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船場・古典芸能・近代建築

今年１０２歳となる、大阪市内最古の現役橋「本町橋」（大阪市指定文化財）
のたもとに、2015年5月、「本町橋船着場」がオープンしました。
オープンを祝い、「橋」と「水辺」を楽しむイベントを開催します。

大阪が誇る多彩な芸能、船場の近代建築、
こども達の写真等を各所にパネル展示します。

展示内容

本町橋
船着場
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古典芸能・芸術を通じた船場地区活性化事業

船場開催期間
年2015 月9 月11日（水）16 日（月祝）23

「大大阪」時代の中心と言える船場で、その時代の人々に深く愛され育まれてきた古典芸能と、
当時を象徴する近代建築をより身近に、心地よく楽しんでいただくイベントです。

船場アカデミー

サテライトアカデミー

現代版「芝蘭社家政学園」

無料全てのプログラム 素敵な賞品クロスワード
正解者に

会場：芝川ビル

会場：本町橋船着場

会場：芝川ビル、青山ビル、
相愛大学本町学舎、アイ・スポット

会場：本町橋船着場

展示

新作講談

クロスワード
ラリー

広岡浅子と船場
～九転十起～

会場：山本能楽堂

なにわなんでも
大阪検定
×

近代建築

公募写真展
「レトロ建築×こども×えがお」

水辺で能公演
橋洗い

能・狂言、文楽、落語、講談など
大阪が誇る多彩な芸能
船場、近代建築の紹介

「黄金の御座船」船上茶会

会場：相愛大学
玉岡かおる 講演

会場：美々卯本店
美々卯社会見学

橋上&船着場 展示

クロスワードラリー
「船場を遊ぼう」と同時期に開催される船場のイベントです。

「船場アカデミー」が、芝川ビルを飛び出し、
船場の各所にてサテライトアカデミーとして開催されます。

会場：

10月25日（日）

本町橋船着場 定員：各回16名

サテライトアカデミーSATELLITE 
ACADEMY

 ①11:00‒ ②12:00‒ ③13:00‒ ④14:00‒
※各回45分※雨天決行・荒天中止

秀吉の「黄金の御座船」
～船場の歴史と船上茶会～

本町橋 橋洗い

茶会 講演 社会
見学

伴 一郎講師： 伴ピーアール株式会社 代表取締役

「大坂の陣」から４００年を経た今年、秀吉の「黄
金の御座船」が復活しました。
クルーズしながら、御座船を復活させた伴氏か
ら、船の由来や船場の歴史をお話いただきます。
また船上にてお茶会を楽しみます。

会場：

11月13日（金）

相愛大学本町学舎 定員：150名

受付開始 18:00　開演 18:30‒

申込：不要

10月24日（土）

10月2日（金）～4日（日）

会場：本町橋
10:00‒11:00

2015年

ご寮人さんたちの船場
～名と誇りとを宝にして～

玉岡 かおる講師： 作家・大阪芸術大学教授

関西を舞台にした作品で多くの読
者を魅了する人気作家・玉岡かお
る氏に、船場の女性の生き方を熱く
語っていただきます。

講演後、お店の舞台裏をご見学いただいた後、
おそばをお召し上がりいただきます。(提供：美々卯）

会場：

11月14日（土）

美々卯本店 定員： 30名

14:00‒15:30

薩摩 和男講師： 株式会社美々卯  代表取締役

うどんすきで有名な「美々卯」は、大阪・堺で
200年続いた老舗料亭「耳卯楼」を先々代
平良太郎氏が「美々卯」と改め、大正14年
に設立。　
自分たちが納得できるものしか出さないと
いう家業的な考え方が「美々卯」の原点。
その食の秘密をお話しいただきます。

現代「老舗」考
 ～「食」の伝統芸術を未来へ語り継ぐ～

郵便はがき

デッキブラシで橋をきれいに洗う恒例行事。
水辺で能公演×黄金の御座船

申込：不要　
※雨天時はシティプラザ大阪１Fロビーにて
能公演を実施

1人、1枚のみ応募可
※応募頂いた写真はすべて展示させて頂きます。（個人情報は公表しません。展示終了後、画像データおよびパネルは処分します。）
※撮影場所はクロスワードラリー設置ポイントのレトロ建築前に限らせて頂きます。（ビル内での撮影はご遠慮ください。）
※展示場所は応募頂いた際にお知らせ致します。　※被写体は小学生以下のお子様に限らせて頂きます。
※必ず親権者の承諾を得て応募してください。

