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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。
今年は船場地区で取り組まれてきたまちなみ修景を紹介します。
建物オーナーさんや関係者の思いがどのように街を変えてきたかを振り返り、
これからの船場を考えます。

EXHIBITION 展示

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

近代建築をはじめとする船場の魅力的な建物たち。
今回は、船場地区HOPEゾーン協議会が大阪市と連携して取り組んできた「まちなみ修景」にご協力いただいた、14件
の建物などをご紹介します。建物オーナーさんの声や、工事担当者から聞いた修景工事のエピソードなどを通して、船
場の建物やまちの魅力をお伝えします。

“マッサン”竹鶴政孝と船場
現在放映中のNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」のモデルである竹鶴政孝。大正時代に単身スコットランドでウイス
キー製造を学んだ竹鶴が、苦労の末に国産ウイスキーを世に送り出すまでの軌跡を大阪との繋がりに焦点を当てなが
らご紹介いたします。
協力：アサヒビール株式会社　千島土地株式会社
※平成27年1月15日～21日　あべのハルカス近鉄本店7階街ステーションでも「竹鶴政孝・リタ展」開催。（主催：大阪市住吉区役所）

「これは おもろい！」大阪弁川柳展2014 
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。加
えて今年は船場らしい川柳についても合わせてご紹介。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’が演じるお話を映像で上映します。パネル展示では『せんばことば』の保存・継承に尽力された清水路子さん（故
人）の功績や貴重な資料（写真）を紹介します。※セミナー実施中は上映を中断します。

18日[火]―23日[日・祝] 入場無料　
1８日[火]～21日[金] 13:30－19:30  22日[土] 23日[日・祝] 10:00―18:00

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。
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。

セミナー

map 45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、大阪弁川柳コンテスト主宰者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、予めご了承ください。

17:30―18:20　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 11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、予めご了承ください。

18:00―19:00　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）

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 40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。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・1000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様御一門の上方舞を一
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、当選者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。
※お振込み後、キャンセルされましても返金できませんのでご了承ください。※指定日まで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。

①16:３0～　②18:30～　 𠮷兆高麗橋本店

［要申込・定員各回50名・2万円］　出演・講師：吉村ゆきその　𠮷兆 湯木潤治

map 23

map 21
ワイン教室「恒例ワインセミナー―ホイリゲで盛り上がりましょう」

11月は新酒の季節です。北半球のワイン産地では新酒祭りが行われます。もっとも有名な新酒といえばボジョレー
ヌーボーですが、今回は高品質で爽やかな白の新酒オーストリアのホイリゲをご紹介します。ハフスブルグ家の時代よ
り受け継がれてきた素晴らしいワイン。赤含め３、４種のワインとおつまみをご用意します。会場は東京駅で知られる
建築家・辰野金吾の設計事務所が設計した明治時代の赤レンガの洋館です。
※申込受付後、当選者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。
※お振込み後、キャンセルされましても返金できませんのでご了承ください。※指定日まで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[土]・23日[日・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、終日にぎわっています。
また、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 39

22・23日には、少彦名神社にて神農祭が開催されます。
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2 014船場を愉しむ６日間

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2014』。
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。

※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。

map 45船場の近代建築

船場のまちを彩るレトロでモダンな近代建築。
第1部では髙岡先生に船場の近代建築についてお話しいただきます。
第2部は、船場を代表する2件の魅力的な近代建築、生駒ビルヂング・新井ビルの建物オーナーさんと支配人さんの
お二人を交えた、船場の建物やまちについてのトークセッションです。
※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、予めご了承ください。

第１部 13:00―13:45　第２部 13:50―14:30

［申込不要・無料］ 
講師：第1部：髙岡伸一（建築家／大阪市立大学都市研究プラザ特任講師）
　　　第2部：髙岡伸一 x 生駒伸夫（株式会社生駒時計店 代表取締役社長）x 義間 隆（新井株式会社 新井ビル支配人）

22日[土] 辰野ひらのまちギャラリー



GALLERY

福住画廊　町谷武士展「NEUTRAL」
11月4日[火]―11月22日[土]日曜日休廊　11:00―19:00（土曜日は16：00まで） 　　

画廊 大千　第１章 －Ｇａｌａｐａｇａｒ－ 下薗博昭・友清大介・中野淳也 展
11月13日[木]―11月23日[日・祝]会期中無休　11:00―18:30（土・日曜日は16:00まで）

Watanabe Fine Art Gallery　
Young Artist Duo Exhibition 湊智瑛・日月美輪 日本画展
11月14日[金]―11月22日[土]会期中無休　10:30―18:00（土・日曜日は17:00まで）

ギャラリー 谷﨑　斎藤真一没後20年作品展
11月19日[水]―12月7日[日]会期中無休　10:30―18:30　
※11月19日（水）に「瞽女さんの門付」開催（上記EVENT参照）　

Nii Fine Arts　常設展：版画の魅力－樋勝朋巳・光嶋裕介・舟越桂 他－
11月19日[水]―11月23日[日・祝]会期中無休　11:00―19:00（日曜日は17:00まで）

ギャラリー風　赤松亜美展－幸せな孤独―
11月19日[水]―11月27日[木]会期中無休　11:00―18:00（日曜日・祝日と最終日は17：00まで） 
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map 35 週末の街角コンサートは、相愛大学音楽部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。今年も2日連続でご提供します！

瞽女さんの門付
ごぜ かどづけ

瞽女とは生業として三味線を携え日本各地、主に新潟から山形にかけて旅した盲目の女性芸能者です。当時の
姿を再現し、船場のまちで門付けをします。※雨天中止の場合あり

23日[日・祝]

19日[水]

18日[火]

芝川 i c h i map 33

芝川ビルのマーケットイベント『芝川ｉｃｈｉ』
8回目となる芝川ビルの人気マルシェイベント『芝川ichi』。今回のテーマは“琥珀色の
時間”。昭和2年に竣工した芝川ビルの、長い時間をかけて醸成された上質な空気を感
じながら、美味しいものを食べて・飲んで・お買い物をして…。素敵な時間をお過ごしく
ださい。

