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16日［木］ 𠮷兆お餅つき
19:00〜20:00

𠮷兆 高麗橋本店 屋外駐車場

map

29

[当日18:00より会場入口にて整理券を配布・定員250名・無料]
毎年大人気！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。
アサヒビールからも先着100名様にプレゼントが!

日［木]

＊雨天中止の場合あり

はじめに

船場博覧会は2006年「船場建築祭」
（大阪市立大学都市研究プラザ主催）
に始まり、
2008年「まちのコモンズ」
（同プラザと高麗橋2丁目振興町会主催）
に引き継がれ、

1

2011年からは「船場博覧会」
（まちのコモンズ、船場地区ＨＯＰＥゾーン協議会、

EXHIBITION

北船場のさまざまな魅力を取り上げる企画展示。
今年は、懐かしい企画を振り返る展示のほか、恒例の大阪弁川柳、船場ことばなど、
船場の様々な「今」
「昔」を体感していただきます。

堺筋アメニティ
・ソサエティの3団体主催）
として現在の形で開催されています。
船場博覧会実行委員長

池田吉孝

メイン
会場

企画展

1

どしょうまち

」は、薬のまち道修町に位置し、日本の薬祖神である少彦名命ととも
しんのう

に、中国の医薬の神様、神農氏をお祀りしているところから「神農さん」で親しまれています。
神農祭の両日は、道修町の通りにはくす玉飾りや献灯提灯が立ち、普段は少し気取ったビジネスの街が、どこか
懐かしい縁日の風景に一変します。ビルの前にはたくさんの露店が並び、おでんや焼きそばのいい香が立ち込
めます。 薬の街らしく製薬会社のゆるキャラたちも登場して、街は縁日を愉しむ人達や、神虎（張子の虎）の笹

企画展

を求める神社の参拝者で終日賑わいます。

道修町文化講演会
大阪薬業クラブ 中央区伏見町2-4-6 map

38

企画展

18日［土］〜23日[木祝］入場無料

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、今年も船場らしい川柳を併せてご紹介します。
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。

建物を始めとした「モノ」を擬人化することで物語を綴る、劇団ギンギラ太陽 s。
御堂筋完成80周年記念公演で登場した船場周辺の建物のかぶりモノを特別展示します。
あなたが見慣れたビルのかぶりモノに出会えるかも！（写真撮影OK）

講演1「薬の飲み方の悩み解決」講師：新田信一
講演2「冬のかゆみ対策」講師：松中 浩
＊申し込みは往復はがきで。詳しくは少彦名神社にお問い合わせください。Tel.06-6231-6958

23日［木祝］ 神農祭記念 日本抗加齢協会公開市民講座
map

今年で発足10年目を迎える船場地区HOPEゾーン協議会では、
船場博覧会の企画を通して、まちなみや建物の魅力を発信し続けてきました。
今回は10周年を記念し、今までの企画展示を一挙にご紹介。10年間の軌跡を振り返って
いただきます。
あの懐かしい写真や展示にもう一度出会えるかも！皆さん揃ってお越しください。

御堂筋完成80周年記念企画
「おめでとう80周年！御堂筋モノ語り」かぶりモノ特別展示

［要事前申込・先着順定員80名・無料］

中央区道修町3-1-8

船場 いま むかし 展 vol.10― 船場HOPE10周年記念展

3

主催： 道修町資料保存会、少彦名神社薬祖講

16：00〜 塩野義製薬本社ホール
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「これは おもろい！」大阪弁川柳展2017

形文化財（民俗・平成19年）にも指定されています。

13：30〜15：30

map

2

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、神農祭は とめの祭 ともいわれ、大阪市無

22日［水］

中央区平野町1-5-7 辰野平野町ビル地下１階

＊開場期間を例年から変更しておりますので、ご注意ください。

11月22日［水］・23日［木祝］
道修町界隈は、
神農祭で賑わいます。
49

辰野ひらのまちギャラリー
平日：２０日[月] ２１日[火] ２２日[水] １３
：
３０〜１９
：
００
土日：１８日[土] １９日[日] １３
：
３０〜１７
：
００
祝日：２３日[木祝] １０
：
００〜１８
：
００

神農さんのお祭り
神農祭が行われる「少彦名神社 map

展示

企画展

4

54

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

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。

主催：日本抗加齢協会

ビデオ上映

［要事前申込・無料］
講師：近畿大学副学長

村岡 修

＊申し込み方法など詳しくは日本抗加齢協会HPをご覧ください。
http://www.ko-karei.com Tel.03-6402-2610

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。
＊セミナー実施中は上映を中断します。

船場博覧会２０17 ｜

船場博覧会２０17 ｜

江戸時代「天下の台所」
と呼ばれた大坂を支えていたのが「船場」です。
船場にはその時代からの面影がたくさん残っています。
それらをつなぎ合わせて7日間にわたる
「船場博覧会」
という文化祭を作りました。
三休橋筋をはじめとして整備された街路、
その中に点在する歴史的建築物や史跡、
船場博覧会の催し物、22・23両日の神農祭・
・
・
どうぞ「船場」を丸ごとお楽しみください。

当日18：15〜18：45 堺筋街角コンサートが、
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 玄関前広場で開催されます。
どうぞ併せてお楽しみください。
［申込不要・定員なし・無料］
▶詳細P7

2

SEMINAR

セミナー

高麗橋まちなか寄席

②19:00〜

旧小西家住宅

map

＊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ご了承ください。

50

[要申込・定員各回20名・1,000円]

21日[火]

①12:３0〜

[要申込・定員各回50名・ 2万円]
出演・講師： 上方舞吉村流 吉村ゆきその社中

②17:00〜

𠮷兆 社長

𠮷兆 高麗橋本店 map

関連ワークショップ

上方舞のお稽古

③15：15〜16：15

map

船場の建築セミナー
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19:00〜20:30

map

辰野ひらのまちギャラリー

map

62

[要申込・定員20名（20歳以上）・1,000円 お土産付き]
講師：沢の鶴株式会社 日本酒学講師 矢吹道行
今年創業３００周年を迎える沢の鶴株式会社。 発祥の地である船場平野町において、沢の鶴が
誇る日本酒学講師による日本酒の基礎知識を判りやすく解説します。また、タイプ別の日本酒
のテイスティングを準備して皆様をお待ちしています！
＊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、年齢確認をさせていただくことがございますのでご了承ください。

15:30〜16:30

辰野ひらのまちギャラリー map 62

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

池田吉孝

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。

20日[月］

佇まいと賑わいを創る! 船場まちなみづくりセミナー 15:30〜17:00

map

4

4

髙岡伸一

芝川ビル

ベトナム料理 リヴ・ゴーシュ map
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登録文化財 芝川ビルの地階、フレンチのエスプリを添えたべトナム料理のお店で、洗練されたお料理とワインのペア
リングを楽しみましょう。

62

1460年に創業し約550年続く羊羹の駿河屋。現在ある羊羹の形を考案したのは4代目当主岡本善右衛門です。羊
羹のこれからある姿や、駿河屋と与謝野晶子との関係を、羊羹を味わいながらお話しします。

19日[日］ 大阪弁川柳の愉しみ方―対談

光世証券本社ビル 11階GTホール

[要申込・定員50名（20歳以上）3,500円]
講師：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 神田ゆかり

