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船場のさまざまな魅力をとり上げる企画展示です。
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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、

企画展

1

2011年からは「船場博覧会」
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
企画展

神農さんのお祭り
11月22日［金］・23日［土・祝］
道修町界隈は、
神農祭で賑わいます。
神農祭が行われる「少彦名神社 map
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企画展

」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に、中

2
3

しんのう

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

参拝者で終日賑わいます。
化財（民俗・平成19年）にも指定されています。

22日［金］

企画展

4

第27回 道修町文化講演会
13：30〜15：30

大阪薬業クラブ 伏見町2-4-6 map

＊申し込みは往復はがき（１通に１名／住所・氏名・年齢・電話番号明記）
１１月１５日必着
申込先：〒541-0045 大阪市中央区道修町 2-1-8 少彦名神社内 道修町資料保存会
問合せ：Tel.06-6231-6958

神農祭記念 アンチエイジングデイ特別イベント日本抗加齢協会市民公開講座

「人生100年時代のアンチエイジング」

大日本住友製薬 大阪本社 道修町2-6-8 map

主催： 特定非営利活動法人 日本抗加齢協会

船場2030提案コンペ ウェブサイト https://www.sembacompe.net/

「これは おもろい！」大阪弁川柳展2019
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。
対談―大阪弁川柳の愉しみ方―が、同所で開催されます。 ▶詳細 P3

上方舞とお能の写真展
船場にお稽古場をお持ちの吉村流吉村ゆきその師匠と、船場にゆかりのある演者のお能の写真展です。
撮影：写真 家（公社）
日本写真家協会・日本舞台写真家協会 会員 瀬野雅樹
写真家（公社）
日本写真家協会 会員 瀬野匡史

大阪にゆかりのある幕末明治福井の偉人たち

大阪、適塾の緒方洪庵を唸らせた福井藩士・橋本左内や大阪造幣局創設の功労者である由利公正等、
幕末明治に活躍した大阪にゆかりのある福井の偉人たちの企画展示です。

22日[金]18：00〜19：30

［要申込・先着順定員80名・ 無料］
講演「もっとおいしく 〜味のひみつ」
講師：松本尚子 大阪科学技術館普及事業部課長
講演「日本と深い繋がりを持つハワイの文化〜古典フラ〜」
講師：森岡利伊子 フラコミュニティ ｌiko-hina主催

14：00〜15：30

船場２０３０提案コンペ作品展

概ね10年先を想定した「ワクワクする船場」をテーマに、アイデアを募集した「船場2030提案コンペ」。
船場地域だけでなく全国各地から素晴らしい作品を多数ご応募いただきました。
入選作品とともに応募いただいた全作品をご覧いただける作品展を実施します。
「ワクワクする船場」の未来をぜひ感じてみてください。

福井銀行大阪支店、福井県大阪事務所共同開催

30

主催： 道修町資料保存会、少彦名神社薬祖講

23日［土・祝］

PRESENT

17日[日] 12:00〜14：00 𠮷兆高麗橋本店にて 上方舞と「𠮷兆」のお料理を楽しむ会が開催されます。 ▶詳細 P3
17日[日] 18：00〜19：00 本町ガーデンシティと、23日[土・祝] 13:00〜14:00 難波別院（南御堂）山門下にて
能楽公演 船場を謡おう！が開催されます。 ▶詳細 P3
22日[金］18：00〜 坐摩神社本殿前にて 第３回 船場能が開催されます。▶詳細 P4

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）の笹を求める神社の
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形文
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18日［月］〜23日[土・祝］１３：３０〜１９：００ 入場無料

19日[火]18：30〜19：30

どしょうまち

平野町1-5-7 辰野平野町ビル地下１階 map

会場では福井のお米「いちほまれ」その他の景品が当たる抽選会を開催します。
博覧会の各イベント参加者にお配りする抽選券をご持参ください。
当たりが出たらその場でプレゼント！

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

辰野ひらのまちギャラリー

38

［要申込・先着順定員200名・ 無料］
座長：森下竜一 大阪大学大学院教授
講演「医科歯科連携によるアンチエイジングの取り組み」
講師：志水秀郎 大阪歯科大学教授
講演「2025年万博でのメインテーマはアンチエイジング」
講師：高島正広 高島クリニック院長
＊申し込みはＦａｘ、ＷＥＢ、はがきで１１月１５日必着（住所・氏名・年齢・電話番号明記）
申込先：はがき：〒103-0024東京都中央区日本橋小舟町6-3日本橋山大ビル4Ｆ
Ｆａｘ：０３-５６５１-７５０１ ＷＥＢ：ｈｔ
ｔｐｓ
：//ez-entry.jp/jaaf-seminar/entry/

ビデオ上映

講演会 龍馬の遺言〜福井藩士由利公正と造幣局が、同所で開催されます。 ▶詳細 P4

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。

SEMINAR

セミナー

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。
＊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

17日[日］ 水辺探検隊 東横堀川でクイズにチャレンジ

受付 9:00〜9:30 東横堀川河岸公園（西側の日経新聞前の広場） map
受付後に順次イベントにご参加いただき、終了は11:30まで。

[要申込・定員50名・無料]

15

定員に満たない場合は当日受付も可

対象：未就学児・小学生（小学生低学年以下は保護者同伴）
東横堀川の川沿いを歩いて、学んで、楽しもう！ 日経新聞前〜東横堀川水門事務所〜平野橋西南詰の広場を
中心にクイズや水質調査実験、ヨシを使った工作を行います。
＊申込：添付のＱＲコードからお申し込みください。

船場博覧会２０19 ｜

船場博覧会２０19 ｜

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。

メイン
会場

展示

2

17日[日］ 「美々卯」蕎麦屋のそばと出汁を愉しむ

11:00〜13:00

美々卯本店
平野町４-6 -18 map

[要申込・定員30名・3,500円お食事付]

20日[水]

43

美々卯の蕎麦ができるまでの工程を石臼製粉から手打ちまで辿り、お出汁の秘密についてお話したあと、美味
しいお蕎麦を召し上がっていただきます。

［要申込・定員40名・２２，
０００円］
講師：上方舞吉村流・吉村ゆきその御一門

12:00〜14:00

𠮷兆高麗橋本店 map

講師：池田吉孝

重要無形文化財総合指定保持者

ほか
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18日[月]

船場の 咄 噺 話

①昼の部 13:00〜

② 夜の部18:00〜

[申込不要・定員先着30名・無料]
講師：大西泰世 川柳作家 × 池田吉孝

5

＊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。

開場 18:30

ベトナム料理 リヴ・ゴーシュ map

36

[要申込・定員50名（20歳以上）５,000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
世界が注目する南アフリカのワインはヨーロッパとニューワールド諸国のいいとこ取り。驚きの繊細さを持ち合
わせたワイン産地です。その理由をリヴ・ゴーシュのフレンチスタイルベトナム料理を楽しみながら学びましょう。
＊申込方法は12ページをご覧ください。
＊参加費は事前振り込みとなります。

坐摩神社本殿前 map
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18:00〜19:30

辰野ひらのまちギャラリー map

大阪の造幣局創設功労者である福井藩士・由利公正（三岡八郎）については知られていません。坂本龍馬の
暗殺前に書かれた手紙には新政府の財政を任せられるのはこの男しかいないと書かれていた。坂本龍馬の遺
言となった由利公正との感動の歴史ヒストリーを熱く語ります。講演前に福井県大阪事務所による「ふくいの
食」試食会を開催します。
＊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。

