューは田舎そば。
特に納豆入りがオススメ。
23、24休

天ぷら鯛めし

06-6231-5561
与太呂 本店 map 32

天ぷらと鯛ごはんの専門店でござい
ます。　　　　　　　　23、24休

創作居酒屋

06-6222-0058
居酒屋なごし map 20

生ビール・地酒・鮮魚　気合い入れて
ます!!　　　　　　　23、24休

和風居酒屋

06-6202-5351
創作酒房 蔵, map 34

カウンターの大皿料理です。アット
ホームなお店ですので、女性グルー
プもお気軽にお越しください。お座
敷もございます。　　　23、24休

イタリア料理

06-6231-7788

イタリア料理
コッタコッタ

map 28

map 31

ビストロ

06-6222-2122

BISTRO 
SALT&PEPPER
高麗橋店

コストパフォーマンスの高いワイン
と気軽なフレンチのお店です。　
23、24休

380円の小皿料理が約20種。鳥取県より
直送のお魚、旬の食材をいかした料理も
いっぱい、ワインも充実。
23、24休

イタリア料理

06-6222-3373
L'orma attiva map 27

契約農家直送のこだわり野菜や、シェフ
の地元宮崎県から直送されるとってお
きの食材で、気軽に本格イタリアンをお
楽しみください。　　　　　　　24休

イタリア料理

06-6222-2256
yotteriaGAKU map 53

ブタの独自メニューを中心としたイ
タリアンのお店です。　　　　24休

ダイニング

06-4707-6456

ブラッセリー
じょんのび

map 56

カウンター・掘りごたつ・テーブルと、
お客様のシーンに合わせた席を御用意
しております。自慢の料理と厳選したワ
インは約30種類！ゆっくりとした時間
をお過ごし下さい。　　　　23、24休

23、24休　

map 40
和食

06-6233-0345
魚蔵（うおくら）

店長のスマイルとワンドリンクのサービス

海鮮居酒屋

06-6231-8951
旬魚旬貝もり多 map 28

日本酒を中心に、その日の市場の入
荷状況の中で旬の食材を仕入れてお
ります。素材の美味しさを味わってい
ただくことで、一つでも多くの笑顔に
出会えることを願っております。
24休

手打ちそば

06-6202-0069
北浜土山人 map 29

石臼挽き自家製粉の手打ち蕎麦屋です。
一品料理・日本酒・焼酎なども豊富に取
り揃えております。

和風創作料理

06-6222-7137
彩朶家（さいたや） map 38

メニュー数の豊富な創作料理のお店
です。　　　　　　　　　　22休

ディナータイムのお客様はお会計より
10％OFF（カード不可）

ディナータイム１Drinkサービスor
ボトルワインプレゼント

なべ料理

06-6231-4109
よし富 map 19

おかげさまで５２周年を迎えること
ができました。今後ともよろしくお願
いいたします。　　　　23、24休
ワンドリンクサービス

気まぐれセット：キリン1番絞り1杯＋本
日のお造り1種で997円(税込)17時
～22時　アットホームなお店です。

船場のあちこちにSHOPSパビリオンが出現。博覧会を盛り上げます。
食、文化、美、遊…船場の様々な‘顔’をお愉しみください。
今回は、船場のまちを盛り上げるパビリオンとして、82店の飲食店・ギャラリーなどのお店が
この『博覧会』に参加・協力くださいました。
本冊子を携え、船場のまちを愉しみましょう。

SHOPまちなかパビリオン　グルメ＆ショップ

MACHINAKA PAVILION 立呑み

06-6228-5515
立呑み処ひさまつ map 16

味は一流、値段は二流をモットーに
豊富に取り揃えたお酒とそれに合う
お料理をリーズナブルにご提供して
います。　　　　　　　　23、24休

天ぷら（和食）

06-6231-0267
喜太八 map 21

築100年の町家で揚げたての天ぷら
をどうぞ。石畳と大きな樫の木、子
鮎の天ぷらが自慢です。食後に何か
お楽しみ。　　　　　　23、24休

map 1 5
鰻料理

06-6231-4810
本家 柴籐

創業享保年間、上方焼鰻の専門店でご
ざいます。香ばしくパリッとした焼き上
がり。是非大阪ならではの鰻をお召し
上がりくださいませ。お待ち申しあげ
ております。　　　　　　23、24休
「うなぎ鍋」の１０％割引券進呈