辰野ひらのまちギャラリー

15：30〜16:45

18

恒例ワインセミナー―ベトナム料理 リヴ・ゴーシュのお料理とワインのペアリングを楽しむ

[要申込・定員３０名・1,000円 お土産付き]
講師：大阪の駿河屋 社長 岡本全晃

船場平野町発祥！沢の鶴日本酒セミナー

map

英国製ブリックを積んだ外壁が美しい光世証券本社ビルを会場に、今年も船場の建築に
まつわるセミナーを開催します。今年は御堂筋が完成して80周年ということで、御堂筋の
歴史を辿りながら、沿道を飾ってきた歴代の名建築をご紹介。最上階の会場から眺める
中之島の夜景も必見です。

定員は決まっていませんが、申し込み多数の場合はお受けできない場合があります。
＊①〜③とも 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。

13:30〜14：30

18:30〜19:30

[要申込・定員120名・無料]
講師：建築家・大阪市立大学特任講師

［要申込・ 5,000円］
折角の𠮷兆さんのしつらえの中、上方の唄「船頭さん」をご一緒に舞いましょう。和服でご参
加ください。

駿河屋と羊羹と歌人与謝野晶子と

大阪美術倶楽部

戦前から船場に稽古場を持つ福王流の御曹司福王知登氏と、京阪香里園に能楽堂を持つ宝生流シテ方辰巳満次郎氏
が、世界最古の演劇である能のアバンギャルドな精神性と、歴史と文化のまち船場について熱く語ります。 歴史があ
ることは古くさいことではない。だからこそ船場も能も魅力を持って生き続けている。 今回は数ある曲中でも人気の
高い『葵上』の一部をご覧いただきます。

29

湯木潤治

𠮷兆 高麗橋本店

13:30〜15:00

[ 要申込・定員6 0名・1,000円]
講師：福王流 福王知登、 宝生流 辰巳満次郎

船場の旦那衆と子女が育んだ上方舞（地唄舞）
と「𠮷兆」のお料理を楽しんでいただきます。 高
麗橋2丁目にお稽古場を構える上方舞吉村流の名手吉村ゆきその様御一門の上方舞を一流料
亭『𠮷兆』の舞台で鑑賞。 その後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
だく
「船場博覧会」ならではの企画です。なお、①昼の部はお食事後に上方舞を鑑賞していた
だきます。

3

第１回 船場能

辰野ひらのまちギャラリー map 62

[要申込・定員30名・ 無料]
講師：大阪大学名誉教授 鳴海邦碩
船場建築後退空間を「まちの余白」として憩いの場やレトロ建築のあるまちなみ創生に活かし、はんなりとした佇ま
いと賑わいのある船場をこれからどう作っていくのかを、船場のファンであるみなさまとともに議論して参ります。

＊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。

22日[水]

華道未生流教室

18:00〜19:00

華道未生流会館

map 23

[要申込・定員20名・無料]
講師：未生流御師範方
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。

23日[木祝] 「美々卯」その伝統と美味しさの秘密

11：00〜13：00

美々卯本店 中央区平野町４-6 -18 map

64

[要申込・定員30名・3,500円]
講師：美々卯 社長 薩摩和男
石臼製粉と手打ちによるそば作りの見学と、薩摩社長のお話の後、美味しいおそばを召し上
がっていただきます。
＊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。

船場のいまむかし座談会

16：30〜17:30

船場博覧会２０17 ｜

船場博覧会２０17 ｜

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菊寿堂の和菓子と
共に。初心者歓迎です。

18日[土］ 上方舞と「𠮷兆」のお料理を楽しむ会

20

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。

＊事前申込が必要なプログラムの申込方法は、12ページをご覧ください

①18:00〜

神宗淀屋橋店（淀屋橋センタービル1階） map

[申込不要・定員５０名・無料]
出演：桂そうば、旭堂南青

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。
休日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。

17日[金］ 北船場茶会

18:00〜19:00

辰野ひらのまちギャラリー map 62

[申込不要・無料]
司会：船場地区HOPEゾーン協議会理事・ケイオス 代表取締役 澤田 充
船場のまちなみに関する懐かしい写真や資料をネタに、地域の皆さんを中心に「船場の変化」をふりかえる座談
会を開催します。
「そうそう、あんなこともあったなぁ」と昔話に花が咲くはずです。あなたにとっての「船場」をぜ
ひ話に来てください。

TOUR

22日[水]

ツアー

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
17:00〜19:50 大阪市中央公会堂

船場のまちの中心を南北に通る三休橋筋にガス燈55基が設置され一部を点灯して
います。 近代建築の建物や４棟の重要文化財（中央公会堂・適塾・愛珠幼稚園・綿業
会館）をめぐりながら、昼間のビジネス街とは異なる風景をお楽しみ頂けます。 当日
は道修町で神農祭がおこなわれております。 会員制の綿業会館(重要文化財)の館内
見学とお食事を特別にご用意しました。この機会に是非、三休橋筋の魅力をご堪能
ください。

船場の魅力発見ツアー

近

17日[金]

HOPE ZONE SEMBA
semba-hope.main.jp

HOPE ZONE SEMBA
semba-hope.main.jp

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！

登

国登録有形文化財

木 登

13:30〜15:00 神宗淀屋橋店（淀屋橋センタービル1階）集合 中央区高麗橋3-4-10 map
map

[要申込・定員20名・無料]
案内：神宗 隠居 尾嵜彰廣

57

きょううしょおく

ま 近

）→

ま 木 重 登 ・解散

15:30〜17:30 ランドアクシスタワー前集合 中央区伏見町4-1-1 map

GALLERY

14

髙岡伸一

ランドアクシスタワー前集合 → 芝川ビル ま 近 登 → オペラ・ドメーヌ高麗橋 ま 近 →
武田道修町ビル ま 近 → 生駒ビル ま 近 登 → 旧小西家住宅 ま 木 重 登 → 伏見ビル
青山ビル ま 近 登 → 新井ビル ま 近 登 →北浜レトロ ま 近 登 ・解散

ま 近 登

18日[土]

2

北船場とその周辺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、
初心者向けに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。
アートエリアB1 → ギャラリー風 → 福住画廊 → 画廊大千
map

鉄道芸術祭vol.7 「STATION TO STATION」

2

11月10日[金]〜2018年1月21日[日] 12:00〜19:00（12月14日[木]〜12月24日[日]は21:00まで開館）
月休館（祝日の場合は翌日・12/28〜1/3休館）
入場無料（一部有料イベント有）
参加アーティスト：立花文穂（アーティスト／グラフィックデザイナー）
、荒木信雄（建築家）
、石田千（作家）
、高山なおみ（料理家／文筆家）
、他

26

ギャラリー風

池田吉孝

アイケイビル集合 → オペラ・ドメーヌ高麗橋 ま 近 → 浪花教会 近 → グランサンクタス淀屋橋
適塾前案内板 → 旧鴻池家本宅跡 → 新井ビル ま 近 登 → 十兵衛横町の碑 →
開平小学校 → 高麗橋→ 辰野ひらのまちギャラリー・解散

map

高田光治（Mitsuji Takada）展―Bricolage―

3

11月13日[月]〜12月2日[土] 11:00〜18:00（土・日は17:00まで・23日[木祝]休廊）

福住画廊

高麗橋二丁目振興町会会長がお送りする、船場の歴史発見ツアー。 今回は、かつて両替商の
まちとして栄えた今橋通りと、その周辺をご紹介。 普段何気なく通っているだけでは見落とし
がちな、知る人ぞ知る歴史スポットにご案内します

＊浪花教会は建物内に入ります。

アートエリアB1集合 北区中之島1-1-1 京阪電車なにわ橋駅地下1階 map

[要申込・定員10名・無料]