23日[土・祝]

世界が注目 南アフリカのワイン
芝川ビルB1

17:00開場

[申込不要・定員先着30名・無料]
講師：福井あすわ歴史道場 会長 松下敬一

17

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
会場に落語をお届けします。会社帰りにぜひなにわの粋をご堪能ください。

19:00〜20:30

18:00〜

講演会 龍馬の遺言〜福井藩士由利公正と造幣局

[申込不要・定員6０名・無料]
出演：桂そうば、桂 三語

恒例ワインセミナー

第3回 船場能

＊申込方法は12ページをご覧ください。
＊参加費は事前振り込みとなります。

＊申込方法は12ページをご覧ください。

神宗淀屋橋本店（淀屋橋センタービル1階）map

53

古くから大阪船場にあった能楽ワキ方の福王家。そして関西で唯一宝生流の定期能がかかる辰巳家とで船場能が復活しました。
今回の演目は令和元年の御代にふさわしく
「草薙」。三種の神器の一つである草薙剣の物語を演じます。宝生流のみにある演目です。

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の最上階を会場に、今年も船場の建築にまつわる
セミナーを開催します。今年は戦後大阪の高度成長期を支えた、今はなき名建築の数々を当時の写真と共に
振り返ります。

18:30〜19:30

ビジネスプラザおおさか 備後町2-1-1 第二野村ビル4F map

[要申込・定員100名・3,000円 和菓子とお茶付]
出演：福王流 福王知登 宝生流 辰巳満次郎・辰巳大二郎

[要申込・定員120名・無料]
講師：髙岡伸一 建築家・近畿大学建築学部准教授

高麗橋まちなか寄席

アイケイビル駐車場 map 24

＊申込先：公演日・ご参加人数・お名前（ふりがな）を書いてkokusairakugo@gmail.com へ。
自動返信ではありませんので返信には時間がかかる場合があります。
問合せ：NPO法人国際落語振興会（06-4305-3523）

22日[金]

＊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。

map

4

[要申込・定員130名・応援資金 1,500円]
出演：林家染二、桂 鯛蔵、桂文五郎 三味線：花登益子
会社帰りにひょいと寄れるカジュアルな古典芸能。大人のたしなみ「落語」でリフレッシュ！
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大阪弁川柳コンテスト主宰・高麗橋二丁目振興町会会長

光世証券本社ビル 11階GTホール

18: 30〜

アーバン寄席 in 堺筋本町 RAKUGO BANK

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映し出します！

18:30〜19:30

28

当日18：00〜18：30 ミニコンサートがホテル前広場で開催されます。
お餅が搗きあがるまでの間、どうぞ併せてお楽しみください。
©御堂義乗

辰野ひらのまちギャラリー map

Cacaotier Gokan 高麗橋本店 map

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。
アサヒビールから先着100名様にプレゼントも！

19:30〜
18:30〜19:30

17:30〜19:15

[要申込・定員20名・2,500円]
講師：神宗 小山鐘平社長、吉野鮓 橋本卓児社長、五感 浅田雄太常務

[当日18:00より三井ガーデンホテル玄関前広場にて整理券を配布・定員200名・無料]

＊前売券は郵便振込で。振込用紙の通信欄に昼か夜かを明記の上、
《口座番号00850-5-67081・桂文我》に料金を振り込んでください。振込用紙の控えがチケットになります。
＊問合せ：090-1414-9883 桂 文我

船場の建築セミナー

上方を味わうin 船場博覧会2019

𠮷兆お餅つき

坐摩神社会館５階 map 57

[前売券あり・定員先着各部100名・前売 2,000円 当日 2,500円]
出演：桂 文我、桂 米平、桂 宗助、旭堂南海、森乃石松、林家染吉、月亭秀都

対談 大阪弁川柳の愉しみ方

船場博覧会実行委員会委員長

＊申込方法は12ページをご覧ください。
＊参加費は事前振り込みとなります。

初代桂文治が大阪で最初に寄席を催した坐摩（いかすり）神社でお馴染み・珍品・お茶屋ネタ・連続物と、船
場にちなんだ落語と講談を集めた、興味深い番組の昼夜公演！

19日[火]

16

上方の「若旦那」3名による、だし、押し寿司、チョコレート、3種の「食」の実演をまじえ、節からひくだし、目
の前で作られる押し寿司、産地別のチョコレートを味わっていただきながら、上方の食についてじっくりと学
び楽しんでいただきます。世界のカカオでつくられたデザートもご用意しています。

船場で親しまれてきたお能。その謡（うたい）を学び、公演の最後に一緒にみんなで謡っていただく参
加型の能の公演。17日は本町ガーデンシティの華やかなクリスマスツリーのお隣で、23日は南御堂の
山門が完成したことをお祝いして、みんなで楽しくうたいましょう！

3

三菱UFJ銀行大阪ビル map
ギャラリーラウンジ

フォーラム 五代友厚甲子園

墓前祭を終えて 未来を語る

[申込不要・定員先着30名・無料]
講談師：五代友厚プロジェクト 代表 廣田 稔

15:00〜17:00
map
辰野ひらのまちギャラリー

大いなる変換の時。第４回五代友厚甲子園並びに墓前祭を終えて、五代友厚様の生き方を令和の時代への
メッセージとして、会場にお越しの皆様とご一緒に、トークセッションを開催いたします。
＊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。

船場博覧会２０19 ｜

船場博覧会２０19 ｜

演者：山本能楽堂 山本章弘

18:30〜20:00

明治２１年創業の老舗 羅紗・洋服商「池田商店」を営み、長らく町会の会長を務め北船場の地域活性化に取り組む池田氏が、船場博覧
会の愉しみ方をお話します。

21日[木］

能楽公演 船場を謡おう！

23日[土・祝]

暮らしに息づく北船場の伝統と文化

［申込不要・定員５０名・無料］

イメージ

①17日 18:00〜19:00 本町ガーデンシティ map 56
②23日 13:00〜14:00 祝！南御堂山門完成
難波別院（南御堂）山門下 map
[申込不要・定員各回200名・無料]

map 22

[要申込・定員20名・無料]
講師：未生流御師範方

リレートーク

吉兆 湯木潤治社長

＊申込方法は12ページをご覧ください。 ＊参加費は事前振り込みとなります。

17日[日]

華道未生流会館

＊申込方法は12ページをご覧ください。

27

新装なった吉兆の本店で、船場の旦那衆と子女が育んだ上方舞（地唄舞）と吉兆のお料理を。船場高麗橋にお稽
古場を構える上方舞吉村流の名手吉村ゆきその御一門の舞を観ていただき、その後美味しい上方料理を湯木社
長の解説付きで召し上がっていただきます。

・

18:00〜19:00

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。

＊申込方法は12ページをご覧ください。 ＊参加費は事前振り込みとなります。

上方舞と「𠮷兆」のお料理を楽しむ会

華道未生流教室

51

51

TOUR

GALLERY

ツアー

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！

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。

SEMBA
EXPO
2019

参加者には船場博覧会オリジナル缶バッジをプレゼント！

SEMBA
EXPO
2019

＊事前申込が必要です。 Ｐ12の申込方法をご確認ください。
＊ツアー内容は諸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。
近