産直鮮魚中心の鮨店です。自家製珍
味も。　　　　　　　　23、24休
　

寿司

06-6223-3008
鮨れんげ map 29

map 32
居酒屋

06-6209-7334
らぱす 北浜店

鶏料理がメインの居酒屋です。自慢の
鶏もつ鍋は唯一無二の味わい。名古
屋名物の手羽先の唐揚げも絶品！！是
非ご来店をお待ちしております。　　
23、24休

カレー専門店＆バール

06-6121-2820
マダム・カリー map 34

お昼はカレー、夜はリーズナブルな価格
でワインとオリジナル料理を楽しめるお
店です。　　　　　　　　　23、24休

イタリア料理

06-6209-0155

イタリア料理とワイン
ジョカ―レ

map 33

素材にこだわったイタリア料理。ランチ
は700円～。ディナーはワインと共に楽
しんでいただけるようソムリエがサービ
スに励みます。　　　
23、24休

イタリア料理

06-6209-3984
forno（フォルノ） map 52

オーガニック野菜と窯焼きピッツァと
エスプレッソを手軽に楽しんでいただ
けるお店です。

自家製シャーベット1品サービス

イタリアン

06-6222-0028
レストラン ボダコア map 54

農園から届くこだわり野菜と手頃な美
味しいワインをご提供します。
23、24休

旬の料理と信州地酒を楽しみ、最後は
信州あずみの北山麓・八坂地区の契約
農家で栽培した蕎麦で打つ本格手打
ち蕎麦でしめて下さい。
23、24休

そば屋
あずみのおそば
樽屋玄助

map 6

06-6226-1138

map 55
洋麺屋

06-4963-2101

自家製生パスタ専門店
木本屋

北浜と堺筋本町の中間、淡路町郵便
局の北隣にあるマリメッコが目印の
生パスタ専門店。毎日お店で作る新
鮮なもちもち麺がウリ！老若男女お一
人様でもお気軽にど～ぞ！
土日はランチ営業のみ

飲食店

ディナータイムパスタご注文でグラ
スワイン3杯サービス！

洋風居酒屋、Ｂar

090-6688-3640
北浜酒場GORI map 34

カウンター主体でリーズナブルなお
店なのでお気軽にどうぞ。お料理も
多種ございます。　　　　　2４休
ハウスワインor各種チューハイ1杯
サービス

中華料理、野菜料理

06-6222-7007
中国酒菜　凛 map 46

甕からそそぐ熟成された紹興酒の深い
味わいと贅沢中華の美味を小皿で堪能
頂けます。　　　　　　　　　2４休

ディナータイム飲食代５％OFF

map 51
鳥料理

06-6282-7547
健美宴サンキューバシ

絶品の炭火焼・コラーゲンとヒアルロン
酸たっぷりの健美鍋・季節の手作り料理
など。　
ディナータイム　大山鶏の炭火炙りを
サービス

map 54
オーガニックレストラン

06-6202-0339

オーガニックキッチン
ハル

有機野菜を中心に安全安心なお肉とお
野菜を使い、無添加調味料を使用して
います。手作りデザートとオーガニック
のコーヒー紅茶までビュッフェでお楽し
みください。　　
ランチ営業のみ　23、24休

map 50

フレンチ・ビストロ

06-4708-3038

キュイジーヌ・フランセ―ズ
小藤食堂

気軽にフレンチをビストロスタイルで楽
しんでいただくお店です。　　　24休

タイレストラン

06-6209-2000

チェディルアン
淀屋橋

map 7

本場イサーン（タイ東北部）のシェフ
達が、伝統料理（イサーンボラ―ン）
を揃えます。大小7つの個室も人気。
タイ政府認定国内4店のみ、関西発
5つ星を取得しました。