22日[土]

大人気のお餅つきや伝統芸能を再現した新しい試み、
そして近代建築の屋上を会場にしたマーケットなど
今年も街を使いこなす楽しいイベントを開催します。

18日[火]

19日[水]

20日[木]

［申込不要・無料］

19:30―20:0021日[金] ［申込不要・無料］

15:00―17:00（開場14:30）［要申込・先着順・定員400名・無料］

出演： SARY Jazz Project ―辻本純佳・松本あかり・小島琳太郎・Cheng chia fu―

map堺筋街角コンサート in ザ・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

堺筋街角コンサートを行っている各会場でスタンプを集めて景品をゲット！
23日（日・祝）の堺筋街角コンサート会場 「りそな銀行 本社地下講堂　　　　」 にて、景品と交換!!　
詳しくは、各会場で配布しているチラシをご覧ください。

堺筋街角コンサート
スタンプラリー

11月18日[火]―11月23日[日・祝]

出演: 相愛大学 声楽 ―岡本慧真・大西加緒里・二上亜香音・大橋彩和子（伴奏）―

演者: 瞽女唄伝承者　月岡祐紀子

出演: Beginning is music ―宮中優・辻内佳澄―

［申込不要・定員70名・無料］ map 22堺筋街角コンサート in 浪花教会 19:30―20:00

［申込不要・無料］19:30―20:00

22日[土] map 54堺筋街角コンサート in RESONAりそな銀行大阪本社講堂 with SOAI Univ.

map 8堺筋街角コンサート in 五感・北浜本館 19:30―20:00

map 45
“マッサン”を味わう

ウイスキーはどのように作られるのか？他のお酒とはどう違うのか？ウイスキーのあれこれを初心者にもわか
りやすく解説します。“マッサン”こと竹鶴政孝のニッカウヰスキーを試飲しながらウイスキーについて楽しく
学べる講座です。
※未成年の方、お車・バイク・自転車でお越しの方は試飲いただけません。
　また、年齢確認させていただくことがございますのでご了承ください。

13:00―14:00　
講師： ウイスキーアンバサダー本田雅之　アサヒビール株式会社

11/22[土] 23[日・祝]には芝川ビル1F  The Court　　　  でニッカウヰスキーフェアを開催

［申込不要・定員３０名 当日１２：00より会場にて整理券を配布・無料］ 辰野ひらのまちギャラリー

EVENT

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（「P６ギャラリー・ツアー」を参照）。

ギャラリープログラム

13:30―15:30　北船場エリア ゴシック様式の尖塔窓を持つ137年の歴史を持つ教会で、清楚で美しい空間の礼拝堂を特徴にもつ、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。

地下鉄堺筋線　長堀橋駅　4番出口すぐそばにあるホテルのロビーで繰り広げられる素敵な音楽をお楽しみく
ださい。

map 56

32

map 42

大正11年築の北浜に残る銀行建築の１つをリノベーションしたおしゃれなお店でスイーツを味わいながら素
敵な音楽をお楽しみください。※スイーツは要予約
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/shop/kitahama.php

http://www.eonet.ne.jp/~naniwa-church/

詳しくは、http://shibakawa-bld.net/

http://www.ark-hotel.co.jp/osaka/

CONCERT

12:00―18:00　芝川ビル4Fモダンテラス

耳馴染みのあるフレーズをオリジナリティ溢れるサウンドで展開する「SARY Jazz Project」と、現役大学生による新生カルテット。クラシック音楽
を学ぶ傍ら、独自の目線でジャズ・ポピュラー音楽を追求している。

SARY Jazz Project

相愛大学 声楽
相愛大学専攻科生による声楽コンサートです。今回は歌曲・オペラアリアを演奏致します。是非お越し下さいませ。

Beginning is music
”人の心を動かすことのできる曲を作り歌い届ける”をモットーに活動しているシンガーソングライターユニットです。

出演: クアトロカルテット ―西川侑作・中畑ぴあの・道家未樹・浅埜和也―

出演: Confort ―高木哲男（Aｓ）・神山香代子（Ts）・西垣ドラミ（P）・小林正見（B）・木村優一郎（Dr)―
ゲスト： Samurai ―マイケル松本―

「北浜タワー」とも呼ばれる超高層マンションにある、商業施設のオープンスペースで演奏される素敵な音楽
をお楽しみください。 http://thekitahamaplaza.com/

クアトロカルテット
クアトロカルテットは、船場博覧会の為に結成されました。メンバーは、相愛大学 トロンボーン専攻生です。この演奏会に出演するにあたり、皆様お
なじみの曲を演奏致します。どうぞお聴き下さい。

Confort
Confortは「心地よいJAZZをお届けします～」と言うような意味です。誰でも楽しく、誰でも心がうきうきし、誰でも親しみのあるJAZZを目指してい
ます。スタンダードを中心に楽しくなるような演奏、トークを心がけ演奏活動しています。

高木哲男（As）
JAZZとの出会いは新しいまだ６年！
大阪市のワークショップで日野皓正リーダーのビックバンドに入りサックス購
入。JAZZとサックスを勉強しながら「うんちくライブ」を継続中。

神山香代子（Ts）
1988年より関西を中心に幅広いジャンルでライブ活動を開始！！
現在、ライブ活動の傍ら音楽スクールにてレッスンやセミナー、音楽理論など
の講師を務め後進の指導にあたり多忙な日々 を送る。

西垣ドラミ（P）
４歳よりクラシックピアノを始める
ピアノレッスン、専門学校でのアンサンブル指導等を行いながら演奏活動や
レコーディングで幅広く活躍。ポップスバンドのライブサポートで、東京・大阪・
福岡をはじめ、様々なライブハウス、カフェ、バーでライブ経験を積む。現在は
関西にて、ジャズライブを中心に活動中。