近代建築（レトロビル）

木造建築

重

国重要文化財

登

23日[土・祝] ギャラリー・ツアー

国登録有形文化財

13:30〜15:00

文楽散歩―船場を巡る―
13:30〜15:00

神宗淀屋橋本店前集合 高麗橋3-4-10 map

[要申込・定員20名・無料]
案内：尾嵜彰廣 神宗 隠居

おんなごろしあぶらのじごく

17
めいどのひきゃく

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。 好評につき今年も同じ
コースを歩きます。

5

高麗橋 神宗本店集合 → 伏見町 → 淡路町 → 南本町

船場近代建築ナイトツアー
18:30〜20:00 三菱UFJ銀行大阪ビル

ギャラリーラウンジ集合 伏見町3-5-6 map

16

[要申込・定員20名・無料]
案内：髙岡伸一 建築家・近畿大学建築学部准教授
北船場に残る近代建築は、その多くが工夫を凝らしたライトアップが施されています。
昼間とは異なる建築の夜の姿を、専門家と一緒に巡ります。

三菱UFJ銀行 大阪ビル ギャラリーラウンジ集合 → 芝川ビル 近 登 → 浪花教会 近 →
武田道修町ビル 近 → 生駒ビルヂング 近 登 → 伏見ビル 近 登 → 青山ビル 近 登 →
三井住友銀行大阪中央・天満橋支店 近 → 新井ビル 近 登 →北浜レトロ 近 登
＊基本的に外観の見学となります。＊歩きやすい靴でご参加ください。 ＊申込方法は12ページをご覧ください。

21日[木]

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

東側正面玄関集合 北区中之島1-1-27 map

1

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24時間点灯しています。
近代建築の建物や４棟の重要文化財をめぐりながら、昼間のビジネス街とは異なる風景をお楽しみ頂けます。
今回はオペラ・
ドメーヌ高麗橋の内覧、会員制の綿業会館の特別室見学とお食事をご用意しました。この機
会に三休橋筋の魅力をご堪能ください。
近 重

愛珠幼稚園

木 重→

船場ビルディング

→ 栴檀木橋 → 吉田理容所

木

→ 適塾

木 重

→

グランサンクタス淀屋橋 → オペラ・ドメーヌ高麗橋

近 登

→ 綿業会館

近 重（18:30頃到着

近・浪花教会 近 →

館内見学、19:00〜19:50食事）

下線の建物は内覧します。

＊申込方法は12ページをご覧ください。 ＊参加費は事前振り込みとなります。 11月８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。
＊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。 http://3984st.com/

23日[土・祝] 江戸と結ばれた高麗橋と両替商のまち今橋ツアー
10:00〜11:30 アイケイビル玄関前集合 高麗橋2-5-10 map

[要申込・定員20名・無料]
案内：池田吉孝 高麗橋二丁目振興町会 会長

24

高麗橋二丁目振興町会会長が案内する、船場の歴史発見ツアー。 今回は、高麗橋通りや今橋通りとその周
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。

アイケイビル集合 → オペラ・ドメーヌ高麗橋 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 近 登 → 十兵衛横町の碑 →
開平小学校 → 高麗橋→ 旧小西家住宅 木 重 登 → 三井住友銀行大阪中央・天満橋支店
＊申込方法は12ページをご覧ください。

アートエリアB1 →ギャラリー風 →花田商店（ギャラリー花田）→サロン・ドゥ・螺
＊申込方法は12ページをご覧ください。

6

北区中之島1-1-1 京阪電車なにわ橋駅地下1階 map

2

鉄道芸術祭vol.9
「都市の身体〜外から眺める私たちの輪郭、遠くから聞こえてくる私の声〜」
10月26日[土]〜12月29日[日] 12:00〜19:00（12月14日[土]〜25日[水]は21:00まで開館）

月 休館（祝日の場合は翌日）

入場無料（一部有料イベント有）
参加アーティスト：小沢裕子、ジョンペット・クスウィダナント、武田晋一

ギャラリー風

北浜2-1-23 日本文化会館9F map

3

永山裕子 水彩画展
11月1４日[木]〜23日[土・祝] 11:00〜18:00 （日 17:00まで）会期中無休

ギャラリー谷﨑

北浜3-2-5

map

11

開廊四十周年記念

飯島一次

織田広喜

脇田 和

三人展

11月11日[月]〜23日[土・祝] 10:30〜18:30 会期中無休

[要申込・定員20名・4,000円 食事付]
案内：三休橋筋愛好会、三休橋筋商業協同組合

中央公会堂

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。
今年は新たに２件のギャラリーが参加。

アートエリアB1

＊申込方法は12ページをご覧ください。

18日[月]

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]

船場博覧会２０19 ｜

船場博覧会２０19 ｜

17日[日]

木

ギャラリープログラム

花田商店（ギャラリー花田）伏見町3-2-8 池芳ビル3階

map

37

仲野方敏 Masatoshi Nakano「Land of Purity」
〜金属を主素材とした造形作品と、ジュエリー／アクセサリー作品〜
11月17日[日]〜23日[土・祝] 11:00〜19:00 会期中無休

サロン・ドゥ・螺

淡路町2-5-8 船場ビルディング3階 314 map

46

L'original..13
11月1８日[月]〜24日[日]

12:00〜20:00（最終日 18:00まで）

参加アーティスト：有坂ゆかり、うずまき、江藤雄造、大月英雄、加藤トシユキ、川中泰幸、佐々木良、笹田真澄、
タイナカジュンペイ、播間多月弥生、細川高文、マトカノオド、山田貴裕
＊土日祝日はビルの玄関が閉まっているため、案内板に記載の番号までご連絡ください。

伏見ビルサロン 伏見町2-2-3

伏見ビル３階

map 39

創花人・佐藤悦枝作品展「花野にたたずむ」
〜 風にゆれる葉、絡まり合う蔓、かわいい野の花... 〜
11月17日[日]〜23日[土・祝] 11:00〜18:30（最終日 17:00まで）
独自の手法で、より自然で繊細な "アートフラワー" を確立、
「ミモザグループ」主宰。
神戸市文化活動功労賞受賞。芸術文化団体「半どんの会」現代芸術賞受賞。

CONCERT

AND MORE

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。

18日[月]

植草ひろみチェロコンサート「花野にたたずむ」
14: 00〜 伏見ビルサロン 伏見町2-2-3 伏見ビル３階 map 39
[要申込・定員40名・無料]

＊申込・問合せ：info@fushimisalon.com

蓄音機コンサート

蓄音機は現役で働く立派な音楽再生装置です。まったく電気を使わずに空気を震わせて麗しい音を奏でます。
その優しい音色をお楽しみください。

堺筋街角コンサート in 浪花教会
18 : 30〜19 : 00 浪花教会 map 26
[申込不要・定員70名・無料]
出演：『aletta』ソプラノ：三木彩乃

メゾンソプラノ：西村未来

アルト：吉川瑠々

ピアノ：生田英奈

堺筋街角コンサート in Resona

18 : 30〜19 : 00 りそなグループ大阪本社ビル１階ロビー 備後町2-2-1 map 54
[申込不要・定員60名・無料] 出演：『りそな合唱団』

https://www.resona-gr.co.jp/

音楽の祭日2019

18:00〜18:30 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋
[申込不要・無料] 出演 ：『キモノやん』