紅茶専門店

06-6223-5858
北浜レトロ map 5

明治45年築のレンガつくりの洋館を改装
し英国式ティーハウスとして再生。アン
ティークに囲まれて伝統的ティータイムが
楽しめます。窓からは土佐堀川越しに中之
島のバラ園が。

map 38
ケーキ屋

06-4963-2917
FOCE

「笑顔あふれる大阪に」を合言葉に厳選
した素材とこだわりの製法で作ったス
イーツをご提供しております。　　24休
「博覧会のパンフレット見たよ」でイートイ
ンご利用の方限定アイスクリームをサービス

map 11
カフェ、雑貨

06-6210-1602

コホロ エルマーズ
グリーンコーヒーカウンター

コホロは手仕事の器や昔ながらの道具、
使っていくうちに味わい深くなるもののお
店です。併設されたコーヒーカウンターで
は、自家焙煎コーヒーや甘いものをご用意
しています。

洋菓子

06-4706-5160
五感　北浜本館 map 9

五感の菓子は「火」「水」「土」「風」をテー
マとし「人」「鮮度」「素材」「旬」「安心」
にこだわった心の菓子を目指しております。

ギャラリー
画廊　美術品商

06-6227-1610
ギャラリー 谷﨑 map 1

当画廊は洋画・日本画・版画・陶器・
彫刻など主に優品を展示しておりま
す。作品に関して分かる範囲で解説さ
せていただきます。　　　　　

ビューティーサロン

06-6227-8085

The Day Spa
大阪店

map 48

五感に働きかけるタッチで真のリラッ
クスの境地をご堪能下さい。
バランシングトリートメント90分を
１５％ＯＦＦでお受けいただけます。

フラワーショップ

06-6222-2287
bois de gui map 3

4月にOPENしたばかりのFLOWERSHOP
です。是非お越しください。　　23、24休

ショップ

7
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女磨きサロン

06-7493-9518
ウィズブライト株式会社

本気で生まれ変わりたいあなたに、外見
ビューティ、心、身体表現の３つの角度
から、女磨きの極意をお伝えしています。
不定休

ネイルサロン

080-2520-3025

atelier 405 
～mani&pedi～

2012年8月1日北浜駅近くに誕生した
『隠れ家空間ネイルサロン』です。エン
トランスから階段をゆっくり登りすすめ
大正時代の残り香を感じてください。　
日祝不定休

ジュエリー

06-6125-5037
himie osaka

「静かなる主張」をテーマにゴールドを
中心としたジュエリーをデザイナー兼職
人の下川宏道がひとつひとつ手作りし
ています。

アトリエ（額・アクセサリー）

06-6231-8858
テンダーハーツ

レトロな伏見ビルの２Fでオリジナルフ
レームとアクセサリーの制作販売をして
います。ゆったりとフレームのオーダー
もお楽しみください。　　　　　24休

インテリアショップ

06-6223-4455
AREA Osaka

オリジナル家具、フルオーダー家具
を用い、独創的な空間デザインをメ
インコンセプトとしている家具ブラ
ンドです。御自宅の家具、リフォー
ムのこと、お気軽にご相談下さい。

手作り作品ショップ

06-6231-7233
遊気Q倶楽部

ギャラリーで作品発表された作家の作
品をひき続き展示しており、その後の顧
客と作家の橋渡しをする役割をはたす
ためのスペースです。            　　24休

麻雀店

06-6226-1612
麻雀大学

おひとり様、4人様、どちらでも遊べます。
貸し卓料金格安。客層もサラリーマン主
体で安心して御遊戯できます。

国内外の個性的で可愛いお洋服や
小物をセレクト。一点物に出会える
楽しさもあります。

セレクトショップ

06-6222-8456
ANNE SLOW

10,500円以上 お買い上げの方に Made 
in USAのバンダナをプレゼント！！

リネン専門店

06-6223-5517
リネンバード北浜

ベルギーを中心にヨーロッパの上質なリ
ネン製品や手芸材料を扱うセレクト
ショップです。

フランス料理

06-6223-7088

レスプリ・ドゥ・クゥ・
ドゥ・フランス

グラスシャンパン1杯サービス

フランス料理

06-6202-1129
レストラン ユニック

お魚・お肉・お野菜など素材の良さを
活かしたやさしいフレンチ！　　20休
　

天然石と淡水オパールを使った、シ
ンプルなハンドメイドアクセサリーの
お店です。　　　　　　19、21休

odona

ショップ

おしゃれを楽しむ大人の男性のための
ユニークなアイテムを幅広く取り揃え
ております。ぜひお立ち寄り下さいませ。

メンズファッション

06-6233-2000
メンズショップトラヤ

map 8

北浜プラザ

飲食店
フカヒレ・鮑・伊勢海老専門店

06-6204-0022
美麗華

map 35

フカヒレ、鮑、伊勢海老専門店。目の前でス
テーキなどの鉄板焼もお楽しみいただけます。

イタリア料理

06-6223-5220
ビランチャ 北浜本店

4mの高さの天井で開放的な50席の店
内には4名用、6名用の2室の個室を
完備。何事にもバランスよくのポリシー
から命名したビランチャは体に優しい野
菜中心のイタリアン。　　　　　不定休