アートエリアB1

両替商のまち今橋周辺まちあるきツアー
[要申込・定員20名・無料]
案内：高麗橋二丁目振興町会会長

ギャラリー・ツアー 13:00〜14:30

→

＊伏見ビル、芝川ビルは建物内に入ります。
＊約1.5ｋｍ歩きます。歩きやすい靴でお越しください。

13:30〜15:20 アイケイビル玄関前集合 中央区高麗橋2-5-10 map

ギャラリープログラム

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。

大阪市の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髙岡伸一氏と一緒に
巡りませんか？ レトロモダンな近代建築を中心に、船場の魅力をたっぷり堪能してください。

19日[日]

めいどのひきゃく

高麗橋 神宗本店集合 → 伏見町 → 淡路町 → 南本町

建築家 髙岡伸一さんと巡るまちなみ修景ツアー
[要申込・定員20名・無料]
案内：建築家・大阪市立大学特任講師

おんなごろしあぶらのじごく

20

油屋与兵衛と飛脚屋忠兵衛。 文楽の名狂言「女殺油地獄」と「冥途の飛脚」は、まさにこの船場を舞台としています。
近松文学の最高傑作をまち歩きで、その心理描写を詳しく解説します。 今も昔も船場の区画はあまり変わっていません。
道路が整備されたのは堺筋と御堂筋だけ。 往時の姿を鮮明に、また、商家の習慣や考え方、大阪の経済史を含めてお
もしろく解説します。 前回好評につき今年も同じコースを歩きます。

＊田辺三菱製薬史料館、杏雨書屋、旧小西家住宅は建物内に入ります。

18日[土]

6

23日[木祝] 文楽散歩―船場を巡る―

→ 武田科学振興財団 杏雨書屋（武田道修町ビル

→旧小西家住宅

→

http://www3984st.com

建物それぞれの案内人が、バトンタッチ方式で船場の魅力をお届けします。 船場の大商家の
姿を今に伝える重要文化財・旧小西家住宅や、薬のまち道修町の歴史に触れていただきます。
少彦名神社

ガス燈点灯時間
17:00〜23:00（冬季）

＊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。

[要申込・定員20名・無料]

ま

登

→

＊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。

田辺三菱製薬本社玄関前集合 中央区道修町３-2-10

田辺三菱製薬史料館

木 重

＊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。

くすりのまち道修町ツアー
14:00〜16:00

中央公会堂 近 重 玄関集合 → 栴檀木橋 → 吉田理容所 木 → 適塾
愛珠幼稚園 木 重 → グランサンクタス淀屋橋 ま →
オペラ・ドメーヌ高麗橋 ま 近 ・浪花教会 近 → 船場ビルディング 近
綿業会館 近 重（18:30頃到着 館内見学・19:00〜19:45食事）

map 53

しんぞう展

11月13日[月]〜11月25[土]

画廊 大千
ま

→

map 55

11:00〜18:00（土15:00まで）日・祝休廊

第５回 エトワールブリヤント展

11月10日[金]〜21日[火] 11:00〜18:30 （土・日・最終日16:00まで）会期中無休
有吉宏朗・大路誠・大谷郁代・小林聡一・三箇大介・マシューフィン・松村卓志・丸尾宏一・安冨洋貴

ギャラリー谷崎

map

15

船場博覧会２０17 ｜

船場博覧会２０17 ｜
5

1

案内：三休橋筋愛好会、三休橋筋商業協同組合

＊事前申込が必要です。 Ｐ12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。

まちなみ修景（大阪市HOPEゾーン事業）を実施
重 国重要文化財
木 木造建築
近代建築

map

[要申込・定員20名・4,000円（食事・お土産付）
]

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物、
ギャラリーなど、
この機会にぜひ！

ま

東側正面玄関集合 北区中之島1-1-27

池田満寿夫没後20年を含む４人の銅版画展

11月13日[月]〜11月25[土] 10:30〜18:30 会期中無休
池田満寿夫没後20年及び沢野井信夫、銅版画、白黒の魅力として奥山民枝、渡辺幹夫など併せて展示

CONCERT

MARKET

コンサート

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。

前夜祭

前 夜 祭

16日[木]

23日[木祝]

[申込不要・無料]（雨天中止の場合あり）

』

アモーレ ブラス クインテット

当日19:00〜20:00 𠮷兆お餅つきが、𠮷兆 高麗橋本店 屋外駐車場で開催されます。どうぞ併せてお楽しみください。
［当日18:00より会場入口にて整理券を配布・定員250名・無料］▶詳細P2

堺筋街角コンサート in 浪花教会
18:30〜19:00 浪花教会 map 28
[申込不要・定員70名・無料]

140年の歴史を持つ教会は、ゴシック様式の尖塔窓で飾られた外観と、清楚で美しい空間の礼
拝堂が特徴の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。
http://www.eonet.ne.jp/˜naniwa-church/

黒田美羽・小野愛佳・百生優衣子（ソプラノ）／高木理枝子（ピアノ）
合唱やソロ活動に注力。今年はオペラ「cosi fan tutte」のキャストになり、相愛オーケストラとの共演を予定。
オペラの一部分や歌曲など新しい音楽を届けられるよう、そして皆様に感動して頂けるような演奏を目指します！

堺筋街角コンサート in 五感・北浜本館
19:30〜20:00 五感・北浜本館 map 19

http://www.patisserie-gokan.co.jp/shop̲name/kitahama/

』

堺筋街角コンサート in Resona．
りそなグループ大阪本社ビル１階 地下鉄「堺筋本町」駅 17番出口 北へ徒歩１分 map

出演：
『りそな合唱団』

メンバーはりそなグループの社員を中心に構成。
設立65周年を迎え、全日本合唱コンクールでの数多くの優勝など、永く輝かしい歴史と実績を受け継ぐ。
近年は、地域振興イベントの参加を積極的に行い、
歌を通してお客さまや仲間たちと感動を分かち合いたいという気持ちを大切に活動を続けている。

堺筋街角コンサート in MORNING GLASS COFFEE+CAFE
18：30〜19：00 MORNING GLASS COFFEE+CAFE 安土町3-2-14 map 75

9月12日[火]〜11月28日[火] 船場界隈

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

elämärche（エラマルシェ） 11月18日[土]

11:00〜16:00

問合せ: 山本能楽堂

Tel.06-6943-9454

http://www.noh-theater.com/

芝川ビル4Fモダンテラス map 52

[無料]
elämäはフィンランド語で "人生" "暮らし"。みなさんの"人生"にそっと寄り添うそんなマルシェです。
すてきなコモノ、おいしいモノが集まります。
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100021749422214

11月20日[月]〜23日[木祝] 11：00〜17：00

伏見ビル３階サロン map 46

[無料]
一森育郎＜IKUO＞ パリから世界のビジューのトレンドを創り続ける日本人唯一のフランス工芸家協会正会員。パリのアパルトマンを
彷彿させる伏見ビルの佇まいが気に入り、
２０数年前から毎シーズンコレクションを発表しています。 IKUOのヒストリーとメッセージ
を感じていただきたく、過去から現在に至る作品、資料を展示します。

尾松美幸（オーボエ）／喜紗矢美（ファゴット）／森晴香（クラリネット ）
結成したのは一昨年の春。それぞれの楽器の先生にレッスンを受けながら少しずつ成長し、単独でもコンサートを開催。
音楽を魅力的にアピールし、感動していただける、そんな演奏を心がけ、皆様の心に届くように精一杯演奏します！

丼池繊維会館集合
中央区久太郎町3-1-16
最寄り駅：地下鉄本町駅

澁谷利兵衛商店解散
中央区高麗橋1-3-18
最寄り駅：地下鉄北浜駅

先着順・定員20名・1,000円（水引キーホルダーづくりの体験、お菓子代込み）]

