
各イベントへの参加の際はマスクを着用し、新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。

展示、セミナー、コンサート、まちあるきツアーなど様々なプログラムで、
いつもの船場、知らなかった船場、大好きな船場をお愉しみください。

11 17 23日
船場を愉しむ7日間

小川香料

2022
SEMBA EXPO
博覧会
船場

[水・祝]日
2022年

月 [木]

GUIDE & MAP



伏見町 3-3-3

伏見町 3-5-6

北浜 2-1-10

池田吉孝

はじめに　
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。

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、
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。
 

船場を愉しむ7日間

船場博覧会実行委員長

新しい道路空間の使い方を提案する高麗橋Ｏｐｅｎ Sｔｒｅｅｔ。
車両通行を一部規制し道路と公開空地一体で活用します。
今年もキッチンカーやマルシェなど盛りだくさん。いつもの風景とは違った空間をお楽しみください。

11：00～20：00（土曜のみ10：00～20：00）　
高麗橋2丁目道路と三井ガーデンホテル前公開空地
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map 21

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。

INFORMATIONお知らせ

＊事前申込が必要なプログラムの申込方法は、6ページをご覧ください

17日[木］

18日[金］

map 27

高麗橋まちなか寄席

昭和２年に建設されたマヤ・インカ文明風のデザインが特徴的な芝川ビルを会場に落語をお届けします。
会社帰りにぜひ浪速の粋をご堪能ください。

18：30～19：30　開場18：00　芝川ビル４階モダンテラス
［申込不要・定員当日先着4０名・無料] 出演：桂そうば  上方落語協会/米朝事務所　桂 白鹿  上方落語協会

[申込不要・無料]

＊席に限りがございます。　定員を超えますとご覧いただけないこともありますのでご了承ください。

＊席に限りがございます。　定員を超えますとご覧いただけないこともありますのでご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、露店の出店は取りやめとなります。

高麗橋 Open Street

神農祭が行われる「少彦名神社　　　　　　　　　　 」は、薬のまち道修町　　　　にあり、日本の薬祖神である少彦名命
とともに、中国の医薬の神様である神農炎帝　　　　　をお祀りしているところから「神農　　　さん」と呼ばれ、親しまれています。
神農祭の両日は道修町通にたくさんの露店が並び、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代わります。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化財（民俗・平成19年）にも指
定されています。

新CMイメージキャラクターにタレントの鈴木福さん、誉（ほま）さん兄妹を起用
コシヒカリを超えた日本一美味しい誉れ高きお米、福井県のブランド米「いちほまれ」
キラキラ輝く白さ、粒感と粘りの最高の調和、
優しい甘さが特徴で、日本一の美味しさです。食味ランキングでも高い評価をいただいています。

創業１８９３年の総合香料メーカー小川香料株式会社が、優雅な香りで皆様をお出迎えします。

11月22日［火］・23日［水・祝］
道修町界隈は、神農祭で賑わいます

新米プレゼント

香りのおもてなし 小川香料プレゼンツ

11月17日［木］・18日［金］・19日［土］

（どしょうまち） （すくなひこなのみこと）（すくなひこなじんじゃ）

（しんのうえんてい） （しんのう）

19日[土］

20日[日］

map 27

講演会 織田信長と一乗谷朝倉氏の盛衰

渋谷天外トークショー ～松竹芸能と船場～

“福井県のブランド米”

戦国時代、越前を統治した戦国大名の一乗谷・朝倉氏。初代孝景から義景まで100年にわたり朝倉氏の居城が
あった一乗谷は1万人以上が暮らし、華麗な朝倉文化が開花した京の都にも劣らない巨大都市でした。しかし、織
田信長にとっても越前は一族発祥の地(織田劔神社)でもあり、それを取り戻すかの如き織田信長による壮絶な朝倉
氏との死闘を読み解きます。

18：00～19：30　開場17：30　芝川ビル４階モダンテラス
[申込不要・定員当日先着40名・無料］ 講師：松下敬一  福井あすわ歴史道場　会長 　

[申込不要］ 　

協力　福井県大阪事務所

map 27

松竹新喜劇の舞台にしばしば採りあげられてきた「船場」。その中で船場とはどういう所なのか。
その土地柄や登場人物像の成り立ちがトークで浮かび上がってきます。

13：00～14：00　開場12：30　芝川ビル４階モダンテラス

[申込不要・定員当日先着40名・無料］ 講師：二代目 渋谷天外・八代目 尾嵜宗兵衛　

＊席に限りがございます。定員を超えますとご覧いただけないこともありますのでご了承ください。

21日[月］

22日[火］

船場MUFG寄席
map 26

江戸時代元禄期に始まり、庶民に愛されてきた上方落語。中でも商家ネタでは船場を舞台に、私を「うち・わて」、あなたを「おまさ
ん」と呼び、「だんさん」や「ごりょんはん」が登場します。そんな船場ゆかりの落語の世界に、桂ちょうばが初心者の方でもお楽し
み頂けるよう、明るく・分かりやすくご案内します。