玄関前広場 map

＊当日18:30から𠮷兆のお餅つきが開催されます。

堺筋街角コンサート in Ｔ・Ｂホール

18 : 00〜 タカラベルモント Ｔ・Ｂホール 東心斎橋2-1-1 map 59
[要申込・定員50名・無料] 出演：THREESOME（マリーン・吉田次郎・クリヤマコト）
理美容機器のリーディングカンパニー タカラベルモント本社地下１階のＴ・Ｂホールで、世界の歌姫マリーン、世界的なジャズ
メン吉田次郎、クリヤマコトによるスーパーユニット「THREESOME（スリーサム）」の素晴らしいライブをお楽しみください。
＊申込：右記のURLまたは添付のＱＲコードからお申し込みください。 ＊問合せ：kouhou@takara-net.com

23日[土・祝] 三井住友銀行大阪中央・天満橋支店 ミニコンサート＆建物公開
コンサート 11: 30〜12 : 00 建物公開 10:00〜13 : 00 三井住友銀行大阪中央・天満橋支店 高麗橋1-8-13 map 34
[申込不要・無料] 出演：Ensemble Passerelle アンサンブル パスレル
フルート：奥田裕美 オーボエ：小林千晃 クラリネット：東山 梓 ファゴット：奥山紀子
１９３６年竣工の三井住友銀行大阪中央・天満橋支店を休日の特別公開。ロビーでのミニコンサートも開催します。

11:00〜17:00

マーケット

芝川ビル4Fモダンテラス

map 36

芝川ビル人気のマルシェイベント
『芝川ichi』。今回も人気のお店が集結し、こだわりの商品が
並びます。おいしい料理とお酒を楽しみながら、テラスでほっこりしてみては。電柱と電線がな
くなった外観も必見です。
http://shibakawa-bld.net

きらめくガラスに魅せられて
10:00〜18:00

8

@yukikyuQ

主催：Cute Glass

Cute Glass Shop & Gallery

伏見町2-4-4

map

31

[申込不要・無料]

Cute Glass Shop & Gallery HP
＊問合せ

https://www.cg-shopandgallery.jp/

Tel. 06-6226-8360

幕末の食文化
18日[月]

主催：（一財）緒方洪庵記念財団

15: 00〜16: 00

緒方ビル

地下１階会議室

今橋3-2-17

map

19

[要申込・定員５0名・無料]

Tel. 06-6231-3257 申込 Ｆａｘ. 06-6231-3256

新年を祝う箸袋とカレンダーづくり
18日[月]・19日[火]

① 10: 30

② 14: 00

[要申込・定員各回4名・2,000円]

又ははがきで 〒541-0041 中央区今橋3-2-17 緒方洪庵記念財団へ

主催：Salon des 有香衣（サロンデユカイ）

③ 19:00〜（各90分間） 青山ビル2階 Salon des 有香衣（サロンデユカイ）

＊空席がある場合は当日申込可

map

40

講師：尾原葉香
令和最初のお正月に向け、手作りの箸袋と毛筆手書きのカレンダーを作りませんか？おめでたい言葉のてん刻を押したり、箸
袋にお名前を書いたり、プレゼントにもぴったり。大正時代の趣を残す部屋で墨の香りを感じながらの創作を楽しんで下さい。
＊申込

Tel. & Fax. 06-6202-8087 メール：salon-des-yukai@citrus.ocn.ne.jp

玉田玉秀斎100年スペシャル

主催：玉秀斎100年事務局

青山ビル地下１Ｆ レンタルスペース map 40
① 19日[火] 19 : 00〜 青山ビルで復活 立川文庫『三好清海入道』続き読み（毎週開催）
② 20日[水] 19 : 00〜 青山ビルで復活 立川文庫『猿飛佐助』１時間で１冊分を語ります！！

[要申込・定員30名・1,500円 回数券5回 5,000円] 出演：四代目 玉田玉秀斎・玉田玉山
船場が生んだヒーロー真田十勇士。玉秀斎たちが作り上げたヒーローは船場にあった立川文明堂という出版社によって、日本全国に広
がりました。今年は真田十勇士の生みの親、先代・玉秀斎がなくなって百年。それを記念して、先代が遺した立川文庫のヒーローたちを
同じ時代を生きた青山ビルさんで毎週語らせて頂いております。
＊問合せ

Tel. 090-2018-7659 メール：maruyama4520@hotmail.co.jp

神宗×「いちほまれ」新米試食会
11:00〜15:00

主催：ふくいブランド米推進協議会事務局

神宗淀屋橋店（淀屋橋センタービル1階）

高麗橋3-4-10

map

1 7 [申込不要・無料]

神宗の昆布×いちほまれを試食していただき、ふくいのブランド米「いちほまれ」を体験していただきます。

[申込不要・無料]

芝川ビル

ギャラリー遊気Q HP：http://www.keimi.jp/yukikyu

Tel. 06-6231-7233

21日[木]

近代建築の屋上テラス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。

23日[土・祝] 芝川ichi

青山ビル1階 ギャラリー遊気Ｑ map 40

手編み作家 なわともこ の作品展です。17日（日）13:00〜18:00「簡単手編みワークショップ」を実施しています。
所要時間30分程度ですので、手ぶらでお好きな時間にお越しください。

＊問合せ

25

キモノやんHP https://www.kimonoyan.net/
三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 https://www.gardenhotels.co.jp/osaka-yodoyabashi/

MARKET

12 : 00〜19 : 00

幕末に適塾生がスキヤキを食べた？！その時代の人々がどんなものを食べていたのかを解き明かします。

2015年結成。Vocalのmame(豆)、ギターで様々なグルーヴを繰り出すkazuの２人から成る「ハイカラ和製ユニット」。年間ライブ
は80本以上行い音楽イベントだけではなくアートイベントなどのコラボイベントなど他ジャンルともコラボなども精力的に活動中。

22日[金]

17日[日]〜 23日[土・祝]

[申込不要・定員20名・無料・ワークショップ参加費 材料費込 1,000円]

明治２８年創業の老舗ガラスびん製造会社 日本精工硝子が運営する、ガラスの様々な魅力を発信するショップ＆ギャラリー。
大正時代の古民家を改装。蔵では貴重なコレクションを展示。透明度の高いガラスで作られたペーパーウェイトは贈りものに
も。和室の下の防空壕跡をのぞき込む珍しい体験もできます。

メンバーはりそなグループの社員を中心に構成され、設立65年を超える歴史ある職場の合唱団です。
近年は、地域振興イベントへ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、活動を続けています。

21日[木]

＊申込・問合せ メール：mail@y3-lab.co.jp e-よこ会・杉本
＊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完了となります。 ＊参加費は当日いただきます。

18日[月]〜22日[金]

浪花教会HP http://www.eonet.ne.jp/˜naniwa-church/

りそなグループHP

[要申込・定員20名・1000円]

北浜4-1

大阪のいろんな時代の地図を行き来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。今年は
e-よこ会の船場博覧会初参加を記念したコラボ企画で、クルーズ付き。江戸時代、船場をぐるっと囲んで
いた37橋の今を徒歩とクルーズで全部見に行くマニアックツアーです。約5ｋｍ歩きます！
スマートフォンまたはタブレットをご持参ください
ガイド： 森山、 杉本