対応OS： ios、アンドロイド
（ウィンドウズタブレットは不可） アプリ開発：株式会社Stroly
ガイド： 杉本、森山 協力：(株)丼池繊維会館、(株)澁谷利兵衞商店
問い合せ、申込先 （メールのみ） MAIL : moriyama@design-ba.com 三休橋筋愛好会
・ 代表者の住所と連絡先（メール）、参加者全員のお名前、参加当日の連絡先をお送りください。
・ 必要事項が確認できましたら、こちらからメールをお送りして受付となります。・ 少雨決行・ 参加費は当日いただきます

10月13[金]〜11月26日[日]

』

14：00〜16：30

大阪のいろんな時代の地図を行ったり来たりできる楽しいアプリ
『大阪こちずぶらり』
を使ったまちあるきを今年も実施
します。 今年のスタートはリノベーションで船場の新名所となった丼池繊維会館、ゴールは江戸時代から続く澁谷利兵
衛商店です。時代をタイムトリップしながら歩くことで、これまで気づかなかった新しい船場を発見できるかも！
（スマートフォンまたはタブレットをご持参ください）

ハワイ・マノア地区の行列店の日本第一号店。コーヒーはもちろん、食べ物の美味しさが絶大なる支持の理由です。
朝食文化のあるハワイの感じをぜひ日本でも。そして夜も始まりました。独特の異空間を体験してみてください。

トリオ アニモー

11月23日[木祝]

主催：大阪こちずぶらり研究会、三休橋筋愛好会、大阪ええはがき研究会

御堂筋秋の祭典

MORNING GLASS COFFEE+CAFE http://morningglasscoﬀee.jp/
営業時間；月〜土：7:30〜23:00（LO22:00）、日：8:00〜17:00（LO16:30）

info@fushimisalon.com

古地図アプリを片手に船場まちあるき

[申込不要・無料]

出演：
『Trio animaux

古典芸能 X 近代建築

＊詳しくはＨＰで http://www.nho-theater.com/sembawoasobo2017.html

[要申込

74

りそな銀行本社１階ロビーの開放的な空間で、心に響く合唱の歌声をお楽しみください！

22日[水]

8

古典芸能・芸術を通じた船場地区活性化事業

「大大阪」時代の中心といえる船場で、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。今年のテーマは、御堂筋完成80周年！
クイズ＆謎解きラリー、新作講談など、多彩なプログラムが満載です。

伏見ビルサロン Fushimisalon.com

ブロード サウンド ラボ

関西の音楽専門学校を卒業後、2015年に結成したコーラスグループ。
「心に寄り添う音楽」をモットーに、人の幸せを共に喜ぶことができるアーティストとして歌を届ける。
東日本大震災の被災地支援として、チャリティーコンサートの企画運営や、現地で歌を届けるなど、フットワーク軽く活動中！

19：00〜19：30
[申込不要・無料]

[無料]

古典芸能×近代建築 船場を遊ぼう!

船場・パリ・一森育郎からのメッセージ

＊当日は本年度クリスマスケーキのデザインサンプルの展示や、本館サロンにて
特別メニュー クリスマススタイルの軽食＆クリスマスケーキの盛り合わせ＆ドリンク をご用意します。
（要予約 Tel.06-4706-5160）

出演：『Broad Sound Labo〜piece 〜

主催：大阪市中央区役所

関連プログラム

＊問い合わせや申し込みは各主催者団体にお願いします。

主催：伏見ビルサロン

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。

21日[火]

http://shibakawa-bld.net

AND MORE

elamarche2017

[申込不要・無料]

五感・北浜本館

52

主催：elämärche実行委員会

出演：
『musica！ムジカ』

20日[月]

芝川ビル4Fモダンテラス map

https://www.gardenhotels.co.jp/osaka-yodoyabashi/

竹村まどか・杉本萌絵（トランペット ）／氣田陽子（ホルン）／脇村佑輔（トロンボーン）／宮田心平（チューバ）
相愛大学 音楽学部 管楽器専攻生で結成された金管五重奏。
グループ名の「Amore」とは、イタリア語で「愛」を意味し、相愛の愛と音楽を愛するという意味を掛けて名付けました。
「愛」をお届け出来る演奏を目指して頑張ります！

浪花教会

10:00〜16:00

[申込不要・無料]
芝川ビルで大人気のマルシェイベント
『芝川ichi』が
『芝川の市』
としてリニューアル。
素敵な商品や美味しい食べ物が集結します。乞うご期待！
！
芝川ビル

活気ある町並みの中にあるシックなホテルで繰り広げられる、素敵な音楽をお楽しみください！
出演：『Amore Brass Quintet

17日[金]

芝川の市

船場博覧会２０17 ｜

船場博覧会２０17 ｜
7

近代建築の屋上を会場にしたマーケット。今年も街を使いこなす楽しいイベントを開催します。

堺筋街角コンサート in 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
18:15〜18:45 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 玄関前広場 map 27

三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

マーケット

御堂筋オータムギャラリー2017

主催：一般社団法人 御堂筋まちづくりネットワーク

御堂筋が「活力と風格あるビジネス街」として維持発展することを目指して、
御堂筋まちづくりネットワークがイベントを開催いたします。
問合せ： http://www.midosuji.biz

御堂筋オータムギャラリー

検索

味の名店めぐり
味の名店

地元船場の４人が推薦する
大橋達夫

別所俊顕

船場倶楽部会長、集英連合振興町会会長

日本料理

花外楼

7

明治８年「大阪会議」の舞台であり明治の元勲、名士に愛されてきた老舗料亭。ビル街
をバックにした中之島公園が望める店内では期間中特別に展示される、伊藤博文、井上
馨書の扁額・軸等が楽しめます。
Tel.06-6231-7214

営業時間◎昼11:00〜15:00 夜17:00〜22:00
定休日◎日・祝（応相談）
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・23（木祝）
＜期間中・昼 限定＞ 写真は昼弁当
松花堂弁当 10,000円（サービス料込。消費税・お飲物代は別途）
※要予約（11：00〜14：00にご入店ください。）
＜期間中・ 夜限定＞
船場特別会席 20,000円（サービス料込。消費税・お飲物代は別途）
※要予約（19：30迄にご入店ください。）

洋菓子

五感 北浜本館

map
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map
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営業時間◎昼11:30〜14:00 夜17:30〜22:30(土は夜のみ）
ランチタイム（月曜日〜金曜日）は個数限定で営業
定休日◎日・祝
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・23（木祝）

フカヒレの姿煮み 1枚の値段 ４，
８００円（中）５，
８００円（大）共に税サ別

赤貝のお造り 1,500円（消費税別途）

寿司

𠮷野寿司 本店

map
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中央区淡路町 3-4-14
Tel.06-6231-7181

営業時間◎ショップ9:30〜20:00（日祝19:00まで）
サロン9:30〜19:30 L.O.（日祝18:30 L.O.まで）
定休日◎お正月 三が日
博覧会期間中の休業日◎なし

営業時間◎10：00〜19：00
定休日◎土・日・祝
博覧会期間中の休業日◎18（土）
・19（日）
・23（木祝）
箱寿司

8

ＢUＮＮＹＳ

与太呂 本店

map
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平野町小路にあるカジュアルな肉バル。 大人の隠れ家的な空間はプライベート使いに
もピッタリ。シェフのバニーさんはフランスや欧米、
アジア各国の料理に精通し、多彩なお
いしさを提供しています。アテ系からがっつりまで、
いろいろ楽しんでいただけます。
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和菓子