木村優一郎（Dr）
ジャズをはじめ、シャンソン、ロック、ラテンと幅広いジャンルをこなし、繊細かつ
大胆であり、柔軟なリズムに定評がある。

小林正見（B）
15歳で初めてベースを手にし、友人と近所の楽器店に通いつめる。
20代からテレビ・ラジオ番組などでさまざまなアーティストと共演し、才能を発
揮。現在、ジャンルを問わず多くのアーティストとの共演をはじめ、国内外でラ
イブ、レコーディング、プロデュースを行うなど、多方面で活躍中。
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map 23

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！ ※雨天中止の場合あり

19:00―20:30　 𠮷兆 高麗橋本店  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］

［申込不要・無料］

𠮷兆お餅つき

イベント

map 33

ギャラリー谷﨑→少彦名神社→伏見ビル→旧小西家住宅→ひらのまちギャラリー→𠮷兆高麗橋本店
→神宗淀屋橋店→適塾→ギャラリー谷﨑

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。
どうぞ素敵なライブ演奏をお愉しみください。すべて無料です。

コンサート

4

協力：アサヒビール株式会社

［申込不要・無料］

map 54



大阪証券取引所ビル → 新井ビル 　　　　　→ 除痘記念館 → 浪花教会 　→ 神農さん 　　
→ 伏見ビル 　　　　　→ 青山ビル　　　　　→ 与太呂（12:40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がおこなわれる神農
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。
好評につき、昨年と同じツアーをご用意しました！

杏雨書屋（きょううしょおく）武田薬品工業道修町ビル　　　→ くすりの道修町資料館 → 旧小西家住宅
→ 佐々木化学ビルオープンスペース　 → 朝日生命道修町ビル　 → 辰野ひらのまちギャラリー

TOUR

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

くすりのまち道修町を少彦名神社宮司（ＨＯＰＥゾーン協議会事務局長 別所俊顕）がご案内。２つの資料館を巡っ
て薬の歴史、道修町の歴史に触れて頂いたあとは、船場の大商家の姿を今に伝える重要文化財 旧小西家住宅へ。

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を中心に、
船場の魅力的な建物を巡ります。
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 木
重 登

まちなみ修景（大阪市HOPEゾーン事業）を実施オ 近代建築 木造建築
国重要文化財 国登録有形文化財

船場の魅力発見ツアー

まち歩き＆グルメツアー

ツアー

18日[火] くすりのまち道修町ツアー 14:30―16:00

ギャラリー・ツアー

Watanabe Fine Art Gallery → 画廊大千 → ギャラリー風 → 福住画廊 → Nii Fine Arts

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。

20日[木] 18:00―19:00

19日[水]
9:50～　大阪証券取引所ビル１階アトリウム集合

※Café fuefueでは、ドリンクなどを有料でご利用いただけます。

大阪ガスビル建設記録映像と、新しいライフスタイルと文化発信のショーケースであったガスビルの昭和初期
のスライドショーを鑑賞していただきます。また、当時繁華であった平野町の面影を、レトロビルと神農さんに
訪ねます。

建設映像で巡る大阪ガスビルと平野町の賑わい 15:00―17:00

※事前申込が必要です。P11の申込方法をご確認ください。
※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！

ま

２１日[金]

Café fuefue(大阪ガスビル)での映像鑑賞 → ガスビル食堂ロビー見学 
→ 平野町の佇まい・神農さんの賑わいとともに沿道のレトロビル巡り

北船場の魅力たっぷりまち歩き&グルメツアー

中央公会堂　　（集合）→ 栴檀木橋 → 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　　　 （18:30頃到着 館内見学 19:00～19:45食事）

船場のまちの中心を南北に通る三休橋筋にガス燈55基全てが6月3日より点灯されました。今回は、夜のツ
アーをご案内させて頂きます。ガス燈の灯る三休橋筋とライトアップされた近代建築の建物、グルメな飲食店
など、昼間のビジネス街とは異なる風景をお楽しみ頂けます。
また、会員制の綿業会館の館内見学（談話室・特別室・鏡の間）とお食事を特別にセッティングしました。こ
の機会に是非、三休橋筋の新しい魅力をご堪能ください。　

22日[土]
17:15―20:00 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・ガス燈灯る夜の三休橋筋まち歩き＆グルメ

主催・案内：三休橋筋愛好会、三休橋筋商業協同組合

※11月14日(金)までにお振込が確認できない場合はキャンセルとさせていただきます。
※お申込時に食事のメイン料理（肉or魚）をお知らせください。
※お振込み後、キャンセルされましても返金できませんのでご了承ください。

近 重

重

重登ま

ま ま

オ 木

木

木 木 重木

※申込受付後、当選者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。
※お振込み後、キャンセルされましても返金できませんのでご了承ください。
※指定日までにお振込が確認できない場合はキャンセルとさせていただきます。

辰野ひらのまちギャラリー → 生駒ビルヂング　　　　　 → 青山ビル　　　　　 → 伏見ビル 　　　　　
→ 新井ビル　　　　 　→ グランサンクタス淀屋橋　 → 高麗橋ビル　　  → 芝川ビル

登ま

ま

オ 近

13:00からのセミナー「船場の近代建築」にご参加いただいたあと、髙岡先生と一緒に船場のまちあるき。髙岡
先生や建物オーナーさんの解説付きで船場の近代建築をたっぷり堪能できるツアーです。

22日[土] 髙岡先生と巡る近代建築ツアー

協力：船場・ひらの町サロン　
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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、昨年に続き、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。

12:00～（開場11:30）［要申込・先着順・定員400名・無料］

［要申込・定員15名・無料］

［要申込・定員15名・無料］

23日[日・祝] map 54堺筋街角コンサート in RESONAりそな銀行大阪本社講堂 with SOAI Univ.