※プログラム内容及び出演者等、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

申込：Eメール（JPG添付ファイル）のみ、写メール可
▶申込先：info@shibakawa-bld.net（芝川ビル）

展示場所：芝川ビル     等展示期間：10月24日（土 ）～11月23日（月祝） 1

1～3F壁面

主催： 船場まつり推進協議会、船場げんきの会

10月24日（土）
11:30‒12:00

月～金 8:00‒22:00 土 9:00‒19:00

橋上&船着場 展示
「いま・むかし・みらい展」

本町橋橋上への展示

10月24日（土）～11月23日（月祝）

本町橋船着場への展示

9月16日（水）～11月23日（月祝）

募集期間： 9月1日（火）～10月１4日（水）

橋洗い後、本町橋船着場を舞台に、
太閤・秀吉が演じた能を上演させていただきます。
船着場では、秀吉期の「大坂図屏風」をもとに復元された
「黄金の御座船」の見学もでき、
「天下人」の気持ちをお楽しみいただけます。

青山ビル

本町橋及び本町橋船着場に、
東横堀川界隈の歴史を紹介する資料、約１００点を展示。
展示によって本町橋周辺のこれまでを学び、
これからを考えます。

9月16日（水）～11月21日（土）

ラジオ大阪の公開生放送や坐摩神社での音楽祭、神
輿の巡行など多彩な催しと、商店街の大感謝セール
を開催。詳しくは公式WEBページを参照。

1１月17日（火）～23日（月祝）2015年
主催： 船場博覧会実行委員会

船場の地域資源を活用してまちの歴史と文化を発
信。パネル展示や各種セミナー、普段は入れない近代
建築を会場にしたイベントなど、多彩なプログラムを
催します。

SEMBA 
ACADEMY

SHIBAKAWA Bldg.
戦前期に芝川ビルで開校した「芝蘭社（しらんしゃ）家政学園」。
創立者 芝川又四郎の「一流の講師による本物の授業を通して、
真の教養を身につけて欲しい」との理念を受け継ぎつつ、
現代版にアレンジした、教養講座の第2弾。
船場の芸能・食・学問などをテーマに、
船場ならではの講師陣から学びます。

レトロ建築の前で撮影した、こどもたちの写真を募集・展示します。
さまざまな時代を生き抜いてきたレトロ建築と、
次世代を担うこどもたちを繋ぐ素敵な写真をお待ちしています。

申込
方法

船場アカデミー、サテライトアカデミー、
新作講談は、事前のお申込みが必要です。

会場：

受付期間：9/5（土）～18（金） 
申込人数：１組４名まで（先着順） ※お申し込みはA～Dのいずれか１つとさせて頂きます。

10月10日（土）・11日（日） 芝川ビル     4F モダンテラス 協賛：サントリーホールディングス（株）

定員：各プログラム60名（計240名）

船場アカデミー

展示

本町橋船着場イベント

新作講談

B

船場と文楽
鳥井 千栄子講師： 伝統芸能研究家

13:30‒14:20

近松門左衛門の世話物から、船場が舞台となった作品を中心に、文楽の中に
登場する女性の生き方を通して、文楽の新しい魅力にせまります。

船場と能楽
山本 章弘講師： 重要無形文化財総合指定保持者

14:30‒15:20

山本能楽堂は「大大阪」の時代に、船場の旦那衆が自分たちの社交場を作り
たいという願いから創設されました。船場の旦那衆がたしなんだ能楽の 魅力
を伝えていただきます。 閉校式

10月11日（日）

15:20‒15:30

船場と落語
桂 かい枝講師： 落語家

10:00‒10:50

C

D

落語に登場する、旦那さんや番頭さん、丁稚さん。ユーモアあふれる落語のお
話を通して、船場商家ならではの風習や文化を読み解きます。

緒方洪庵と適塾
川上 潤講師： 緒方洪庵記念財団　事務長

11:00‒11:50

適塾で明治維新を支えることになる多くの人材を育てる傍らかつて猛威を振
るった感染症の一つ、天然痘の予防活動に尽力した洪庵の５４年の生涯に焦
点を当ててお話しいただきます。

泊園書院と船場
藪田 貫講師： 関西大学名誉教授

13:30‒14:20

幕末期に船場に開かれた漢学塾の泊園（はくえん）書院は大阪最大の私塾と
して栄えました。文化・教育の発展に多大な貢献を残した泊園書院について
学びます。協力：関西大学なにわ大阪研究センター設置準備室

大阪寿司の伝統の秘密
橋本 卓児

柏木 陸照（予定）

講師：

大阪市中央区長

 芝川 又美 千島土地株式会社 会長

吉野寿司７代目

14:30‒15:20

天保１２年に創業され、１７０余年にわたり大阪寿司の伝統を守り続けている
淡路町の吉野寿司。「二寸六分の懐石」といわれる大阪寿司の歴史と伝統を
お話しいただきます。

激動の時代を駆け抜けた浅子のドラマチックな九転十
起（きゅうてんじゅっき）の生涯を講談で語り聞かせます。
＊広岡浅子は、9月28日スタートの平成27年度後期連続テレビ小
説「あさが来た」（NHK)のヒロインのモデルです。