菊寿堂義信

map
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天保年間の創業より数えて17代、変わらぬ製法、材料を守り、機械や添加物を使わぬご
当主自身による完全手作りの品々。 五色の餅菓子・高麗餅は歌舞伎の松本白鸚命名。
小豆の風味を最大限に引き出した逸品です。

中央区北浜東 6-9 ルポンドシエルビル 1Ｆ
Tel. 06-6947-0888

中央区高麗橋 2-3-14
Tel.06-6231-5561

中央区高麗橋 2-6-1
Tel.06-6231-3814

営業時間◎昼11:30〜14:00 夜17:00〜21:00
定休日◎第２、第４木・日・祝
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・23（木祝）

営業時間◎10：00〜16：30
定休日◎日・祝
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・23（木祝）

3,326円（税・サ込）
〜 ディナー 9,504円（税・サ込）
〜

高麗餅

鯛ごはん（香物・お吸い物付） 一人前 2,300円（消費税別途）二人前以上より

カカオティエ ゴカン

Cacaotier Gokan 高麗橋本店

map
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大阪・北浜の五感から誕生した、
チョコレート専門店。「カカオティエ」
と表するように、
カ
カオ豆へのこだわりから生産地に赴き、
生産者と触れ合いを持ち、
カカオ豆の焙煎から始
めて美味しいチョコレートづくりをおこなっています。
中央区高麗橋 2-6-9
Tel.06-6227-8131
営業時間◎月〜土曜１０
：
００〜２０
：
００
（サロンＬ.Ｏ.１９
：
３０）
日曜・祝日１０
：
００〜１９
：
００
（サロンＬ.Ｏ.１８
：
３０）
定休日◎お正月 三が日
博覧会期間中の休業日◎なし
ＣＡＣＡＯ ＳＡＮＤ 1個 378円（税込）
より
ガナッシュチョコレートをチョコレートサブレでサンド。
味はやさしく、どなたでも愛される味わいです。

日本料理

光林坊 北浜店

営業時間◎昼11:30〜14:30 夜17:00〜22:00
定休日◎日・祝
博覧会期間中の休業日◎19日(日) 23日(木祝)
期間中・昼限定 ふぐ御膳 ※写真はふぐ御膳
3,240円（税込・お飲物代は別途） 要予約
期間中・夜限定 松坂牛しゃぶしゃぶコース
【蓮】
10,000円（税込・サービス料お飲物代は別途） 要予約
夜個室ご希望の場合は別途料金

Rilucente

map

51

map
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桜花

鶴屋八幡 大阪本店

map
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元禄時代に高麗橋で創業し「東海道中膝栗毛」や「摂津名所図会」の文献にも登場す
る老舗菓子店「虎屋伊織」を前身とする名店。 百楽は国産大納言小豆をじっくり炊き上
げた最中で、
あっさりとしたお味に仕上げられています。

1個

195円（税込）

鰻料理 本家

柴藤

map
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1713年創業、8代将軍吉宗が愛した上方鰻の老舗。 落語にも柴藤の鰻の一節が出てき
ます。 名高いまむしも創業者の考案。 脂が一番のる冬限定の「うなぎ鍋」
も絶品。 是
非お楽しみください。
Fax.06-6205-0215

営業時間◎昼11:00〜14:00（L.O.13:50） 夜17:00〜21：00（L.O.20:15）
営業時間内でも鰻がなくなり次第終了です。
定休日◎日・月・祝（6〜9月は土曜日も営業、7・8月は祝日も営業）
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・20（月）
・23（木祝）
うなぎ鍋 一人前 4,790円（税込） ※写真は3人前
※前日までに要予約 ２人前より承わります。
＜特典＞ガイドブックを見たと言ってうなぎ鍋をご予約頂いたお客様、
一人前につきビール（小瓶）又はソフトドリンク１本サービスさせていただきます。

700円（税込）

日本料理 高麗橋

和菓子 御菓子司

map

12

日本そば

一山

map
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テラス席が目印のイタリア料理店。シェフが北部ピエモンテ州で習得した本場のラビオリ
や旬な食材で作る滋味あふれる料理の数々を取り揃えられたイタリアワインと共に楽しめ
る。なんと 1人の場合、色々な種類が食べられるよう一品の量を少なめにしてくれたりと
シェフの心遣いが嬉しい。

敷居が高いといわれる日本料理をゆったりと身近に感じられる名店。 食材・産地、その
調理法を良く知る料理人として評価され、
メディアに多数取り上げられるご店主は、食と
農をつなげオーガニック料理教室の実施やコラムの執筆も行う才人です。

食事時ともなればビジネスマンでいっぱい。 創業来、安心安全な材料とアットホームな雰
囲気を大切にする人気店。お薦めの田舎そば・納豆入りに添えられた生わさびも嬉しい。

中央区道修町 1-5-23 ミコノス北浜 1F
Tel.06-6209-0007

中央区高麗橋 4-5-13 淀屋橋サテライトビル1F
Tel.06-6201-0223

中央区高麗橋 3-1-1
Tel.06-6231-6059

営業時間◎昼11:30〜14:00(L.O)
夜17:30〜23:00:(L.O.21:30）
定休日◎日・第3月
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・20（月）

営業時間◎昼（月−土）12:00〜
（2日前の御予約／3名様以上3,500円のおまかせ料理のみ）
夜（月−土）17:45〜22:00(L.O）
定休日◎日・祝（不定休）
博覧会期間中の休業日◎19（日）

営業時間◎11:00〜18:20
定休日◎土・日・祝
博覧会期間中の休業日◎18（土）
・19（日）
・23（木祝）

牛肉のラビオリ セージバターソース 1,600円（消費税別途）

地下の空間に趣向を凝らした数寄屋造りの建築の個室をご用意。 季節の懐石料理や
松坂牛しゃぶしゃぶ・ステーキ懐石・ふぐ料理を堪能できます。
中央区今橋 2-4-10
Tel.06-6229-6700

リルチェンテ

イタリア料理

中央区高麗橋 2-6-7
Tel.06-6231-1937

中央区高麗橋 2-5-2
Tel.06-6231-4810

※写真はイメージです

チョコレート
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創業80余年の歴史を誇る日本料理の名店。吉兆ならではの懐石芸術を、
創業者 湯木
貞一考案の「松花堂弁当」にてお楽しみください。イベント
「お餅つき」では、洗練された
「だし」をお雑煮としてご堪能ください。

百楽

大正10年創業。全国各地で展開している与太呂の総本店。 最小限に抑えられた衣を
使った関西風天ぷら発祥の老舗。ご店主の卓越した味覚のもと土鍋でじっくり炊き上げ
られた、
鯛ごはんも絶品です。

ランチ

map

営業時間◎店舗8：30〜19：00（土日祝17：00まで）
茶房10：00〜18：00
定休日◎店舗 なし 茶房 土・日・祝
博覧会期間中の休業日◎店舗 なし 茶房 18（土）
・19（日）
・23（木祝）

昭和48年創業。 本場フランスの名店とコラボし「伝統と進化」をテーマに、常に時代に
あった料理を創造し続けている老舗フレンチ。 食材にこだわり素材の旨さを引き出した
料理の数々と、
ソムリエ厳選ワインとのマリアージュをお楽しみ下さい。

営業時間◎昼11:30〜13:30(L.O) 夜17:30〜20:30(L.O)
定休日◎日・祝・月
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・20（月）
・23（木祝）