＊問合せ

相愛大学音楽学部声楽科で結成されたコーラスグループ『aletta』。
独唱や重唱で奏でる音楽の温かさを感じて頂けるよう、心を込めて演奏致します。

20日[水]

主催：大阪こちずぶらり研究会・e-よこ会（東横堀川水辺再生協議会）
17日[日] 13:00〜16:30 少雨決行 集合・解散：淀屋橋駅6番出口地上

なわともこ作品展「ITTARIKITARI」主催：ギャラリー遊気Q

18 : 30〜19:30 浪花教会 map 26
[申込不要・定員50名・無料] 講師：藤森 朗

19日[火]

古地図アプリで船場の橋を全部見に行こう！クルーズ＆ウォークfeat.東横堀川

船場博覧会２０19 ｜

船場博覧会２０19 ｜
7

創花人・佐藤悦枝作品展 花野の中でのチェロコンサート。新日本フィルハーモニー交響楽団に在団時は、小澤征爾氏などの指
揮の下コンサートに出演。ピアソラの親友でチェリストのホセ･ブラガート氏をブエノスアイレスに訪ね、同氏からピアソラ音楽の
薫陶を受けて多くの楽譜を戴きライフワークとして演奏している。ラジオ『 今宵もリベロバ 』のパーソナリティ。アルバム
『Dreaming』
は世界配信。

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。

いちほまれHP

https://ichihomare.fukui.jp/

＊問合せ ふくいブランド米推進協議会事務局

Tel. 06-6456-1769

御堂筋AUTUMN GALLERY 2019

主催：一般社団法人 御堂筋まちづくりネットワーク

10月24日[木]〜1２月20日[金] 御堂筋（土佐堀川〜博労町通間）沿道
今年もまちかどコンサートや御堂筋天国、パークレット
（休憩スペース）前のキッチンカー出店等、様々なイベントを開催しま
す。御堂筋イルミネーションを眺めながら、普段と一味違う御堂筋の雰囲気をお楽しみください。
詳細はＨＰまたはFacebookページでご確認ください。
HP： http://www.midosuji.biz/

御堂筋オータムギャラリー

検索

https://www.facebook.com/midosuji.biz

船場

味の名店めぐり

船場人のおすすめ

味の名店

地元船場の 6 人が推薦する
大橋達夫

別所賢一

船場倶楽部会長、集英連合振興町会会長

花外楼

日本料理

7

中華料理

美麗華 北浜店

map

35

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。

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。

北浜 1-1-14

高麗橋 1-7-3 北浜プラザ 2F

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 17[日] 23[土・祝]

洋菓子

13

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素朴で
やさしい味わいの和製マドレーヌです。
Tel. 06-4706-5160

𠮷野寿司 本店

箱寿司

ルポンドシエル

LE PONT DE CIEL

map

9

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 17[日] 18[月] 23 [土・祝]

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。
高麗橋 2-6-9

Tel. 06-6227-8131

営業時間 月〜金１０
：
００〜２０
：
００
（サロンＬ.Ｏ.１９
：0０）
土・日・祝 １０
：
００〜１９
：
００
（サロンＬ.Ｏ.１８
：0０）
定休日 お正月 三が日
博覧会期間中の休業日 なし

光林坊 北浜店

17

12

36

平野町１丁目にある、
カウンター11席のみの寿司店。 近海物の食材をそろえた握り、季
節一品料理を楽しめるお店です。「威勢・活気・賑わい・感動、地域のみな様のお役に立
てるお店を目指しています」
平野町 1-5-11エルギャラン平野町 1F

海鮮居酒屋

map

18

旬を迎えた新鮮かつ、
旨い魚や野菜の素材を生かした伝統の日本料理から工夫を凝ら
した一品をご用意。旨い魚をよりリーズナブルに！をモットーに旨い魚を旨い酒で流し込
む！焼酎や日本酒も全国各地から取り揃え豊富に用意しております。 夜だけでなく、お
得なランチも好評です。
Tel. 06-6201-2314

営業時間

昼11:00〜14:00
夜17:00〜24:00(L.O. 23:00）
＊22時以降入店可
定休日 土・日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]
うおじの造り盛り三種たれ 1,000円〜
（税別）

map

29

日本そば

一山

map

21

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。

Rilucente

map

42

Tel. 06-6209-0007

田舎そば・納豆入り 870円（税込）

桜花

map

10

33

高麗橋 2-5-2
営業時間

大阪まむし 蘭

こうとくきょ

中華・四川料理 四川菜

Tel. 06-6231-4810

昼11:00〜14:30（L.O.13:50）
夜17:00〜20：45（L.O.20:00）
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
博覧会期間中の休業日 17[日] 18[月] 23[土・祝]

恒徳居

map

47

高麗橋 2-2-12

道修町 2-2-1

菊屋お楽しみ袋（銘菓詰め合わせがお得に購入できます）
1,100円以下（税込）の詰め合わせを２〜３種類用意しています。

23

営業時間

「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。

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 17[日]

map

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

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。
Tel. 06-6231-2001

柴藤

1700年代の初めに創業、
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。

旬のおまかせ料理 6,000円（税別）
日替ランチ 1,000円（税込）
海鮮丼定食 950円（税込）

map

鰻料理 本家

大阪を中心に、
こだわりの食材を取り揃えております。敷居の高い日本料理を身近に感
じていただけるよう努めています。単品（600円〜）
も多数ご用意しておりますので、
どう
ぞよろしくお願いします。

水〜金 昼 11:00〜13:15
夜 18:00〜21:00(最終入店）
定休日 日・祝（不定休）
博覧会期間中の休業日 17[日]

北イタリア・ピエモンテ風牛肉のラヴィオリ

菊屋 大阪高麗橋

日本料理 高麗橋

Tel. 06-6231-6059

営業時間 11:00〜18:20
定休日 土・日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

高麗餅 750円（税込）

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。

和菓子 御菓子司

高麗橋 3-1-1

Tel. 06-6231-3814

はなき

日本料理

華㐂

Tel. 050-5594-3284

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 17[日]

海老チリ 1,350円（税込） ランチ 800円〜

map

20

淀屋橋の路地裏で創業５０年の隠れ家的お店。 全室落ち着いた個室で、季節の懐石
コースをくつろいで楽しめます。日本酒にもこだわり定番から希少なものまで常時１００
種類以上！日本酒・焼酎の飲み放題もあり、
お酒好きの方のご接待にもお薦めのお店です。
高麗橋 3-1-20

光林弁当

Tel. 06-4963-2466

北浜うおじ

今橋 3-2-12 2F・3F

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。

Tel. 06-6229-6700

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 17日[日] 23日[土・祝]
期間中・昼限定 光林弁当
3,000円
（飲物代・税別）要予約
期間中・夜限定 松坂牛しゃぶしゃぶコース
【蓮】
12,000円（飲物代・税・サ別）要予約

map

Tel. 06-6202-2202

菊寿堂義信

50

握り1個 200円〜1,200円
おまかせ造り 2,500円〜
（税別）
ランチ 900円〜1,600円(税込)

営業時間 10：00〜16：30
定休日 土（午前中ご予約のみ）
・日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]（午前中ご予約のみ）

昼11:30〜14:00 (L.O)
夜18:00〜23:00 (L.O.21:00）
定休日 日・第3月
博覧会期間中の休業日 17[日] 18[月]

map

和菓子

map

昼 月〜金 11:30〜 ネタ切れ終了まで
夜 月〜土 17:00〜22:00
定休日 日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