出演: 12：00～　相愛フルートオーケストラ
　　　13：00～　relief ―東口雪菜・佐々木有紀
　　　14：00～　～flute ensemble～ kokopelli ―千葉展子・山岡結愛・増田亜由美―
　　　15：00～　イーゼル芸術工房

相愛フルートオーケストラ
相愛フルート専攻生を中心に、毎週 音楽学部 竹林秀憲教授指導のもと、日々練習に励んでいます。年に1度の定期演奏会の他、様々な場所での演
奏活動にも積極的に取り組んでいます。今年も12月13日(土)に相愛大学南港ホールにて定期演奏会がありますので、是非お越し下さい。本日は19名
で演奏いたします。
relief
私たちは2014年春に相愛大学三回生ピアノ科で結成したユニット「relief 」です。　まだ結成して間もないですが、ソロでは味わうことのできない連
弾の良さと楽しさをお届けできればいいなと思っています。

kokopelli
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・オカリ
ナ科の講師としても活躍。クラシックからJAZZ、ポップスまで幅広い演奏で演奏会やライブを開催し好評を得ています。今回は、3人でのご出演です。

イーゼル芸術工房
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芸術家集団（ユニット）および音楽バンド、動画配
信チームです。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。
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して、氏から『coolかつemotional』とその音楽性を評価されました。
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オーナーのお話が聞けます

15:00―16:30［要申込・定員15名・無料］

［要申込・定員12名・5,000円（食事代）］

［要申込　定員20名　3,600円（食事・お土産付）］

［要申込・定員10名・無料］

※生駒ビルヂング、青山ビル、伏見ビル、新井ビル、芝川ビルは建物内に入ります。

登まオ 近

ま 近 登ま 近
登まオ 近

登まオ 近

登 登まオ 近

オ 近

重近

登まオ 近 登まオ 近

登近まま 近 近

近

平成27年2月27日[金]―3月4日[水]
船場のおひなまつり

今春、芝川ビルで開催され、たくさんの方にご来場いただいた「芝川家のお雛様と美しい船場のいとはん」展。
来春は“船場のおひなまつり”として規模を拡大しての開催を予定しています。船場ゆかりの各家に伝わる華やか
なお雛飾りを通して、ご一緒に春の訪れを寿ぎましょう。

春の船場博覧会―告知―

map 33芝川ビルほか

ガス燈点灯時間
17:00―23:00（冬季）



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。

map 16
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。

map 9
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　　　　　 22、23休

日本そば

06-6231-6059
そば処 一山 map 12

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。

22、23休

天ぷら鯛めし

06-6231-5561
与太呂 本店 map 29

天ぷらと鯛ごはんの専門店でござい
ます。お昼のランチタイムには、天ぷ
らと白ごはんとお吸い物、お漬物が
つきまして、2500円で提供しており
ます。　　　　　　　　　　　23休

創作居酒屋

06-6222-0058
居酒屋 なごし map 18

生ビール・地酒・鮮魚　気合いいれ
てます！！アットホームなお店です。

22、23休

鰻料理

06-6231-3815
福梅 map 48

新鮮な国産鰻にこだわった「鰻重」
が人気。創業から79年間受継いで
きた伝統のタレには深みと旨みが凝
縮され、ふんわりとしたうなぎに良
く合う江戸の味、上品な船場の味。

イタリア料理

06-6231-7788

イタリア料理
コッタコッタ

map 25

map 28

ビストロ

06-6222-2122

BISTRO 
SALT&PEPPER
高麗橋店

名門ホテルプラザ出身のシェフが作
る、カジュアルフレンチのお店です。

22、23休

390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。ソムリエのえらんだおいしいワ
インも充実しています。　　　　　23休

イタリア料理

06-6222-3373
L'orma attiva map 24

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。　　　　　　 　23休

イタリア料理

06-6222-225６
yotteriaGAKU map 50

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。　　　　23休

ダイニング

06-4707-6456
ブラッセリーじょんのび

map 53
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

22、23休

map 36
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 25

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。　22、23休

手打ちそば

06-6202-0069
北浜土山人 map 26

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 34

メニュー数の豊富な創作料理のお店
です。　　　　　　　　　　   23休

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 17

おかげさまで53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。　　　　   22、23休
ワンドリンクサービス

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、
86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グルメ＆ショップ

MACHINAKA PAVILION

立呑み

06-6228-5515
立呑み処 ひさまつ

map 15
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休

天ぷら（和食）

06-6231-0267
喜太八 map 19

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。　　　　　　 22、23休

map 14
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。　　　　　　   22、23休

産直鮮魚中心の鮨店です。自家製珍
味も。　　　　　　　　22、23休
　

鮨

06-6223-3008
鮨れんげ map 26

map 29
居酒屋

06-6209-7334
らぱす 北浜店

ラパスとはスペイン語で平和の意。も
ともとメキシコ料理屋だった当店、香川
名物の鶏のもも焼きをタコスにして食
べていただくのがメインで、その他メキ
シコ・鶏料理多数あり。　　　22、23休

カレー専門店＆バール

06-6121-2820
マダム・カリー map 31

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。　　　　　　　　　22、23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 30

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。　　　             22、23休

ディナータイム
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 51

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 5

06-6226-1138

map 52
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

飲食店

ディナータイムにパスタご注文でグ
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 31

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。　　　　   　23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 43

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。　　　　　　　　　    23休

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

map 47

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 49
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
「働く大人」に嬉しい有機野菜をふんだん
に使った手作りビュッフェランチ。10種
類ほどのお料理でお待ちしております。

　　月・火・土・日休業
水木金のランチ営業のみ

map 46

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

三重・鳥取・石川・高知などの生産者の新
鮮な食材をお腹いっぱい召し上がって
もらえるフレンチビストロです。　23休

map 41

イタリア料理

06-6229-5959

ワイン食堂 重太家

農薬や化学肥料を使用しない有機農法
で育てたブドウの自然派ワインが２０種
類以上おいてあります。産直野菜を使
用し、リーズナブルで美味しいタパス＆
グリルでおもてなし。　　　　 　23休