高麗橋本店

中央区今橋 4-4-9
Tel.06-6203-7281

＜期間中・ディナー限定＞
お一人様 前菜盛り合わせ＋1ドリンク 2,000円（税込）
お二人様〜のコースもあります。

map

𠮷兆

＜博覧会期間中・昼限定＞
松花堂弁当 12,000円（サービス料・消費税・お飲物代は別途）
※お昼のみ 要予約 ２名様より

営業時間◎（月〜金）昼11:30〜14:00（L.O.13:30）
夜17:00〜23:30（L.O.23:00）
（土・祝 ） 夜 17:00〜22:30（L.O.22:00）
定休日◎日
博覧会期間中の休業日◎19（日）

一枚 1,674円（税込）

天ぷら・鯛ごはん

バニーズ

肉・バル

日本料理

営業時間◎昼11:30〜14:00 夜17: 00〜21:00
定休日◎日・祝（応相談）
博覧会期間中の休業日◎19（日）
・23（木祝）
・18（土）応相談

中央区平野町 2-２-６ 船場平野町小路
Tel. 06-6484-7086

五感 ええもん 5個入 ９１８円（税込）

map
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営業時間◎（月−金）昼11:30〜14:00 夜18:00〜21:00（L.O)
（土日祝）昼12:00〜14:00 夜18:00〜21:00（L.O)
定休日◎不定休（月1〜2回）
博覧会期間中の休業日◎なし

中央区今橋 2-1-1 新井ビル
Tel.06-4706-5160

ルポンドシェル

map

路地に様々な飲食店が連なる「船場平野町小路」にある当店は、一流の日本料理の伝
統を守り続ける
「大阪つる家」にて長年修行したご店主の手による正統派の和食を楽し
める名店。 一品料理、季節の食材の織りなすコース料理、冬は一番人気の鍋料理が堪
能できます。
中央区平野町 2-２-６ 船場平野町小路
Tel. 06-6223-9039

天保12年の創業以来170余年。 大阪寿司の伝統を守り続けている老舗。 その美しさ
から
「二寸六分の懐石」
とも呼ばれる「箱寿司」は目に楽しく噛むほどにご飯とネタの旨
味が深まる、
手間暇かけた職人技の真骨頂です。

LE PONT DE CIEL

多花美

フカヒレや鮑、伊勢海老等の高級食材を生簀等から取り出し、絶妙な調味料とスープを
絡み合わせて作る深い味わいの中華料理にするか、素材本来の魅力を引き立たせる鉄
板焼にするか等、お好みに合わせた調理法を選ぶスタイル。 非日常的な空間でゆった
りとした時間が過ごせます。
中央区高麗橋1-7-3 北浜プラザ2F
Tel. 06-6204-0022

日本の上質な素材にこだわった本物志向の洋菓子を船場北浜の歴史的建物にて楽し
める幸せ。「ええもん」は、米粉や小麦粉、黒豆など全て国産素材でつくられたやさしい
味わいの和製マドレーヌです。

フランス料理

日本料理

船場博覧会実行委員長、高麗橋二丁目振興町会会長

船場博覧会２０17 ｜

船場博覧会２０17 ｜
9

中央区北浜 1-1-14

美麗華 北浜店

池田吉孝

一般財団法人 集英教育会理事長、道修町一丁目振興町会会長

ミラマー

中華料理

ぜひ行ってみてください！

小西哲夫

少彦名神社 名誉宮司、道修町二丁目振興町会会長

map

北浜本店

食道楽が太鼓判

です

和菓子 御菓子司

菊屋 大阪高麗橋

月替わりの前菜

map
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田舎そば・納豆入り 820円（税込）

1,200円（消費税別途）
こうとくきょ

中華・四川料理 四川菜

恒徳居

map
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天正13年、豊臣秀長公の御用菓子司として創業。 最中皮に、菊の文様のこし餡入「名
菊最中」。 平安時代の鎧瓦の文様の粒餡入「甍最中」。 永年培った製法により作られ、
外はパリパリ、
中は濃厚な餡が詰まった代表銘菓「最中」
をご賞味ください。

「うまい！」ただそのために。
〉がモットーのシェフが作り出す本格四川料理。長年の経験
をもとにした独自のアレンジとオリジナリティ溢れる料理の数々。 厳選された食材や本場
四川の調味料を使った深い味わいの四川料理がリーズナブルに味わえる名店です。

中央区高麗橋 2-2-12
Tel.06-6231-2001

中央区道修町 2-2-1
Tel.050-5594-3284

営業時間◎9：00〜19：00（土・祝18：00まで）
定休日◎日
博覧会期間中の休業日◎19（日）

営業時間◎昼11:00〜14:30 夜17:00〜22:00
定休日◎日
博覧会期間中の休業日◎19（日）

名菊最中・甍最中

海老チリ 1,350円（税込） ※ランチ ￥750〜

各260円（税込）

カフェ・塩昆布

神宗 淀屋橋店

map

20

天明元年（1781）創業。 企業理念の「素にして上質」のもと、古来からの伝統素材・製法
に時代の新たな変化を加え伝わる本物の味を混ぜ込んだソフトクリームは、濃厚なのに
すっきりとした後味が魅力です。
中央区高麗橋 3-4-10

Tel.06-6201-2700（代）

ご注文専用：フリーダイヤル 0120-61-2308（平日9:00〜17:00）
お問い合わせ：フリーダイヤル 0120-39-1600
（平日17:00〜18:00／土9:00〜16:00）
営業時間◎カフェ10:00〜18:00（L.O17:30）
店舗 平日9:30〜18:00（土16:00まで）
定休日◎カフェ 土・日・祝 店舗 日・祝
博覧会期間中の休業日◎カフェ 18（土）19（日）
・23（木祝）
店舗 19（日）
・23（木祝）
煮汁ソフトクリーム（抹茶ケーキ付き） 500円（税込）
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GOURMET

告知

グルメ

船場博覧会期間中は、食、文化、美、遊…船場の様々な 顔 をお愉しみください。
船場のまちを盛り上げる食のパビリオンとして、48店の飲食店がこの『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。
立呑み

そば居酒屋

あずみのおそば
樽屋玄助

9

Bar d Arome

map

37

伏見町2-4-10
06-6202-0069 20休

バー・ダローム
北浜3-3-14
06-4706-0101

北浜酒場 GORI

map
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今橋2-2-10
06-6231-0267 18、19、23休