ビストロ

06-6223-9088
カフェ・ドゥ・コルス

ワンドリンクサービス

エルマーズグリーンカフェ
カフェ

06-6223-5560
一杯ずつ丁寧にハンドドリップした自
家焙煎コーヒーと手作りのケーキや焼
き菓子を、落ち着いた雰囲気の店内で
是非お楽しみください。

ショップ

伏見ビル map 41

飲食店

ギャラリー
画廊

06-6203-5012
ギャラリー ミヤコ

小さな展示場です。二見彰一先生の
銅版画展をします。

ギャラリー

06-6222-5022

伏見ビル3階サロン
Fushimi Salon
話題の・いろけん作品展『ユラリズム・時
を刻む』歴史ある伏見ビルをインスタ
レーションの場に独創的なアートモビー
ルで展示。楽しいワークショップも開催。
fushimisalon.com  で

ショップ

骨董と雑貨

06-6202-2030
it's

骨董を中心に、古いものと新しいものの
ジャンルをこえた商品を販売しています。
定期的にギャラリーを展開しています。
23、24休

ハンドメイドアクセサリー

090-8988-8548
chobichobi

ヴィンテージ雑貨
Ｋ　ＶＩＮＴＡＧＥ
主にパリで買付けるヴィンテージの
雑貨、バック、ドレス等々、厳選した
商品を販売いたします。
23日のみ開店他は未定

旅行業

06-6231-2031
株式会社 伏見ツーリスト

昭和38年(1963）楽しい旅づくりを
モットーにここ伏見ビル(登録文化財）
で産声を上げ、爾来50年、只管このま
ちの旅行やさんとして、楽しい旅づくり
に励んでいます。　　　　　23、24休

青山ビル
飲食店

中国料理

06-6203-7870
中国料理　龍門

あらゆる年齢層の方々に、男女を問わず、
ご利用いただいている大衆中国料理店で
す。おいしいお料理をリーズナブルに味
わって頂けます。お腹をすかしてお越し下
さいませ！　　　　　　　　　23、24休

map 42

タイ・ラオス料理

06-6231-8494
チャイラオ

皆さまのお越しを心よりお待ちしていま
す。　コップンクラップ　　23、24休

喫茶（カフェ）

06-6231-0820

丸福珈琲店 
北浜店

昭和9年創業以来丸福の珈琲はコク
深いのに後味はさっぱりしているの
が特徴です。こだわり、守り続ける味
をお楽しみくださいませ。 　　24休
期間中、ブラウニーセット￥720

ギャラリー
貸ギャラリー

06-6231-7233
ギャラリー遊気Q

オリジナル作品を創り続ける作家や無名
のアーティストが陶芸、工芸、平面、立体
オブジェ等の作品発表の場としてご利用
戴いております。　　　　　　　24休

ショップ

芝川ビル
飲食店

map 36

建築家

06-4867-3420

１級建築士事務所　有限会社 
ＮＥＯ ＧＥＯ  
ネオ ジオ

「やわらかい空間」を提案します。まち一
番のカッコイイ、キモチイイ建築を一緒に
創りましょう。随時無料相談しています。
（要予約）　　　　           　　　　24休