リヴ・ゴーシュは登録有形文化財に指定される 淀屋橋 芝川ビルでとっておきの時間をお
過ごしいただける本格ベトナム料理店です。フランスのフィルターを通した洗練されたベ
トナム料理をお愉しみください。

高麗橋 2-6-1

営業時間

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。
今橋 2- 4-10

リルチェンテ

前菜の盛り合わせ

RIVE GAUCHE

美夏

Tel. 06-6201-2700

道修町 1-5-23 ミコノス北浜 1F

ＣＡＣＡＯ ＳＡＮＤ 1個 385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、どなたにも愛される味わいです。

日本料理

map

天明元年（1781年）海産物問屋として創業した昆布の老舗。代表商品の「塩昆布」は
山椒の香りもほのかに、
素材のうま味と甘味を活かした昆布の佃煮。

イタリア料理

リヴ・ゴーシュ

ベトナム料理

寿司 北浜 寿し

営業時間

バインセオ ベトナム風米粉のお好み焼き
（ディナータイムのみ）
（小）1,500円 （大）1,750円（税別）

塩昆布・鰹昆布詰合せ 2,420円（税込）

写真はイメージです

Tel. 06-6223-9039

営業時間 月〜土 昼11:30〜14:30（L.O.14:00）
夜17:30〜22:00（L.O.21:30）
日・祝 昼11:30〜14:30（L.O.14:00）
夜17:30〜21:30（L.O.21:00）
博覧会期間中の休業日 なし

営業時間 平日 9:30〜18:00
定休日 日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

ランチ 4,840円（税・サ込）
〜 ディナー 13,310円（税・サ込）
〜
●期間中、冊子をお持ちいただいた方に限り 料飲10％OFF

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。

伏見町 3-3-3 芝川ビル B1F

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）

Tel. 06-6947-0888

チョコレート

44

Tel. 06-6231-7181

神宗 淀屋橋本店

高麗橋 3-4-10
北浜東 6-9

map

一枚 1,705円（税込）

塩昆布

48

赤貝のお造り 1,500円（税別）

営業時間 10：00〜15：00
定休日 土・日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

五感 ええもん 5個入 ９90円（税込）

map

昼 11:30〜14:00 夜 17:30〜22:30(土は夜のみ）
ランチタイム [月〜金] は個数限定で営業
定休日 日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

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。

淡路町 3-4-14

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

フランス料理

寿司

多花美

愛日連合振興町会会長

営業時間

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

map

日本料理

平野町 2-２-６ 船場平野町小路

＊コースは 9，
8００円（税サ別）
〜

五感 北浜本館

今橋 2-1-1 新井ビル

Tel. 06-6204-0022

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

【期間中・昼 限定】 写真は昼弁当
松花堂弁当 10,000円（飲物代・税・サ別）
要予約（11：00〜14：00にご入店ください。）
20日（水）は予約不可

川上 潤

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

があります

船場博覧会２０19 ｜

船場博覧会２０19 ｜
9

小西哲夫

少彦名神社 宮司

map

北浜本店

歴史

食道楽が太鼓判

です

Tel. 06-6203-1277（受付12:00より）

営業時間 17:00〜22:00（最終入店20:00）
定休日 土・日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]
季節の懐石 華コース 7,000円（全８品）
（税・サ別）
特選飲み放題 ２時間 3,000円（税・サ別）
黒龍・獺祭・久保田 等 地酒２０種類
伊佐美・魔王・耶馬美人 等 焼酎３０種類
ビール４種類他 全６０種類が飲み放題

10

船場

味の名店めぐり

船場人のおすすめ

ぜひ行ってみてください！

川床

池田吉孝

𠮷兆

map

27

ウィ

カジュアルレストラン

OUI

昼 11:00〜14:00
夜 17:30〜23:00（L.O.22:00）
昼 11:30〜14:30
夜 17:30〜23:00（L.O.22:00）
定休日 日・祝 祝日営業の場合があり要確認
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]
土

懐石料理 昼 30,000円〜
夜 40,000円〜
（飲物代・税・サ別）２名様以上・要予約

スペシャルランチ 1,500円（税込）
本日のパスタ
（ハーフサイズ）
＋3種類のメインからお一つチョイス（サラダとパン付き）

江戸菊

map

52

創業大正３年。多くの名士に愛される名店は、すき焼き魚すきは仲居さんが隣で最後ま
で炊いてくれるスタイル。自慢のすき焼きは、伝統の割り下と味噌で味付けされた味わ
い深い逸品です。
瓦町 2-4-12

和菓子 大阪名代 出入橋

きんつば屋 北浜

平野町 2-2-13

おまかせコース 2,400円

map

49

Tel. 06-6227-1177

営業時間 月-金 10:00〜18:00 土 10:00〜16:00
定休日 日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]は営業

大阪本店

北浜うらら

8

map

都会の喧騒から離れ土佐堀川を望む落ち着いた空間で、大切な方とゆったりとしたひと
時を、
お薦めの日本酒やこだわりの季節のお料理と共にお楽しみください。テラス席はレ
セプションにも利用でき、一階室内の他、
中之島バラ園を一望できる二階席（12〜１８名で
貸切可）
もあります。

map

55

Tel. 06-6261-0303

カレー

マダム・カリー

map

32

主婦歴30年の当店オーナーが家族の健康と楽しい食卓の為に作った栄養満点のカ
レー。 栄養バランスを第一に考え、食材を吟味し、全ての工程を丁寧に手作りで作られ
たカレーは、
「育ち盛りのお子様」
「働き盛りの旦那様」
「食が細くなったご高齢の方」に、
美味しく召し上がっていただけるカレーです。

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。

45

中華料理 中華ダイニングバル

ぱんだ

map

14

平野町 2-6-1

営業時間

Tel. 06-6209-0303

申込フォーム▶ 「船場ナビ 船場博覧会2019」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、
検索

https://semba-navi.com/event/sembaexpo2019/

申込締め切り▶ 11月5日[火]（郵送の場合は5日必着）

ホテル出身シェフの造る中国料理をバル価格で！！夜は４名様〜３０名様のご宴会も
承っております。北京料理と広東料理の融合をお楽しみください。
今橋 1-4-8

「船場博覧会実行委員会（株式会社 池田商店内）」

船場ナビ 船場博覧会

ヘルシー野菜のカレー 750円 (税込)

map

〒541- 0043 大阪市中央区高麗橋 2- 5-10

必要事項を記入の上送信してください。

Tel. 06-6121-2820

営業時間 11:00〜16:00
定休日 土・日・祝・年末年始
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

昭和10年に創業した江戸焼きの鰻の名店。 気負いのないご主人は三代目。 創業以来
受継いできた伝統のタレには深みと旨みが凝縮され、蒸しが入りしっとり、
ふんわりとした
鰻によくあう。 上うな重は鰻を1尾半使用。 鰻を堪能したい方は是非足を運んでみて欲
しい。1Fはテーブル席、
2Fはお座敷となっております。

うな重（香の物 吸い物付き） 一人前 2,450円（税込）
上うな重（香の物 吸い物付き） 一人前 3,500円（税込）
＊写真

宗田家のおひなさま

・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）

一人前 1,980円（税別）

高麗橋 2-2-2

みたらし小餅 おかげさまで発売30周年
国内産の上質なお米を使用したお餅でたれを包みました。
もちっとしたお餅にとろりとお口の中に広がる
みたらしだれの味がマッチした、愛らしいひと口タイプの小餅です。
621円（税別）