タイレストラン

06-6209-2000

チェディルアン
淀屋橋

map 6

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。

クラフトビールと熟成肉

06-6202-1239
GARAGE３９ map 48

国内外１４種類のクラフトビールと熟成肉
のお店です。開放的な空間で飲むビールは
格別！　　　　　　　　　　　　　23休

map 34
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。23休

map 10

カフェ、雑貨

06-6210-1602

コホロ ELMERS GREEN
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、
使うほどに愛着が増す器と生活のものの
お店です。自家焙煎コーヒーや甘いものを
提供するコーヒーカウンターを併設。

洋菓子

06-4706-5160
五感　北浜本館 map 8

大阪・北浜発の洋菓子ブランド。出来うる
限り国産素材を使用し、日本人のこころに
響く洋菓子のおいしさを追及してまいりま
す。本館のある新井ビルは有形文化財に指
定されています。

ビューティーサロン

06-6227-8085

The Day Spa
大阪店

map 44

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

落ち着いた雰囲気のカフェを併設し
たフラワーショップです。毎月違う
テーマのフラワーレッスンも開催して
おります。是非お立ち寄りください。

　23、24休

ショップ

7 8

イタリア料理

06-6209-3984
Forno39 map 49

石窯料理とピッツァ・エスプレッソを手
軽に楽しんでいただけるお店です

odona map 7

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！！

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

今年5月、心斎橋から淀屋橋に移ってき
ました。創業14年目のベトナム料理店
です。よろしくお願いいたします。

ベトナム料理

06-6209-8889
ベトナム料理 インドシナ

ザ・北浜プラザ

フカヒレ・鮑・伊勢海老専門店

06-6204-0022
美麗華

map 32

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。

飲食店



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。

セレクトショップ

06-6282-7334
dieci 芝川ビル店

お洋服を中心にシンプルで飽きの来な
いスタイルを提案するセレクトショップ。
Dosa  n100  ゴーシュなどのアイテムが
並びます。　　　　　　　18、19、20休

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。　　　   18、23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。

作家作品展示販売＆教室

06-6231-7233
遊気Q倶楽部
ギャラリー遊気Ｑでの作品展開催後
も引続き展示販売しており、各手作り
教室やレンタルボックスのコーナーも
常設しております。お気軽に作品のご
注文ご相談をしてください。　　 23休

麻雀荘

06-6226-1612
麻雀大学

低料金にて地元のお客様に遊んでいた
だいてます。一見さんも大歓迎。電話
予約も承ります。

ショップ

06-6210-3775
Ａ・オリゼ

植物のパワーが凝縮されたハーブとアロ
マの専門店。ハーブティにお勧めのオー
ガニックスイーツも予約販売。女性専門
のアロマボディトリートメントは満足感
＋リーズナブル！　　　　　　　　23休

文化サロン（書・篆刻）

06-6484-6487
Salon des 有香衣

初めての方でも気軽に書や篆刻の体験
ができるサロンです。レトロ空間で文化
に親しんでみませんか。書や遊印のオー
ダーも承ります。期間中、一文字印、カ
レンダー作り講習開催。　　　　不定休

リネン専門店

06-6223-5517
リネンバード北浜
ヨーロッパリネンを扱うリネン屋さん。
ベッド、キッチン、テーブル周りのアイ
テムから生地、編み糸など手芸小物も
そろえています。

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！　　19休
　

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。

季節の素材を厳選し、一皿一皿、シェフ
が丁寧に仕上げる本格フランス料理で
しっとり落ち着いた、心地よいくつろぎ
の時間をお過ごしください。グラスシャ
ンパン１杯サービス

フレンチレストラン「レスプリ ドゥ クゥー  
ドゥ フランス」プロデュースのビストロ。
ディナータイムはアラカルトを中心に
オードブル、パスタなどをお楽しみいただ
けます。

メンズ・レディースファッション

06-6204-1200
野間洋服店

メンズ・レディースのスーツ・ジャケッ
ト・シャツ等をフル ビスポーク オーダー
メイドでお仕立てします。その他ニット・
帽子・バッグなど季節やシーンに合わせ
た楽しいおしゃれを提案します。

伏見ビル map 37

画廊

06-6203-5012
ギャラリー ミヤコ
小さなスペースです。「アンクルトリ
ス」を世に出した柳原良平先生の版
画展を催します。　　　　　　18休

ギャラリー・レンタルスペース

06-6222-5022

06-6203-2557

伏見ビル3階サロン
Fushimi Salon

テーマは“ＰＡＲＩＳ”。パリのアーティス
ト作品、原書の展示、現地食材を使っ
てのトークパーティ、シャンソンなど楽
しい催しを行います。詳しくは
http://fushimisalon.com/

骨董と雑貨
06-6202-2030it'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。               19、23休

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。　　22日のみ営業

デトックスサロン
Esthetic Natural Salon 
VIE*RENATUS
エステティック ナチュラルサロン ヴィレナトス

“女性本来の美しさはナチュラルで
ピュアな状態”を理念に、自然治癒力
を高めていくホットリンパマッサージ
をご提供。   　　　　　　　　　２3休

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休

青山ビル

中国料理
06-6203-7870龍門

若い食べ盛りの方から、定年された方々
のＯＢ会まで、ありとあらゆるお食事会で
ご利用頂いています。心と身体の栄養補
給は是非龍門で！！　　　　　 22、23休

map 38

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　　        22、23休

カフェ
06-6205-4280渋谷珈琲

モダンで落ちついた空間の中、お客
様にあった珈琲やオーダーを聞いて
から焼き上げるふわふわのスフレを
ゆったりとご堪能ください。

23日は特別営業します

期間中「船場博覧会」を見たでメ
ニュー20％ＯＦＦ

ニッカ注文＋パンフレット提示の方に
ピクルドエッグプレゼント
22,23日 ニッカフェア開催

貸ギャラリー

06-6231-7233
ギャラリー遊気Q
ツタのからまる大正時代の元私邸の空
間を活かしてのレンタルスペースです。こ
こでは自由な感性で平面、立体、映像な
どの自己表現で創り続けている作家達
が発表しています。　　　　　　　