18：00～18：45　開場17：30　三菱ＵＦＪ銀行大阪ビルギャラリーラウンジ
[申込不要・定員当日先着70名・無料］ 演者：桂ちょうば　上方落語協会/米朝事務所

＊申込方法は6ページをご覧ください。

芝川ビルモダンテラスで開催するセミナーの参加者に
福井県のブランド米「いちほまれ」（新米300g）プレゼント

いちほまれHP　https://ichihomare.fukui.jp/
ふくいブランド米推進協議会事務局　TEL. 06-6456-1769

＊申込方法は6ページをご覧ください。

＊入場制限を行うことがあります。入館に際しては手指の消毒にご協力ください。　また、館内の撮影はご遠慮ください。

map 32

Jazzとビートルズ ～1960年代～

モダンジャズについての著書多数あり、世界を飛び回る大阪在住のJazz評論家藤岡靖洋氏が、Jazzがいかにビー
トルズの音楽に影響を与えたかという視点からJazzを語ります。現在の世界のJazzシーンの話も含め興味深い話
満載です。

18：00～19：30　開場17：30　重要文化財　旧小西家住宅史料館

[要申込・定員16名・無料］ 講師：藤岡靖洋  ジョン・コルトレーン研究家

17日[木]～23日[水・祝]　会場：芝川ビル、少彦名神社　
21日(月)夜は三菱ＵＦＪ銀行大阪ビルギャラリーラウンジでも

2

SEMINAR セミナー

スペシャルイベント

各イベントへの参加の際はマスクを着用し、新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。

SPECIAL EVENT

神農さんのお祭り

2022
SEMBA EXPO
博覧会
船場 11 17 23日[水・祝]日月 [木]

道修町１-６-９

map 25

三井住友銀行大阪中央・天満橋支店　建物内部公開

銀行らしい堂々としたデザインを誇る、1936年竣工の三井住友銀行大阪中央・天満橋支店を休業日に特別公開します。

10：00～13：00　三井住友銀行大阪中央・天満橋支店
[自由入場・無料］

高麗橋１-８-１３

＊申込方法は6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。

map 19

上方舞と「𠮷兆」のお料理を楽しむ会

新装なった𠮷兆の本店で、船場の旦那衆と子女が育んだ上方舞（地唄舞）と𠮷兆のお料理を。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。

11：00～　受付10：30～　高麗橋 𠮷兆
[要申込・定員40名・25,000円 食事付］ 講師：上方舞吉村流 吉村ゆきその及び社中連　𠮷兆 湯木潤治

船場の近代建築セミナー

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。

[要申込・定員35名・無料] 　講師：髙岡伸一　建築家・近畿大学建築学部准教授

＊申込方法は6ページをご覧ください。

map 318：30～19：30　開場 18：00　光世証券本社ビル 11階GTホール

map 31

高麗橋 2-6-7

伏見町 3-3-3

伏見町 3-3-3



17日[木]～23日[水・祝]
9:00～21:00　芝川ビル 階段

船場のまちをこよなく愛する船場倶楽部の有志が、さまざまな角度からまちの魅力を紹介している船場ナビのSNS連載
「船場つうしん」。
これまで「船場つうしん」でご紹介した中から、最近のトピックスを中心に、何気なく歩いている通りの由来や風格を感じさ
せる建築物、気になるお店、日々の風景など、昨年から変化してきている船場の魅力を写真とともに展示します！ 

船場の魅力あれこれ　～船場つうしんから～　

船場の魅力あれこれ～船場つうしんから～　
伏見町3-3-3 map 27

[申込不要・定員なし・無料] 
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船場博覧会2022 × 音楽の祭日