営業時間 月〜土 昼 11:30〜14:00
月〜金 夜17:00〜21:00（L.O.20:30）
定休日 日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝] 昼の営業しています。

12

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。

営業時間 8:30〜20:00 土・祝 9:00〜19:00
定休日 日
博覧会期間中の休業日 17[日]

Tel. 06-6231-3815

春の船場博覧会2019
船場のおひなまつりポスター

要申込 のイベント申込方法について
申込方法

Tel. 06-6121-2038

営業時間 17:00〜23:00（L.O.22:00）
定休日 日 祝日は予約のみ営業
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

千鳥屋宗家は、寛永七年（1630年）
の創業以来、伝統の技と味を守りながら暖簾に慢心
せず日々精進しております。伝統の礎のもと、
選び抜いた素材で確かな銘菓をお届けし
て参ります。

福梅

日本酒と季節を楽しむお店

秋ハモの小鍋

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。

飲み放題込み 3,500円(税込)

北浜 1-1-12 Y sピア北浜 1F

きんつば（３ケ入り） 360円（税込）
お持ち帰り：きんつば １個110円、あべ川餅550円
いそべ巻 550円
店内：おぜんざい 600円など

千鳥屋宗家

Tel. 06-6226-1096

営業時間 昼 11:00〜15:00 夜 17:00〜23:00
定休日 日・祝
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

1930年（昭5）
の創業。西梅田で親しまれる大阪名物が北浜へ出店して11月で5年。
保存料なしで手作りされる名物のきんつばは、
お持ち帰りはもちろん店内でも楽しめます。

鰻料理

6

map

旬の食材にこだわった「絶品北浜テラスコース」、北浜テラスで肩肘張らず気軽に楽しめ
る、
同じく旬の食材にこだわった「おまかせコース」、
「90分飲み放題付き￥3,500」が人気
の、
土佐堀川沿いの川床テラスがあるお店です。ランチもコスパの高さは折り紙つき。
北浜 2-1-5

松阪牛のすき焼き大鍋コース
(お付きだし・お造り盛り・すき焼き大鍋・デザート)
10,000円（飲物代・税・サ別）仲居が最後までお作りします。
厨房で作ってお出しする小鍋は3,500円(税サ別)から

本町 3-4-12

きのした

Tel. 06-6231-5858

営業時間 昼 11:00〜14:00 夜 17:00〜22:00
定休日 日・祝・第２土曜/土はランチのみ 11:30〜14:00
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

和菓子

酒処麺処

2020年2月27日[木]〜3月3日[火]（予定）
芝川ビルほか船場界隈

船場博覧会２０19 ｜

営業時間 月〜金

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 17[日] 23[土・祝]

日本料理・すき焼き

Tel .06-6233-1192

春の船場博覧会2020

船 場の
おひな
まつり

船場博覧会２０19 ｜

Tel. 06-6231-1937

4

map

中央公会堂を正面に眺める川沿い絶好のロケーション。テラス席や室内から歴史を感じ
る水辺の風景を眺めながら、毎日市場に出向いて仕入れる旬の食材を使ったとっておきの
お料理、厳選ワインで乾杯 ! 食べる派も飲む派も両方満足できるスタイリッシュなお店です。
北浜 2-1-21 北浜ゲイトビル 1F

11

EXPO

北浜水辺協議会会長

創業80余年の歴史を誇る日本料理の名店。懐石料理に四季と花鳥風月を織り込んだ𠮷
兆ならではの懐石芸術をお楽しみいただけます。また、
イベント
「お餅つき」では、
料理の
核である洗練された「だし」をお雑煮としてご堪能ください。
高麗橋 2-6-7

告知

出崎栄三

船場博覧会実行委員長、高麗橋二丁目振興町会会長

日本料理 高麗橋

テラス もあります。

2020 SPRING SEMBA

問い合わせ ▶ Email: sembaexpo2019@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。
＊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。

昼 11:00〜14:30(L.O.)
夜 17:00〜22:30(L.O.）
定休日 正月・盆・日・祝・GW
博覧会期間中の休業日 17[日] 23[土・祝]

＊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。

旬の鮮魚 中華蒸魚 香港ソースで
100g〜680円より 要予約
悪天候等により入荷できない場合がございます。

＊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。

＊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避けてください。

長堀橋

SEMBA EXPO 2019
EVENT MAP
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坐摩神社

■ 神農祭 P1

中央区役所

難波別院
（南御堂）

58

■ セミナー P2

■ ツアー P5

■ ギャラリー P6

■ コンサート P7

■ マーケット P7

■ 関連プログラム P8

■ 味の名店めぐり P9

★ガス燈写真スポット

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。 今年も地域の各種団体や地域の皆さまと連
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（建築家・近畿大学建築学部准教授）

構成
・ソサエティ
団体 堺筋アメニティ

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：17社
幹事会社等：アベ印刷(株)

稲畑産業(株)

五感・北浜本館

りそな銀行(事務局)

14

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
東横堀水辺再生協議会（e-よこ会）
協力
団体

船場倶楽部
地域連合振興町会、商業団体、神社・寺院、法人企業、地域まちづくり団体などからな
る地元組織。船場の歴史・文化を引き継ぎ、未来に向けて人々の暮らしやビジネス・文
化を磨き、魅力ある船場の姿を求めてまちづくりに取り組んでいます。
会員募集中
会員：正会員（地域連合振興町会、商店街、まちづくり団体、法人企業）66名
賛助会員（法人、個人）45名（2019年6月現在）
理事長： 大橋達夫（集英連合振興町会会長）
https://www.sembaclub.com/
船場倶楽部は2018年3月に解散した
船場地区HOPEゾーン協議会の趣意を継承しています。

船場倶楽部
SEMBA CLUB

五代友厚プロジェクト
http://www.godai-project.com

船場を愉しむ7日間
SEMBA EXPO 2019
期間： 2019年11月17日[日]〜23日［土・祝]
主催： 船場博覧会実行委員会
協賛：（株）池田商店、百又（株）
（千島土地（株）
グループ）、
三菱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、今橋藤浪ビル、豊田産業(株)、
（一社）大阪毛繊会館、
（一社）大阪ビルディング協会、
タカラベルモント
（株）
、五代友厚プロジェクト、京都銀行
後援： 大阪市
協力： 近畿大学、大阪くらしの今昔館、アサヒビール（株）
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