map

高麗橋2-4-21
06-6231-4109 18、19、23休

map

68

Regina Italiana

平野町2-6-1
06-6231-3815 19昼のみ、18、23休

レジーナ イタリアーナ
伏見町2-2-10 谷ビル
06-4963-2207 22休

日本料理・すき焼き

イタリアン

江戸菊

map

72

瓦町2-4-12
06-6231-5858
19・23昼のみ営業、18休

map

37

伏見町2-4-9
06-6223-3008 19、23休

map

37

伏見町2-4-9
06-6202-1717 19、23休

map

58

平野町2-5-12
06-6222-7007 19休

map

66

淡路町3-1-1
06-6282-7547 18、19、23休
ディナーは予約のみ

map

Ｒ３９bar

34

ワインバル しげたや
ワイン食堂 重太家
道修町3-3-10 日宝道修町ビル
06-6223-5959 19、23休

居酒屋

タイ料理

map

32

高麗橋2-4-14
06-6208-0088 18、19、23休

北浜店

map

map

map

高麗橋2-3-15 三星ビル
06-6282-7547 18、19、23休

40

71

オクシモロン

67

map

68

map

5

map

ユニック

青山ビル

6

map

map

06-6202-3838 19休

エンバンクメント コーヒー

6

map

12

イタリアンバール

北浜バール こにし

06-6227-1611 20休
▶B1F

コホロ ELMERS GREEN

中国料理

今橋3-2-2 グランサンクタス淀屋橋
06-6210-1602

06-6203-7870 18、19、23休

map

21

京菓子處 鼓月 大阪本町店
map

73

瓦町3-2-13
06-6202-0121 19、23休

新井家のおひなさま

龍門

ザ・北浜プラザ

map

45

▶1F

map

63

平野町4-2-6
06-4963-2660 19、23休

エルマーズグリーンカフェ

06-6223-5560

レスプリドゥクゥドゥ・フランス

06-6223-7088

61

ビストロ

map

13

宗家 源吉兆庵 高麗橋店 map

申込方法：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。

イタリア料理

・年齢・同行者（１名まで）の
はがきの場合▶ 往復はがきに郵便番号・住所・電話番号・氏名（ふりがな）

ル・サンク北浜

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）」

06-6205-9700

56

高麗橋2-1-2
06-4707-7040 19休

map

北浜4-3-1

洋菓子

35

52

伏見町3-3-3
▶1F

チョコレートショップ
TIKAL by ＢＲＯＡＤＨＵＲＳＴ Ｓ
06-6232-0144 20休

必要事項を記入の上送信してください。
船場博覧会

検索

申込締め切り▶ 11月5日[日]（郵送の場合は5日必着）
問い合わせ ▶ Email: expo2017@semba-hope.main.jp
申込多数の場合は抽選。当選された方に詳細をお知らせします。

▶B1F

06-6231-3200

＊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、

06-6152-8780 19休

ベトナム料理 インドシナ

34

map

英国パブ

06-6209-8889

map

11

申込フォーム▶ 「船場博覧会2017」のホームページからご希望のプログラムの申込フォームへ進み、

La Pâtisserie Joël

ベトナム料理

高麗橋2-4-6 大拓ビル
06-6863-7550 19休、ランチは平日のみ

旬彩庵

06-6208-5818

芝川ビル

▶1F

map

43

要申込 のイベント申込方法について

カフェドゥコルス

06-6223-9088

道修町4-5-23
06-6231-4753 18、19、23休

芝川ビルのひなマルシェ

別所家のおひなさま

フランス料理

map

春の船場博覧会2017
船場のおひなまつりポスター

カフェ

▶2F

出入り橋 きんつば屋 北浜

淀屋橋 odona
map

パネル展「船場のまちなみ写真展」

高麗橋1-7-3

九州料理・居酒屋

69

春の船場博覧会2017〜船場のおひなまつり〜は、平成29年2月28日（火）
〜3月5日（日）に開催しました。
船場ゆかりの名家（新井家・尾嵜家・芝川家・鷹岡家・別所家・生駒家等）に伝わる雛人形の特別展示を中心に、
写真展やコンサート等を開催し、連日多くの方に参加頂きました。
船場地区HOPEゾーン協議会による「船場のまちなみ写真展」が一部再展示され、
訪れた方に船場のまちなみの魅力をお届けしました。

桜屋珈琲館

和菓子

map

江戸時代より大阪の中心として栄え、豊かな文化を育んできた船場。
戦後の経済成長はまちの姿を大きく変えましたが、今なお、上質な文化の数々がまちのそこここに息づいています。
「船場のおひなまつり」は船場ゆかりの旧家に伝わる雛飾りを発掘、公開することで、
船場の歴史や文化の厚みに思いを馳せていただくための取り組みです。

▶1F

カフェ

御菓子司 高岡福信

47

伏見町2-2-6

珈琲専門店

平野町2-2-13
06-6227-1177 19休

芝川ビルほか船場界隈

春の船場博覧会2017

06-6202-1129

北浜1-1-22
06-6227-8544 21休

コーヒーカウンター

46

平成30年2月27日[火]〜3月3日[土]

伏見町2-2-3

フランス料理

和菓子
大阪名代

ベトナム料理・カフェ

カムオーン

カレーとスイーツ

伏見ビル
▶1F

和菓子

高麗橋2-3-5 柳湖堂ビル
06-6220-0400 19、23休

居酒屋

大衆鶏酒場 らぱす

クワンチャイ

北浜レトロ

高山堂 平野町店

カフェバー

高麗橋2-4-6大拓ビル
06-6222-0058 18、19、23休

立葵 大内亭

70

ビアバー・レストラン

GARAGE39

紅茶専門店

和菓子

キュイジーヌ・フランセ―ズ

小藤食堂

41

和菓子

map

淡路町2-5-11
06-6205-3984 19、23休

居酒屋

居酒屋 なごし

淡路町2-6-1
06-6222-0028 19、23休

map

カフェ、器と、生活道具

map 48

淡路町2-6-5
06-6226-7026 19、23休

レストラン ボダコア

マダム・カリー

北浜1-1-22
@embankmentcoﬀee

淡路町2-5-15
06-6202-1239 19、23休

鳥料理

健美宴 サンキューバシ

CAPANNA カパンナ

31

淡路町3-1-8
06-4708-3038 19、23休

中華料理、野菜料理

中国酒菜 凛

map

カジュアルフレンチ

中華料理

火ノ鳥

41

イタリアン

寿司

鮨れんげ

map

ロルマ アッティーヴァ
伏見町2-5-9 三福ビル
06-6222-3373 19休

イタリア料理
うなぎ料理

カレー専門店

北浜1-1-26
06-6223-5858

イタリア料理

33

16

高麗橋2-2-2
070-6688-3640 19、23休

L'orma attiva

なべ料理

福梅

map

バール、バー

天ぷら・割烹

よし富

24

高麗橋2-2-2
06-6121-2820 18、19、23休

バー

手打ちそば

喜太八

map

高麗橋2-5-18
06-6228-5515 19、23休

北浜4-8-4 住友ビル4号館南
06-6226-1138 19、23休

北浜土山人

立呑み処 ひさまつ

船場のおひなまつり

The Court
▶B1F

ベトナム料理
レストラン リヴゴーシュ
06-6202-2202

喫茶室

Mole ＆ Hosoi Coﬀees

06-6232-3616

船場博覧会２０17 ｜

船場博覧会２０17 ｜
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map

春の船場博覧会2018

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。

SEMBA EXPO 2017 EVENT MAP
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70
71

マイステイズ
イン堺筋本町
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相愛大学

大阪産業
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■ 前夜祭・メイン ■ セミナー ■ ツアー ■ ギャラリー ■ コンサート ■ マーケット ■ 関連プログラム ■ 味の名店巡り ● グルメ

ルポンドシェル 味
御菓子司 鶴屋八幡 大阪本店 味
高麗橋 桜花 味
ランドアクシスタワー T
ギャラリー谷崎 G
光林坊 北浜店 味
大阪美術倶楽部 S
五感 北浜本館（新井ビル） C 味
神宗 淀屋橋店 S T 味
一山 味
華道未生流会館 S
本家 柴藤 味
（株）
池田商店 アイケイビル T
三井ガーデンホテル 大阪淀屋橋 C
日本基督教団 浪花教会 C
𠮷兆 高麗橋本店 前 S 味
Cacaotier Gokan 高麗橋本店 味
菊寿堂義信 味
大阪薬業クラブ 神
与太呂本店 味
御菓子司 菊屋 大阪高麗橋 味
ザ・北浜プラザ（美麗華 味 ）
伏見ビル A
少彦名神社（神農さん）神
旧小西家住宅 S
Rilucente 味
芝川ビル S M A
福住画廊 G
塩野義製薬本社ホール 神
画廊 大千 G
田辺三菱製薬（株）本社ビル T
四川菜 恒徳居 味
船場平野町小路（多花美 味 、BUNNY S 味 ）
辰野ひらのまちギャラリー E S
美々卯 本店 S
𠮷野寿司 本店 味
りそなグループ大阪本社 C
MORNING GLASS COFFEE+CAFE C