雑貨店

06-6202-0678
204号 

日々の暮らしに喜びをすこし加える、長
く使えるモノを世界中から集めています。
24休

ベトナム料理

06-6202-2202
RIVE GAUCHE

フランス領時代のインドシナをイメージ
した店内で、本格ベトナム料理はいかが
でしょうか。リーズナブルなフランスワイ
ンとご一緒に。

英国パブ

06-6231-3200
The Court

落ちついた雰囲気の店内でウィスキーやカ
クテルと楽しい時間をお過ごし下さいませ。

チョコレート

06-6232-0144

TIKAL by 
Cacao en Masse

マヤから欧州に伝わった歴史にイン
スパイや―され作る英国人シェフの
チョコレート

ギャラリー
ブック　ギャラリー

06-6226-8746
& Do's Niko

レトロな芝川ビル3階で、本・雑貨・
作家さんの作品etc…各種講習をし
ております。ギャラリー利用者随時
募集中　　　　　　　　　　19休

ショップ

06-4963-2538
Lisette 淀屋橋店

ベルギーやフランス、日本のリネンを
使って作ったオリジナルの洋服が並ぶ。
丁寧な作り、季節を感じさせる服は永
く大切に切られそう。　　　　20休

ブティック

ウエディングドレスサロン

06-6125-5037

Maison de Materia
メゾンマテリア

ラインや素材にこだわり1着づつ仕立
てられるオリジナルのドレスを展開。
ノーブルな空気感が感度の高い花嫁に
人気のアトリエです。　　　　　19休

眼鏡店

06-6204-5280
THE STAGE

鯖江の職人による手作りの眼鏡を取り揃
えています。今や珍しくなった温かみの
あるセルロイドの眼鏡など、他では味わ
えない本物の眼鏡を手にとって感じてみ
てください。

セレクトショップ(ガラス製品など）
RICORDO 
ハンドメイドのグラスウェア―を中心
にジュエリーやアクセサリーを提案
するお店です。その他、作家さんに
よる洗練されたハイクオリティーの
クラフト作品もご紹介します。
不定休

食器

06-6232-3326

yumiko iihoshi porcelain 
osaka shop

『手づくりとプロダクトの境界にあ
るもの」磁器作家イイホシユミコの
全プロダクトラインが揃う直営店。オ
リジナルの食器のほか、暮らしまわ
りのセレクト品も扱っています。

アンティーク時計

050-3585-8374
Luma

当店はアンティーク懐中時計を主に
扱っております。ほぼ全ての懐中時
計が100年以上前の物になりますの
で他には無い歴史、雰囲気を感じて
頂けます。　　　　　　　　20休

珈琲その他喫茶

06-6232-3616
Mole Hosoi Coffees

旧金庫室の中に広がる鉄のカウンターだ
けのミニマムで潔くも穏やかな佇まいの地
下サロンにて、味わい深い珈琲とともに特
別な日常、特別な時間をお過ごしください。

生花

050-3585-8374

Lotus  flowers  
ロータスフラワーズ

あざやかな花 、々個性的な観葉植物で充
実の店内。もちろん花束・アレンジメント
もご用意しております。
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古典芸能×近代建築で 船場を遊ぼう！　

芝川ビルでは、ビルの建築中の秘蔵写真を初公開！また、船場の歴史や古典芸能に関する資料なども展示します。
今年100歳を迎える本町橋には界隈の歴史を紹介する資料100点を橋の欄干に展示します。

map 36芝川ビル　11月19日[火]―24日[日]　10:00―20:00　芝川ビル階段踊り場
本町橋　　10月26日[土]―11月24日[日]　終日　本町橋欄干

船場のいまむかし展

[申込不要・無料]
問合せ：大阪商工会議所地域振興部  tel 06-6944-6323　fax  6944-6330       chishin@osaka.cci.or.jp

船場をテーマにした新作の講談を特別上演します。船場の魅力が講談師の名調子に合わせて楽しく。軽快に語られます。その後は、
船場のまちを講談師の案内で巡るスペシャルなまちあるきで、いつもとは違った船場を発見できるかも。

map 411月23日[土・祝]　新作講談『船場物語』公演　10:00―11:00　大阪証券取引所1階アトリウム
講談師とまちあるき   11:00―12:30　

新作講談『船場物語』とまちあるき

談師：旭堂 南海　
申込・問合せ：山本能楽堂  tel 6943-9454  fax  06-6942-5744　    noh@y.zaq.jp

[要申込・定員公演50名、まちあるき20名・無料]　

文楽の舞台で活躍中の豊竹英太夫さんによる文楽のお話と、近松門左衛門作の『心中天網島』の舞台をまちあるきとクルーズでお
楽しみいただきます。治兵衛と小春が歩いた橋を船上からたどり、思いをはせてください。