工芸品ギャラリー
06-6205-3133びぎゃら

作家の工芸品を企画展と常設展で紹介
しています。年六回の個展は陶磁器・
漆・木工・雛人形・ガラス他。季節を大切
にした品揃えとコーディネートで展示販
売しています。　　　　　　　　不定休

芝川ビル map 33

建築家 1級建築士事務所

06-4867-3420
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）　　　　           　　　　23休

生活雑貨・ウツワ

06-6202-0678
204号 
様々な国や地域の伝統的な技術、手
作業のぬくもりを持つ品々をアパレル
からウツワ、食品まで。日々の生活を
少し気持ち良くする小さな生活雑貨
店です。　　　　　　　　　23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。

ショコラティエ

06-6232-0144

TIKAL by 
Cacao en Masse

マヤから欧州に伝わったカカオの歴
史をヒントにしたチョコレートショッ
プ。英国人シェフの手がけるチョコ
レート＆スイーツをご賞味ください。

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
く大切に着られそう。　　　　19休

ブティック

ウエディングドレスサロン

06-6202-7688

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。　　　　　  18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
RICORDO 
RICORDOはイタリア語で記憶。ガラ
スのもの、ジュエリー、香りに関するも
のを中心に、人の記憶にふれる／のこ
る物や事をご提案します。　　　19休

磁器

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。　　　　18休

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。　　　　　　　　   19休

珈琲その他喫茶

06-6232-3616

06-6210-3959

帽子
coeur クール
帽子ブランドcoeur　クール。大阪初
の直営店です。アトリエを併設しており、
セミオーダーもフルオーダーも可能。直
営店限定のメンズcoeur homme等す
べてのブランドが揃います。19、20休

06-6202-3730

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

06-4708-8907

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。

9 10

飲食店

飲食店

飲食店

ショップ
ギャラリー

ギャラリー

ショップ

ショップ

ショップ

天然石と淡水パールを使った、シン
プルなハンドメイドアクセサリーのお
店です。　　　　　　      18、20休

ハンドメイドアクセサリー

090-8988-8548
chobichobi



9月17日[火]―11月24日[月・祝]　青山ビル　　　 、芝川ビル　　　　、中央区役所　　　 など

古典芸能×近代建築で 船場を遊ぼう！　

謎解きラリー「センバ探偵団　ゆめまるくんと消えたお宝を探せ」では、船場の近代建築やホテルをめぐり、消えたお宝の行方と
犯人を推理すると、抽選で３００名様に宿泊券や食事券などがあたります。古典芸能や近代建築に関するパネル展示もあります。
他にも、能・狂言・文楽など、大阪が誇る多彩な芸能や近代建築をパネルで紹介。芝川ビルでは、花嫁学校『芝蘭社家政学園』の写
真や資料を展示します。

map 38

map 37

map 33 map 55
[申込不要・無料]

企画運営: 公益財団法人山本能楽堂、大阪商工会議所、船場近代建築ネットワーク
問合せ: 山本能楽堂　TEL.06-6943-9454
http://www.noh-theater.com/

AND MORE
詳細については各主催者に直接お問い合わせください。

北浜東6-9
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大阪弁川柳の愉しみ方
17:30―18:20
辰野ひらのまちギャラリー

高麗橋まちなか寄席
18:00―19:00
神宗 淀屋橋店
（淀屋橋センタービル1階）

𠮷兆お餅つき
19:00―20:30
高麗橋𠮷兆本店 
屋外駐車場

瞽女さんの門付
13:30―15:30
北船場エリア

ワイン教室
「恒例ワインセミナー
ホイリゲで
盛り上がりましょう」
19:00―20:30
オペラ・ドメーヌ高麗橋

“マッサン”を味わう
13:00―14:00
辰野ひらのまちギャラリー

芝川ichi
12:00―18:00
芝川ビル4F モダンテラス

ギャラリー 谷﨑　斎藤真一没後20年作品展　
10:30―18:30　　　

「瞽女さんの門付」開催

ギャラリー風　赤松亜美展 －幸せな孤独―
11:00―18:00　　　

11:00―16:00　　　

11:00―17:00　　　

堺筋街角コンサート
in ザ・北浜プラザ
19:30―20:00
クアトロカルテット
　西川侑作
　中畑ぴあの
　道家未樹
　浅埜和也

堺筋街角コンサート
in RESONA 
with SOAI Univ.
15:00―17:00
Confort
　高木哲男（Aｓ）
　神山香代子（Ts）
　西垣ドラミ（P）
　小林正見（B）
　木村優一郎（Dr)
　ゲスト
　『Samurai』マイケル松本

堺筋街角コンサート
in RESONA 
with SOAI Univ.
12:00～
相愛フルートオーケストラ
13:00～
relief
　東口雪菜・佐々木有紀
14:00～
～flute ensemble～ 
kokopelli
　千葉展子・山岡結愛・
　増田亜由美
15:00～
イーゼル芸術工房
　

堺筋街角コンサート
in 浪花教会
19:30―20:00
相愛大学 声楽
　岡本慧真
　大西加緒里
　二上亜香音
　大橋彩和子(伴奏)

堺筋街角コンサート
in アークホテル大阪心斎橋
19:30―20:00
Beginning is music
　宮中優
　辻内佳澄

堺筋街角コンサート
in 五感・北浜本館
19:30―20:00
SARY Jazz Project
　辻本純佳
　松本あかり
　小島琳太郎
　Cheng chia fu