神 神農祭

中央区役所

■ 神農祭

大阪市中央公会堂 T
アートエリアB1（京阪中之島線なにわ橋駅B1F）G
ギャラリー風（日本文化会館ビル9F）G
光世証券 S
花外楼 北浜本店 味

★ ガス燈写真スポット

E
S
T
G
C
M
A
味
G
G

P1

船場博覧会実行委員会
船場の高麗橋二丁目振興町会と、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。
委員長： 池田吉孝（高麗橋二丁目振興町会会長）
副委員長： 髙岡伸一（大阪市立大学都市研究プラザ特任講師）

構成
団体

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2017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190名
会長： 大橋達夫（集英連合振興町会会長）
http://semba-hope.main.jp

堺筋アメニティ・ソサエティ
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。
設立： 平成5年
会員数： 21社
幹事会社等：アベ印刷(株)、稲畑産業(株)、
五感・北浜本館、少彦名神社、
りそな銀行(事務局)

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
ひらのまちサロン

船場を愉しむ7日間
SEMBA EXPO 2017

期間：2017年11月16日[木]前夜祭、17日[金]〜23日[木祝]
主催：船場博覧会実行委員会

EXHIBITION 前 前夜祭 P2
SEMINAR P3
TOUR P5
GALLERY P6
CONCERT P7
MARKET P8
AND MORE P8
味の名店めぐり

P9

GOURMET

P11

協賛：（株）池田商店、百又（株）
（千島土地（株）
グループ）、
三菱東京UFJ銀行、
（株）清林社、大阪シティ信用金庫、
三井住友銀行、光世証券（株）、廣田証券（株）、
上野製薬（株）、南都銀行、京都銀行、
（一社）大阪ビルディング協会
後援：大阪市
協力：アサヒビール（株）、大阪市立大学都市研究プラザ、
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
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主催

14

2017 SEMBA EXPO SCHEDULE

16

前夜祭

11月

日
［木］

スケジュール

18：15〜18：45

堺筋街角コンサート in 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋「Amore Brass Quintet」
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋玄関前広場
19:00〜20:00 𠮷兆お餅つき 𠮷兆 高麗橋本店 屋外駐車場

18

17

日
［金］

日
［土］

19

20

日
［日］

日
［月］

21

日
［火］

22

日
［水］

日
［木祝］

少彦名神社 神農祭

13：30〜15：30
道修町文化講演会
大阪薬業クラブ

EXHIBITION

23

16：00〜
公開市民講座
塩野義製薬本社ホール

13：30〜19：00
10：00〜18：00
13：30〜19：00
13：30〜17：00
13：30〜17：00
13：30〜19：00
企画展 船場 いま むかし 展 Vol.10 船場HOPE10周年記念展、
「これは おもろい！」大阪弁川柳展2017、
御堂筋完成80周年記念企画「おめでとう80周年！ 御堂筋モノ語り」かぶりモノ特別展示、
「船場のみんながこんにちは」、ビデオ上映「船場ことば劇場」
辰野ひらのまちギャラリー

SEMINAR
①18:00〜
②19:00〜
北船場茶会
旧小西家住宅

①12:30〜 ②17:00〜
15:30〜16:30
15:30〜17:00
上方舞と「𠮷兆」の
大阪弁川柳の愉しみ方̶対談
佇まいと賑わいを創る!
お料理を楽しむ会
辰野ひらのまちギャラリー 船場まちなみづくりセミナー
𠮷兆 高麗橋本店
辰野ひらのまちギャラリー
18:00〜19:00
高麗橋まちなか寄席
神宗 淀屋橋店
（淀屋橋センタービル1階）

③15：15〜16：15
上方舞のお稽古
𠮷兆 高麗橋本店
13：30〜14：30
駿河屋と羊羹と歌人与謝野晶子と
辰野ひらのまちギャラリー

13:30〜15:00
第1回 船場能
大阪美術倶楽部

18:00〜19:00 11:00〜13:00
華道未生流教室 「美々卯」
華道未生流会館 その伝統と美味しさの秘密
美々卯本店
16:30〜17:30
船場のいまむかし座談会
辰野ひらのまちギャラリー

18:30〜19:30
船場の建築セミナー
光世証券 GTホール
19:00〜20:30
恒例ワインセミナー
芝川ビル リヴ・ゴーシュ

15：30〜16：45
船場平野町発祥！沢の鶴日本酒セミナー
辰野ひらのまちギャラリー

TOUR
14:00〜16:00
くすりのまち道修町ツアー
田辺三菱製薬本社
玄関前集合

15:30〜17:30
建築家・髙岡伸一さんと巡る
まちなみ修景ツアー
ランドアクシスタワー前集合

13:30〜15:00
17:00〜19:50
文楽散歩
船場のレッドカーペット・
〜船場を巡る〜
ガス燈灯る夜の三休橋筋
神宗淀屋橋店
まち歩き&グルメ
中央公会堂玄関集合 （淀屋橋センタービル1階）
集合

13:30〜15:20
両替商のまち今橋周辺
まちあるきツアー
アイケイビル玄関前集合

GALLERY PROGRAM
13:00〜14:30
ギャラリー・ツアー
アートエリアＢ１集合
アートエリアB1

鉄道芸術祭vol.7「STATION TO STATION」 1２:00 〜19:00 月休館（祝日の場合は翌日）
2018年1月21日[日]まで

11月10日[金]より
12:00 〜19:00

12:00 〜19:00
ギャラリー風

高田光治（Mitsuji Takada）展―Bricolage―

休館

12:00 〜19:00

12:00 〜19:00

12:00 〜19:00

11:00 〜18:00（土・日は17:00まで、23日[木祝]休廊）
12月2日[土]まで

11月13日[月]より
11:00 〜18:00
福住画廊 しんぞう展
11月13日[月]より

11:00 〜17:00

11:00 〜17:00

11:00 〜18:00

11:00 〜18:00

11:00 〜18:00

11:00 〜18:00

11:00 〜18:00

11:00 〜18:00

休廊

11:00 〜18:00（土15:00まで） 日・祝休廊

11:00 〜18:00
画廊 大千

12:00 〜19:00

11月25日[土]まで
11:00 〜15:00

休廊

休廊

第５回 エトワールブリヤント展 11:00 〜18:30（土・日・最終日16:00まで） 会期中無休

11月10日[金]より

11:00 〜18:30

11:00 〜16:00

ギャラリー谷崎 池田満寿夫没後20年を含む４人の銅版画展
11月13日[月]より
10:30 〜18:30

10:30 〜18:30

11:00 〜16:00
10:30 〜18:30
10:30 〜18:30

11:00 〜18:30

11:00 〜16:00

会期中無休
10:30 〜18:30

11月25日[土]まで
10:30 〜18:30

10:30 〜18:30

10:30 〜18:30

CONCERT
18:30〜19:00
堺筋街角コンサート
in 浪花教会
「musica!」
浪花教会

19:30〜20:00
堺筋街角コンサート
in 五感・北浜本館
「Broad Sound Labo〜piece〜」
五感・北浜本館

19:00〜19:30
堺筋街角コンサート
in Resona
「りそな合唱団」
りそなグループ
大阪本社ビル1階

18:30〜19:00
堺筋街角コンサート
in MORNING GLASS COFFEE+CAFE
「Trio animaux」
MORNING GLASS COFFEE+CAFE

MARKET
10:00〜16:00
芝川の市
芝川ビル4F モダンテラス