11月24日[日]　10:00―12:30　相愛大学本町学舎
文楽をたどる『心中天網島（しんじゅうてんのあみしま）』セミナー＆まちあるき＆クルーズ

AND MORE 関連プログラム

MACHINAKA PAVILION

詳細については各主催者に直接お問い合わせください。

1申込につき2名まで　締切り11月15日(金)申込多数の場合は抽選

講師：豊竹英大夫（都合により変更となる場合があります）　
申込・問合せ：大阪商工会議所地域振興部  tel 06-6944-6323　fax  6944-6330       chishin@osaka.cci.or.jp

[要申込・定員45名・無料]　

1申込につき2名まで　締切り11月15日(金)申込多数の場合は抽選

11月22日[金]・23日[土・祝]　13:00―16:00に受付終了 　伏見ビル3階サロン

講師：モビール作家・いろけん（ＴＶ、ＣＭ、海外、国内アートシーンで活躍中）

[要申込・定員：各回20名程度・大人2500円 子供1500円　材料費込み]　

いろけん・モビールワークショップ

北浜東6-9

EXHIBITION

2013 SC
H
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D

U
L
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19 20 21 22 23火 水 木 金 土・祝 24 日

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

企画展
　「船場のまちなみパーツ」、「船場の豪商芝川家ゆかりの品々」
　「これは おもろい！大阪弁川柳展」、ビデオ上映「船場ことば劇場」、「船場のみんながこんにちは」
　13:30―19:30
　辰野ひらのまちギャラリー

ゆる体操
　7:30―8:15
　芝川ビル４階モダンテラス
大阪弁川柳の愉しみ方
　17:00―17:40
　辰野ひらのまちギャラリー
高麗橋まちなか寄席
　18:00―18:45
　神宗 淀屋橋店
華道未生流教室
　18:00―19:00
　華道未生流会館

ワイン教室
　「イタリアンワイン
　食文化との深～い関係」
　19:00―20:30
　オペラ・ドメーヌ高麗橋

𠮷兆お餅つき
　19:00―20:30
　高麗橋𠮷兆本店 
　屋外駐車場

JA夕市 
　イブニングマーケット
　17:00―売切れ次第終了
　JA大阪センタービル前

芝川ichi
　12:00―日没まで
　芝川ビル4階モダンテラス

常設展示：洋画、日本画、工芸作品、外国作家　
　10:30―18:30　　　ギャラリー 谷﨑

寺岸遼佑展「千の波・千の声」　
　11:00―18:00　　　ギャラリー風

堺筋街角コンサート
　in アークホテル大阪心斎橋
　18:00―
　kokopelli(ココペリ)
　(Flute Quartette)
　19:00―
　相愛大学卒業生
　（BLUE BIRD 
　  PERCUSSION 
     ENSEMBLE）

堺筋街角コンサート
　in RESONA 
　with SOAI Univ.
　15:00―15:30
　相愛大学（パイプオルガン）
　15:45―16:15
　Beginning is music
　(ピアノ独奏)
　16:30―17:00
　相愛大学（弦楽四重奏）
　17:15―17:45
　相愛大学
　（サクソフォン
　 カルテット）
　

堺筋街角コンサート
　in RESONA 
　with SOAI Univ.
　15:00―15:45
　相愛大学
　（チェロアンサンブル）
　16:00―16:45
　彩（カラー）
　17:00―18:00
　イーゼル芸術工房
　

堺筋街角コンサート
　in 浪花教会
　18:30―
　相愛大学
　（声楽：オペラ「フィガロ
　の結婚」より）
　19:30―
　りそな銀行合唱団
アジア音楽ライブ２
　三井ガーデンホテル
　大阪淀屋橋
　18:00―18:30
　マルガサリ
　［インドネシア
　（ジャワのガムラン）］

堺筋街角コンサート
　in 北浜プラザ
　18:00―18:30
　相愛大学
　（サクソフォンカルテット）
堺筋街角コンサート
　in 五感・北浜本館
　19:30―20:00
　相愛大学
　（サクソフォンカルテット）
アジア音楽ライブ３
　三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 
　18:00―18:30
　船場ダンサーズ
　［日本（十津川の盆踊り）］