▶
明日を元気にする　船場博覧会LIVE動画チャンネル！

LIVE動画チャンネルネット配信

出演アーティスト

1 ジーン重村（Drum） 2

音楽の祭日とは1982年にフランスで生まれた「Fête de la musique (音楽の祭典）」を原型として、
「音楽はすべての人のもの」という趣旨に則った、ジャンル、プロ・アマチュアを問わない、音楽家による入場無料ライブコンサートです。
https://www.mediatv.ne.jp/ongakunosaijitsu/about.html

17日[木]～

木近 重 登近代建築（レトロビル）建物名称に付く     内凡例 木造建築 国重要文化財 国登録有形文化財

ツアーに参加して、船場のまちの‘魅力’をじっくりと感じて下さい。
＊事前申込が必要です。　Ｐ6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。
＊密をさけるためイヤホンをつけていただいてのご案内となります。

中央公会堂　　　 → 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 → 高麗橋ビル　・浪花教会　 → 
船場ビルディング　　  → 綿業会館　　  （12:00頃到着　館内見学、12:30～13:30食事）

重

重

木 木

重木

近

重近

近 近

登近

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、三休橋筋の魅力を三休橋筋のスペシャリストの解説付きでお楽しみ頂けます。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。

船場のレッドカーペット・三休橋筋のまち歩き＆グルメ
10：30～13：30 集合10：20　中央公会堂　東側正面玄関前広場集合

[要申込・定員15名・4,500円 綿業会館での食事付]  
案内：三休橋筋愛好会、三休橋筋商業協同組合

18日[金]
map 1北区中之島 1-1-27

＊参加費は事前振り込みとなります。11月14日（月）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。　
＊申込方法は6ページをご覧ください。

22日[火］

23日[水・祝］
map 44

菊寿堂義信のお菓子づくりワークショップ

天保年間に創業された船場の誇る老舗和菓子の菊寿堂義信。17代店主に学びながらお茶菓子作りを
体験しませんか。最後は箱に詰めて作ったお菓子をお持ち帰りいただきます。

14：00～15：00　受付13：30～　β本町橋 ラボ

［要申込・定員20名・2,000円］
講師：久保昌也  菊寿堂義信 17代店主

22日[火]

船場のまちで瞽女の門付(かどづけ)芸を再現。当時の姿を再現した三人連れの瞽女さんが門付けをして北船場の
名所を巡ります。ご一緒にどうぞ。

[申込不要・自由見学・無料]
演者：月岡祐紀子　瞽女唄伝承者

深まる秋 ビルの谷間を瞽女（ごぜ）が行く

20日[日]

芝川ビル　　　→ 浪花教会　  → 武田道修町ビル 　 → 生駒ビルヂング　　　 → 
伏見ビル　　　 → 青山ビル　　  → 三井住友銀行大阪中央・天満橋支店 　 →
新井ビル　　　→ 北浜レトロ　　　  

北船場で今も生き生きと活用されている近代建築を、専門家の解説を聞きながら巡ります。

船場近代建築ツアー

近 登 近 登

近近 登 近近 登

近

近

登 近 登

芝川ビル玄関集合 伏見町 3-3-3

[要申込・定員15名・無料]　案内：髙岡伸一　建築家・近畿大学建築学部准教授
map 27

＊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6ページをご覧ください。

北浜 3-2-513:30～16:30 ギャラリー谷﨑より出発 map 7

＊当日、同ギャラリーで瞽女唄ライブや講演会が開催されます。参加は事前申込が必要です。

 詳しくは“AND MORE” 5ページをご覧ください。

10：00～11：30

QRコードを読み取ると、
無料でLIVE動画が
ご覧いただけます♪
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23日[水・祝] 江戸と結ばれた高麗橋と両替商のまち今橋ツアー

EXHIBITION 展示

CONCERT コンサート

TOUR ツアー

map 27

恒例ワインセミナー
18：30～20：00　開場 18：00　芝川ビル４階モダンテラス
[要申込・定員30名（20歳以上）・4,000円]　
講師：神田ゆかり
北船場在住の神田先生による恒例のワインセミナーです。今回は「味の名店めぐり」にも登場する「多花美」のお料理を
いただきながら、日本のワインを味わっていただきます。このフロマージュ（組み合せの妙）は絶品！
＊申込方法は6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6ページをご覧ください。

＊定員に満たない場合は当日受付も可

JSA認定シニアソムリエ、シュバリエ ドゥ タストフロマージュ

高麗橋 2-5-10 map 18

文楽の名狂言「女殺油地獄 (おんなごろしあぶらのじごく)」と「冥途の飛脚 (めいどのひきゃく)」は、この船場を舞台としています。ま
た、「槍の権三重帷子(やりのごんざかさねかたびら)」の実話も船場が絡んでいます。昔の情景を想いながら船場をそぞろ歩け
ば近松門左衛門の世界がグッと近くに感じられるのではないでしょうか。