髙岡先生と巡る
近代建築ツアー
辰野ひらのまちギャラリー→
生駒ビルヂング→
青山ビル→伏見ビル→
新井ビル→
グランサンクタス淀屋橋→
高麗橋ビル→芝川ビル
15:00―16:30

くすりのまち道修町ツアー
杏雨書屋→
くすりの道修町資料館→
旧小西家住宅→
佐々木化学ビル→
朝日生命道修町ビル→
辰野ひらのまちギャラリー
14:30―16:00

SEMINAR

GALLERY PROGRAM

CONCERT

TOUR

10：00―18：00 10：00―18：00

　少彦名神社 神農祭 　少彦名神社 神農祭

EVENT

上方舞と「𠮷兆」の
お料理を楽しむ会
①16:30～　②18:30～
高麗橋𠮷兆本店
華道未生流教室
18:00―19:00
華道未生流会館

北船場茶会
①18:00～　②19:00～
旧小西家住宅

船場の近代建築
第１部 13:00―13:45
第2部 １３：５０―14:30
辰野ひらのまちギャラリー

建設映像で巡る
大阪ガスビルと平野町の
賑わい
Café fuefue(大阪ガスビル)
映像鑑賞→
ガスビル食堂ロビー見学→
平野町の佇まい・神農さんの
賑わいとともに
沿道のレトロビル巡り
15:00―17:00

ギャラリー・ツアー
Watanabe Fine Art Gallery→
画廊大千→ギャラリー風→
福住画廊→Nii Fine Arts
18:00―19:00

北船場の魅力たっぷり
まち歩き&グルメツア
大阪証券取引所ビル→
新井ビル→除痘記念館→
浪花教会→神農さん→
伏見ビル→青山ビル→
与太呂
09:50～

船場のレッドカーペット・
ガス燈灯る夜の
三休橋筋まち歩き＆グルメ
中央公会堂（集合）→
栴檀木橋→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
17:15―20:00

福住画廊　町谷武士展「NEUTRAL」
11:00―19:00

Nii Fine Arts　常設展： 版画の魅力－樋勝朋巳・光嶋裕介・舟越桂 他－
11:00―19:00　

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。

“要申込”のイベント申込方法について
申込方法　　▶

11月10日[月] （郵送の場合は10日必着）申込締め切り▶

往復はがきに郵便番号・住所・電話番号・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。　
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋2-5-10
「船場博覧会実行委員会（株式会社 池田商店内）」

はがきの場合▶

申込フォーム▶ 船場地区HOPEゾーン協議会のホームページ内の「船場博覧会2014」のページから
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。

問い合わせ　▶ Email: sembaexpo@gmail.com

申込多数の場合、特に記載のあるもの以外は抽選とし、当選された方に詳細をお知らせします。

11:00―17:00　　　

10:30―17:00　　　
Watanabe Fine Art Gallery　Young Artist Duo Exhibition 湊智瑛・日月美輪 日本画展　
10:30―18:00

画廊 大千　第１章 －Ｇａｌａｐａｇａｒ－  下薗博昭・友清大介・中野淳也 展
11:00―18:30　　　　 11:00―16:00 11:00―16:00

主催：大阪市中央区役所　

11月22日[土]　13:30～　伏見ビル3階サロン

パリを語るシャンソン

パリの街、アート、文化を歌とトークで語るシャンソンパーティです。
人が集まるとシャンパン、ワイン。
パリ流にワイワイ楽しめるホームコンサートです。

[要申込・定員：25名・3500円]

http://www.fushimisalon.com　お申し込みはinfo@fushimisalom.com

主催：伏見ビル3階サロン

船場博覧会2014 検索

11 12

関連プログラム

出演: 梨里香

map 3711月23日[日・祝]　13:30～　伏見ビル3階サロン

サロンに“パリ”がやってきた

フランス人コーディネーター：Davit Katteが、この日一日サロンをパリに大変身！
Davitが作る本格カナッペをつまみながら、秋のパリに思いを巡らせてみませんか。

[要申込・定員：25名・3500円]

http://www.fushimisalon.com　お申し込みはinfo@fushimisalom.com

主催：伏見ビル3階サロン

※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、その他のものは当日受付にてお支払いください。
※お振込み後、キャンセルされましても返金できませんので予めご了承ください。
※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。
※近代建築等の歴史的な建物は、エレベーターなどの設備がありません。ご了承のうえお申込みください。

企画展
「船場のまちなみづくり展～ひと・たてもの・その魅力～」
「これは おもろい！ 大阪弁川柳展2014」　「“マッサン”竹鶴政孝と船場」
「船場のみんながこんにちは」　映像上映「船場ことば劇場」
13:30―19:30
辰野ひらのまちギャラリー



主催

構成団体

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）

※船場博覧会2014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。

設立: 平成20年8月
会員数: 約150名
会長: 大橋達夫（集英連合振興町会会長）
http://semba-hope.main.jp

船場博覧会実行委員会
MAP掲載スポットリスト

船場地区HOPEゾーン協議会

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。今年も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。

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！！

設立: 平成5年
会員数: 25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)

期間：2014年11月18日[火]－23日［日・祝]
主催：船場博覧会実行委員会
協賛：（株）池田商店、上野製薬（株）、
　　　百又（株）（千島土地（株）グループ）、三菱東京UFJ銀行、
　　　大阪シティ信用金庫、（株）清林社、京都銀行
後援：大阪市
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
そして、船場のまちの多くの企業と皆さま