堺筋街角コンサート
　in 大阪証券取引所ビル
　18:00―
　岩本三千代
　19:00―
　イーゼル芸術工房
　 (通天交響楽団)
アジア音楽ライブ1
　三井ガーデンホテル
　大阪淀屋橋 
　18:00―18:30
　スリヤサンキート［タイ］

酒井学芸員と巡る
　まちなみパーツツアー
　三井住友銀行大阪中央支店→
　高麗橋野村ビルディング→
　開平小学校→北浜レトロ→
　新井ビル→
　中村健法律事務所
　14:00―16:30

くすりのまち道修町と
　近代建築を巡るツアー
　朝日生命道修町ビル→
　佐々木化学ビルオープン
　スペース→
　旧小西家住宅→
　くすりの道修町資料館→
　青山ビル→伏見ビル→
　杏雨書屋（きょううしょ
　おく）
　13:30―15:15

北船場の魅力たっぷり
　まち歩き＆街角コンサート
　大阪証券取引所ビル→
　新井ビル→伏見ビル→
　青山ビル→神農さん→
　生駒ビルヂング→
　船場ビルディング
　街角コンサートin RESONA 
　with SOAI Univ.
　12:20―

SEMINAR

GALLERY PROGRAM

CONCERT

TOUR

23日 10：00―18：00 24日 10：00―17：00

　少彦名神社 神農祭 　少彦名神社 神農祭

MARKET

上方舞と「𠮷兆」の
　お料理を楽しむ会
　18:00―20:00
　高麗橋𠮷兆本店
北船場茶会
　18:00―　
　19:00̶
　旧小西家住宅

ギャラリートーク
　船場の豪商　
　芝川家ゆかりの品々
　13:00―13:30
　辰野ひらのまちギャラリー
セミナー
　船場で愉しむ
　まちなみパーツ
　14:00―15:00
　辰野ひらのまちギャラリー

平野町あるきリレー
　ガスビル食堂→御霊神社→
　北野家住宅→戎屋北野→
   スエヒロ→小川香料→
   生駒ビルヂング　
   ほか平野町の要所
　14:00―15:30

北船場の魅力たっぷり
　まち歩き＆グルメツアー
　大阪証券取引所ビル→
　新井ビル→除痘記念館→
　適塾→浪花教会→神農さん→
　伏見ビル・青山ビル→与太呂
　10:20―13:00（予定）

ギャラリー・ツアー
　山木美術・
　谷松屋戸田ギャラリー→
　画廊大千→ギャラリー谷﨑→
　ギャラリー風→福住画廊→
　Nii Fine Arts
　18:00―19:00

船場のレッドカーペット
　三休橋筋まち歩き
　大阪市中央公会堂→
　吉田理容所→適塾→
　愛珠幼稚園→
　グランサンクタス淀屋橋→
　オペラドメ-ヌ高麗橋→
　浪花教会→
　船場ビルディング→
　綿業会館（ランチ付）
　10:00―13:00

map 41
作家と共にパーツから作る本格的モビール作りを体験してください。モビールの面白さは吊り下げるパーツのバランス感覚、空気を
感じる微妙なユラギ、デザインアドバイスやバランス構成を学びながらオリジナルモビールを完成させます。
大人、子供向けに材料・道具は用意しています。　

いろけん作品展　『ユラリズム・時を刻む』　11月19日(火)～24日(日)開催　
主催：伏見ビル3階サロン    www.fushimisalon.com　tel 06-6222-5022

大日本住友製薬（株）
　被災地応援物産展
　神農祭マルシェ
　11:00―14:00
　売切れ次第終了
　大日本住友製薬(株)
　大阪本社ビル前

23日、24日は１7：0０まで

町谷武士展「ＢＯＹＳ’LIFE」
　11:00―19:00　　　福住画廊

「須田剋太展」
　11:00―19:00　　　Nii Fine Arts　

往復はがきかインターネットの申込フォームよりお申込みください。

イベント申込について
申込方法　　▶

11月8日[金]（郵送の場合は8日必着）申込締め切り▶

往復はがきに郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢・同行者（１名まで）の氏名（ふりがな）を明記して下記の宛
先まで送付してください。　
送付先: 〒540-0021 大阪市中央区大手通1-2-10「船場博覧会実行委員会（株式会社ダン計画研究所内）」