船場博覧会２０19 ｜

大阪市
中央公会堂

1
大阪市中央公会堂 T
2 アートエリアB1（京阪中之島線なにわ橋駅B1F）G
3 ギャラリー風（日本文化会館ビル9F）G
4
OUI 名
5
光世証券 S
6 きのした 名
7
花外楼 北浜本店 名
8
北浜うらら 名
9
ルポンドシエル 名
10 高麗橋 桜花 名
11 ギャラリー谷﨑 G
12 光林坊 北浜店 名
13 五感 北浜本館（新井ビル）名
S
14 ぱんだ 名
15 東横堀川河岸公園 S
16 三菱UFJ銀行 大阪ビル S T
17 神宗 淀屋橋本店 S T A 名
18 北浜うおじ 名
19 緒方ビル A
20 華㐂 名
21 一山 名
22 華道未生流会館 S
23 本家 柴藤 名
24 （株）池田商店 アイケイビル S T
25 三井ガーデンホテル 大阪淀屋橋 C
26 日本基督教団 浪花教会 C
27 𠮷兆高麗橋本店 S 名
28 Cacaotier Gokan 高麗橋本店 S 名
29 菊寿堂義信 名
30 大阪薬業クラブ 神
31 CuteGlass Shop and Gallery A
32 マダム・カリー 名
33 御菓子司 菊屋 大阪高麗橋 名
34 三井住友銀行大阪中央・天満橋支店 C
35 ザ・北浜プラザ（美麗華 名 ）
36 芝川ビル（4F モダンテラス M・B1 リヴ・ゴージュ S 名 ）
37 花田商店（ギャラリー花田）G
38 大日本住友製薬 大阪本社 神
39 伏見ビル G C
40 青山ビル A
41 少彦名神社（神農さん）神
42 Rilucente 名
43 美々卯 本店 S
44 𠮷野寿司 本店 名
45 福梅 名
４６ 船場ビルディング（サロン・
ドゥ・螺 G ）
47 四川菜 恒徳居 名
48 多花美 名
49 出入橋 きんつば屋 北浜 名
50 美夏 名
５1 辰野ひらのまちギャラリー S メイン会場
52 江戸菊 名
53 ビジネスプラザおおさか S
54 りそなグループ大阪本社ビル C
55 千鳥屋宗家 大阪本店 名
56 本町ガーデンシティ S
57 坐摩神社 S
58 難波別院（南御堂）S
59 タカラベルモント T・Bホール C

主催

2019 SEMBA EXPO SCHEDULE
11月

18

17

日
［日］

19

日
［月］

20

日
［火］

日
［水］

21

日
［木］

スケジュール

22

日
［金］

23

日
［土・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
13：30〜1９
：00

13：30〜1９
：00

13：30〜19：00

13：30〜19：00

13：30〜19：00

14：00〜15：30
人生100年時代の
アンチエイジング
大日本住友製薬
大阪本社
13：30〜19：00

企画展１
「船場2030提案コンペ」 企画展2「これは おもろい！大阪弁川柳展2019」 企画展3「上方舞とお能の写真展」
企画展4「大阪にゆかりのある幕末明治福井の偉人たち」 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
9:00〜11:30
水辺探検隊
東横堀川河岸公園

1８:30〜19:30
対談 大阪弁川柳の愉しみ方
辰野ひらのまちギャラリー

①13:00〜
②18:00〜
船場の 咄 噺 話
坐摩神社

11:00〜13:00
「美々卯」蕎麦屋のそばと
出汁を愉しむ
美々卯本店

18:30〜19:30
船場の建築セミナー
光世証券 11階 GTホール
18:30〜19:30
高麗橋まちなか寄席
神宗淀屋橋本店

12：00〜14：00
上方舞と「𠮷兆」の
お料理を楽しむ会
𠮷兆高麗橋本店

18:00〜19:00
華道未生流教室
華道未生流会館
18:30〜20:00
暮らしに息づく
北船場の伝統と文化
三菱UFJ銀行大阪ビル
ギャラリーラウンジ

18:30〜
𠮷兆お餅つき
アイケイビル駐車場

18:00〜
第3回 船場能
坐摩神社本殿前
18:00〜19:30
龍馬の遺言
福井藩士由利公正と造幣局
辰野ひらのまちギャラリー

19:30〜
アーバン寄席 in 堺筋本町
RAKUGO BANK
ビジネスプラザおおさか

19:00〜20:30
恒例ワインセミナー
世界が注目
南アフリカのワイン
芝川ビル リヴ・ゴーシュ

18：00〜19：00
能楽公演 船場を謡おう!
本町ガーデンシティ

17:30〜19:15
上方を味わう
in 船場博覧会2019
カカオティエゴカン
高麗橋本店

13：00〜14：00
能楽公演 船場を謡おう!
難波別院（南御堂）
山門下
15：00〜17:00
五代友厚甲子園
墓前祭を終えて
未来を語る
辰野ひらのまちギャラリー

TOUR
13:30〜15:00
文楽散歩
〜船場を巡る〜
神宗淀屋橋本店前集合

10:00〜11:30
江戸と結ばれた高麗橋と
両替商のまち今橋ツアー
アイケイビル玄関集合

17:00〜19:50
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
中央公会堂玄関集合

18:30〜20:00
船場近代建築ナイトツアー
三菱UFJ銀行大阪ビル
ギャラリーラウンジ集合

GALLERY PROGRAM
13:30‒15:00
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.9「都市の身体〜外から眺める私たちの輪郭、遠くから聞こえてくる私の声〜」 1２:00 〜19:00 月休館（祝日の場合は翌日）
12月29日[日]まで

10月26日[土]より
休館

12:00 〜19:00
ギャラリー風 永山裕子 水彩画展

12:00 〜19:00

12:00 〜19:00

12:00 〜19:00

12:00 〜19:00

12:00 〜19:00

11:00〜18:00（日は17:00まで） 会期中無休

11月14日[木]より
11:00 〜17:00

11:00 〜18:00

ギャラリー谷崎 開廊四十周年記念
11月11日[月]より
10:30 〜18:30

飯島一次

11:00 〜18:00

織田広喜

10:30 〜18:30

脇田 和

三人展

11:00 〜18:00
10:30 〜18:30

10:30 〜18:30

10:30 〜18:30

花田商店（ギャラリー花田） 仲野方敏 Masatoshi Nakano「Land of Purity」 11:00 〜19:00
11:00 〜19:00
サロン・
ドゥ・螺

11:00 〜19:00

L'original..13

12:00 〜20:00

11:00 〜19:00

11:00 〜18:00

11:00 〜18:00

10:30 〜18:30

10:30 〜18:30

10:30 〜18:30

11:00 〜19:00

11:00 〜19:00

11:00 〜19:00

会期中無休

11:00 〜19:00

会期中無休

12:00 〜20:00
伏見ビルサロン

11:00 〜18:00

会期中無休

24日[日]まで
12:00 〜20:00

12:00 〜20:00

12:00 〜20:00

12:00 〜20:00

12:00 〜20:00

創花人・佐藤悦枝作品展「花野にたたずむ」 11:00 〜18:30（最終日 17:00まで） 会期中無休

11:00 〜18:30

11:00 〜18:30

11:00 〜18:30

11:00 〜18:30

11:00 〜18:30

11:00 〜18:30

11:00 〜17:00

CONCERT
14：00〜
植草ひろみチェロコンサート
伏見ビルサロン
18：30〜19:30
蓄音機コンサート
浪花教会

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

18:30〜19：00
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階ロビー

18：00〜18：30
音楽の祭日2019
「キモノやん」
三井ガーデンホテル
大阪淀屋橋玄関前広場

18:00〜
堺筋街角コンサート
in Ｔ・Ｂホール
「THREESOME」
タカラベルモント本社 B1
Ｔ・Bホール

コンサート 11：30〜12：00
建物公開10:00〜13：00
ミニコンサート＆建物公開
三井住友銀行
大阪中央・天満橋支店

MARKET
11:00〜17:00
芝川ichi
芝川ビル4F
モダンテラス