本パンフレットは、公益財団法人東教育財団および
一般財団法人大阪集英教育会の補助金を活用して作成しています。

Designed by Takeshikawamura.com

堺筋アメニティ・ソサエティ

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

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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ギャラリー谷崎
ギャラリー風（日本文化会館ビル9F）
BROOKLYN ROASTING COMPANY
bois de gui
大阪証券取引所ビル
あずみのおそば樽谷玄助
チェディルアン淀屋橋
淀屋橋odona
五感・北浜本館（新井ビル）
旬夏秋冬 淀屋橋店
コホロ エルマーズグリーンコーヒーカウンタ
神宗 淀屋橋店
一山
華道未生流会館
本家 柴藤
立呑み処ひさまつ
串ダイニング SOL
よし富
居酒屋なごし
喜太八
福住画廊
オペラ・ドメーヌ高麗橋
日本基督教団浪花教会
𠮷兆高麗橋本店
L'orma attiva
コッタコッタ
旬魚旬貝 もり多
土山人
鮨れんげ
Nii Fine Arts
SALT&PEPPER
与太呂 本店
らぱす 北浜店
ジョカーレ
マダム・カリー
北浜酒場GORI
ザ・北浜プラザ
芝川ビル
FOCE
彩朶家
画廊 大千
魚蔵
伏見ビル
青山ビル
少彦名神社（神農さん）
旧小西家住宅
ワイン食堂 重太家
Watanabe Fine Art Gallery
中国酒菜 凛
The Day Spa
辰野ひらのまちギャラリー
小藤食堂
健美宴サンキューバシ
GARAGE39
福梅
Forno39
オーガニックキッチンハル
yotteria GAKU
レストラン ボダコア
木本屋
ブラッセリー じょんのび
りそな銀行本店
中央区役所
アークホテル大阪心斎橋

ベトナム料理インドシナ
ANNE SLOW
メンズショップトラヤ

美麗華
ビランチャ 北浜本店
カフェ・ドゥ コルス
レスプリ・ドゥ・クゥ・ドゥ・フランス
エリマーズ グリーンカフェ
AREA OSAKA
リネンバード北浜
野間洋服店

RIVE GAUCHE
The Court
Mole hosoi coffees
TIKAL by Cacao en Messe
Lissette 淀屋橋店
Lotus flowers
Maison de Materia
RICORDO
THE STAGE
yummiko iihoshi porcelain
Luma
himie osaka
dieci 芝川ビル店
coeur

ユニック
ギャラリーミヤコ
Fushimi Salon
it’s
テンダーハーツ
chobichobi
K VINTAGE
（株）伏見ツーリスト
デトックスサロンVIE*RENATUS

龍門
チャイラオ
渋谷珈琲点
ギャラリー遊気Q
びぎゃら
遊気Q俱楽部
204号
麻雀大学
NEO GEO
A・オリゼ
Salon des 有香衣
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イベント

SEMBA EXPO 2014 EVENT MAP

京都銀行

本願寺津村別院
（北御堂）

三井ガーデン
ホテル

■メイン　■セミナー　■イベント　■ギャラリー　■コンサート　●グルメ＆ショップ　■関連プログラム　　ガス燈写真スポット★

★

★

★
大阪シティ
信用金庫

佐々木化学ビル

ザ・北浜
プラザ

朝日生命
道修町ビル

北浜レトロ
ビルヂング

グランサンクタス
淀屋橋

高麗橋ビル

武田
道修町ビル

新井ビル

大江橋駅
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大 阪 建 築 夜 会

18:00～19:30 [開場17:30]日時：

定員等：事前申込要　先着150名／入場料 500円

会場：綿業会館７階 大会場

生きた建築、その魅力と可能性
大阪・船場×生きた建築

橋
爪
紳
也×

磯 

達
雄

はしづめ しんや橋爪紳也
1960年 大阪市中央区生まれ

イケフェス大阪 検索 で検索！

主催／大阪建築夜会開催事務局　開催支援／財団法人大阪集英教育会
連携・協力／生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪 2014 事務局、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、集英連合振興町会、船場博覧会実行委員会、船場 HOPEゾーン協議会ほか

船場博覧会 2014 関連企画 Osaka Architecture Evening Party

2
月 日 [木 ]年2014 10 30

2nd. night

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築のこと。
あまり知られていませんが、大阪には，こうした建物が数多く存在しています。
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、
まちを歩けば素敵な建物に出会える、生きた建築ミュージアム」なのです。
大阪建築夜会は，そんな建築に魅せられた大人のためのトークナイト。
今年、第二夜の語り手は、橋爪紳也さんと磯達雄さん。
珠玉の名建築・綿業会館の一室で、お二人のお話と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。

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・
都市文化論選考工学博士、大阪府立大学21世紀科学研究機構特別教授、大阪府
立大学観光産業戦略研究所所長。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　関西編』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務める。

いそ たつお磯 達雄
1963年 埼玉県生まれ

名古屋大学工学部建築学科卒、建築ジャーナリスト・株式会社フリックスタジオ
取締役。88-99年『日経アーキテクチュア』編集部勤務。2000年に独立。02年
から編集事務所フリックスタジオ共同主宰。桑沢デザイン研究所非常勤講師、武
蔵野美術大学非常勤講師。著書に『菊竹清訓巡礼』『634の魂』『ポストモダン
建築巡礼』『昭和モダン建築巡礼』『ぼくらが夢見た未来都市』など。

11/１ [土] ・ 2 [日] プレイベント10/30 [木] 31[金]
大阪の生きた建築が扉を開く、特別な2日間
生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2014※

1部　18：00～18：30　 講演：橋爪紳也
2部　18：30～19：30　 スペシャルトーク：橋爪紳也×磯 達雄

※北浜レトロビルヂング、新井ビル、芝川ビル、伏見ビル、青山ビル、生駒ビルヂング、武田道修町ビルなど、
船場地区HOPEゾーン事業で修景された建物もこのイベントで特別公開等が予定されています。
詳しい情報は、「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2014」（イケフェス大阪）をご覧ください。
また、各プログラムの最新情報等は、生きた建築ミュージアム Twitter（ツイッター）＠ikitakenchikuで発信しています。
秋の週末、大いに‘生きた建築’の魅力をお楽しみください。

こちらにも
注目！