はがきの場合▶

申込フォーム▶ 船場HOPEゾーン協議会のホームページよりご希望のプログラムの申込フォームへ進み、必要事項を記入の上送信
してください。

※有料プログラムの参加費は、特に記載のあるものについては事前振込とし、その他は当日受付にてお支払いください。
※たくさんの方に愉しんでいただけるよう、やむをえずキャンセルされる場合はなるべく早くご連絡ください。また、当日のキャンセルはできるだけお避けください。
※近代建築などの歴史的な建物は、エレベーター等の設備がございません。ご了承のうえ、お申込ください。

問い合わせ　▶ Email: sembahaku2013@dan-dan.com
申込多数の場合は抽選とし、当選された方には詳細をお知らせいたします。

新宮晋展「小さな宇宙」　　
　11:00―18:30　　　山木美術・谷松屋戸田ギャラリー　

～精鋭作家～ リアリズム展
　11:00―18:30　　　画廊 大千　

23日、24日休

23日、24日は１6：0０まで

主催：大阪市中央区役所　

ホームページで受付詳細のご案内を行います。

船場博覧会2013 検索
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高麗橋

平野橋

大手橋

本町橋

船場博覧会実行委員会
船場の高麗橋2丁目振興町会と、大阪市立大学都市研究プラザが2008年に開
催した「まちのコモンズ」は、2011年から船場地区HOPEゾーン協議会、堺筋
アメニティ・ソサエティと合流し、北船場の街を活性化するイベント「船場博覧会」
としてエリアとプログラムを拡大してきました。今年は船場博覧会実行委員会を立
ち上げ、これまで以上に地域の連携をはかって、街の古い歴史や豊かな文化、隠
れた魅力に光をあて、北船場という街の魅力を発信します。

委員長：池田吉孝（高麗橋二丁目振興町会会長）
副委員長：高岡伸一（大阪市立大学都市研究プラザ特任講師）

設立：平成20年8月
会員数：137名
会長：大橋達夫（集英連合振興町会会長）
http://semba-hope.main.jp

設立 ：平成5年 　　会員数 ：27社 
幹事会社 ：
アベ印刷（株）、稲畑産業（株）、
五感・北浜本館、少彦名神社、
富士火災海上保険（株）、りそな銀行（事務局）

船場地区HOPEゾーン協議会
船場に関わる様々なメンバーと船場が大好きなたくさんの人たちから成る地元協
議会。みんなで一緒に愉しみながら「まちなみ」というわかりやすい視点から、船
場のまちの魅力をより高めるため、さまざまな活動に取り組んでいます。会員募
集中！！
※船場博覧会2013は「大阪市HOPEゾーン事業交付金及び協議会補助金」を
　一部活用して実施するものです。

堺筋アメニティ・ソサエティ
当会は、堺筋沿道企業・団体の自主的な連合組織です。かつての大阪のメインス
トリートであった堺筋が、アメニティあふれ快適で美しい都市空間となるよう、さ
まざまな活動に取り組んでいます。
キタやミナミでは味わえない、新旧大阪が見事に調和して新たな魅力を創造してい
る堺筋・船場界隈を幅広く発信していきます。 
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■メイン展示　■セミナー　■マーケット　■ギャラリー　■コンサート　●グルメ＆ショップ　■関連プログラム　　  ガス燈

長堀通

平和不動産（株）
大阪支店

りそな銀行
本店

三菱東京
UFJ銀行

百又（株）
（千島土地（株）グループ）

五感 北浜本館

大阪市
信用金庫

上野製薬（株）

船場近代建築ネットワーク
三休橋筋商業協同組合
三休橋筋愛好会
北船場くらぶ
ひらの町サロン
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41

35

期間｜2013年11月19日[火]－2４日[日]
主催｜船場博覧会実行委員会
後援｜大阪市
協賛｜㈱池田商店、三菱東京UFJ銀行
　　　上野製薬㈱、百又㈱（千島土地㈱グループ）、
　　　大阪市信用金庫、㈱清林社
協力｜大阪市立大学都市研究プラザ、
　　　サッポロビール（株）、（株）東畑建築事務所
        辰野株式会社
　　  そして、船場のまちの多くの企業と皆さま

Designed by alt.design associates

本パンフレットは、公益財団法人東教育財団および
財団法人大阪集英教育会の助成金を活用して作成しています。
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船場を愉しむ６日間
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