広岡 浅子と船場
～九転十起～

受付期間：9/5（土）～18（金）
申込人数：１組４名まで（先着順）

会場：

9月26日（土）
山本能楽堂

お申込み・お問合せ：

所在地：〒540-0025 大阪市中央区徳井町1丁目3-6

山本能楽堂

お問合せ：山本能楽堂
主催：

協力： 青山ビル、大阪市交通局、大阪スケジュール（株式会社ビッグアップル・プロデュース）、関西ウォーカー（株式会社KADOKAWA）、芝川ビル、
　船場げんきの会、船場博覧会実行委員会、相愛大学　[五十音順]

協賛： 青山ビル（ギャラリー遊気Ｑ&遊気Ｑ倶楽部、工芸品ギャラリーびぎゃら、Salon des 有香衣、ＮＥＯ ＧＥＯ、桜屋珈琲館）、新井ビル（五感）、生駒ビルヂング、
　ヴィアーレ大阪、大阪企業家ミュージアム、大阪証券取引所ビル、大阪農林会館、緒方洪庵記念財団除痘館記念資料室、北浜レトロビルヂング、サントリーホールディングス株式会社、
シティプラザ大阪、芝川ビル（dieci、Lisette、Lotus flowers、MAISON DE MATERIA、MOLE&hosoi coffees、RICORDO、RIVE GAUCHE、The court、
TICAL by Cacao en Masse、yumiko iihoshi porcelain）、伏見ビル、三木楽器開成館、三井ガーデンホテル大阪淀屋橋、
桃谷順天館グループ（明色化粧品）、ルポンドシエル　[五十音順]

大阪市中央区役所 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

電話： 06-6943-9454

電話：06-6943-9454 HP：http://www.noh-theater.com/

メール：noh@y.zaq.jp

定員：150名
10:30‒12:00

旭堂 南海出演： 講談師

大同生命保険提供

開校式
10月10日（土）

10:00‒10:10

船場は生きた建築ミュージアム
高岡 伸一講師： 建築家・大阪市立大学特任講師

10:10‒11:00

A
10月の末に開催される建築公開イベント「生きた建築ミュージアム フェスティバ
ル大阪」の紹介を中心に、建築の魅力とその楽しみ方、そして世界各地で行わ
れている建築を活用した地域活性化の取り組みについてお話しいただきます。

料亭のお話し
湯木 潤治講師： 株式会社本吉兆　代表取締役

11:10‒12:00

料理・器・もてなし、全てにわたり日本を代表する料亭「吉兆」の湯木潤治氏
に、一期一会のおもてなしについてお話いただきます。

参加者全員の「住所、氏名、フリガナ、年齢、電話番号、メールアド
レス、イベント名称、開催日（船場アカデミーはA～Dの内、ご希望
のプログラム、お茶会は希望の時間）」をご記入のうえ、往復はが
きまたはメールにて山本能楽堂までお申込みください。メール
でお申込みの場合は、当選者のみご連絡します。

EXHIBITION

会場：本町橋船着場

淀屋橋odona内2F

月～金 11:00‒21:00　土日祝 13:00‒17:00

Designed by takeshikawamura.com

アイ・スポット
9月16日（水）～11月23日（月祝）

1Fロビー

月～土 9:00‒17:00

相愛大学本町学舎
9月16日（水）～11月21日（土）
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エレベーターはありません。

公募写真展「レトロ建築×こども×えがお」

受付期間：10/5（月）～15（木）
申込人数：1組2名まで（先着順）

受付期間：9/16（水）～10/25（日）
申込人数：1組4名まで（先着順）

り ょ ん

受付期間：10/２０（火）～３０（金）
申込人数：1組2名まで（抽選）

は、北は土佐堀川、東は東横堀川、南は長堀通
（旧長堀川）、西は阪神高速（旧西横堀川）に囲

まれた区域を言います（諸説あり）。大正から昭和にかけて、
大阪は「大大阪」と呼ばれて繁栄を遂げ、経済の中心となり、
同時に幅広い文化が育まれました。

※ご応募はお1人様1枚限りでお願いします。同一人物の重複応募は無効となります。
※はがき裏面に、解答、スタンプのないものは無効となります。
※ご記入いただいた個人情報は、ご当選の際の賞品発送に使用させていただくほか、
個人を特定しない統計資料の作成に使用させていただき、その後速やかに処分いたします。

「船場を遊ぼう」へは、大阪市営交通をご利用ください。
大阪市内のおでかけは、
お得なエンジョイエコカードや便利な
OSAKA  PiTaPaなどPiTaPaカードをご利用ください。

PiTaPa カードは
このマークが目印です PiTaPa カード

エンジョイエコカード

「携帯電話のご利用マナー」にご協力下さい。
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