アイケイビル → 高麗橋西詰 → 伏見町１・２丁目 → 淡路町２丁目 → 御霊神社

新文楽散歩 ―船場を巡る―
15：00～16：30 アイケイビル玄関前集合

[要申込・定員15名・無料]　案内：麻殖生光弘　公益財団法人ルネッサ地域文化振興財団代表理事

＊まちなみの散策です。歩きやすい靴でご参加ください。
＊申込方法は6ページをご覧ください。

高麗橋 2-5-10 map 18

地元町会長が案内する船場の歴史発見ツアー。今回は、高麗橋通や今橋通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。

10:00～11:30 アイケイビル玄関前集合

[要申込・定員15名・無料]　案内：池田吉孝　高麗橋二丁目振興町会　会長

アイケイビル  → 高麗橋ビル　  → 浪花教会　  → 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　　　→ 十兵衛横町の碑　 → 
開平小学校 → 高麗橋  → 旧小西家住宅　　　→ 神農さん

近 近

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6ページをご覧ください。

重木

http://3984st.com/

本町橋 4-8

伏見町 3-3-3

幅広い音楽性で、ジャズ、ラ
テン、ファンク、ポップスなど
ジャンルを問わず、安定した
リズムと繊細かつ大胆なドラ
ミングには定評があり、多くの
ミュージシャンからの信望を
集めている。現在関東を中
心にセッション、スタジオワー
ク等、多方面で活躍中。

2003年ユニット「Virgin 
Berry」としてメジャーデ
ビュー。その後「右藤綾
子」としてソロ活動を始め
る。2009年に発売した
「桜雨」はカラオケDAMや
iTunesにて配信。

2014年松平健さんとのコラボ曲「クエクエサンバ」にもコー
ラス参加。2016年現在もdocomo CMソングや色々な音楽
レコーディングLIVEなどで活躍中！
２０１７年２月「Mix Berry Jam」としてバンド活動も開始！

右藤綾子（Vocal & Guitar）
シンガーソングライター

Vo.&ピアニカ：マキ　Gt.&Cho.： ケンケン
Canopus(Drums)、
Zildjian (Cymbal)、
RegalTip(Stick) エンドーサー

3
エンジ色の出で立
ちで神出鬼没のア
コースティックユ
ニット、エンジーズ。
オリジナル曲や洋
邦Soul・R&B・シ
ティポップなどの

カバー曲をエンジーズ流にアレンジしお届けします。

エンジーズ～EZ～（マキ＆ケンケン）
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青山ビル2階 Salon des 有香衣
レトロビルで楽しむ型染エコバッグづくり（型染お土産付き）

講師：尾原葉香  創作書藝デザイナー  [要申込・先着定員各回4名・2,500円]

主催：Salon des 有香衣（サロンデユカイ）

21日[月]・22日[火]　11：00～、13：00～、15：00～の3回（各回約60分） 伏見町2-2-6 map 30

築101年のレトロビルの一室に残るステンドグラスをモチーフに、型染のエコバッグを作ってみませんか。
ブックカバーや額に飾れる型染クロス（布）のお土産付です。建築当時の面影を残す非日常空間でのひとときをお楽しみ下さい。

｢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

申込締め切り

はがきの場合
申し込み方法

申込フォーム

問い合わせ　 メール：sembaexpo2022@gmail.com
＊申込が定員に満たない場合は、引き続き先着順で募集します。ホームページでご確認ください。
＊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。
＊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避けてください。
＊芝川ビル等の歴史的な建物にはエレベーターがありません。ご了承のうえお申込みください。

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）」

「船場ナビ　船場博覧会2022」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、
必要事項を記入の上送信してください。

11月8日[火] （郵送の場合は8日必着）

船場ナビ  船場博覧会 検索

[申込不要・無料]

[申込不要・無料]

きらめくガラスに魅せられて 主催：Cute Glass

www.cg-shopandgallery.jp　お問い合わせ　Tel. 06-6226-8360

問い合わせ：Akinai Kids（アキナイキッズ）
Instagram/Facebook @akinaikids  

申込：salon-des-yukai@citrus.ocn.ne.jp　Tel. 06-6202-8087（留守電）①お名前 ②連絡先電話番号 ③ご希望日時 ④人数 をお願いします。

伏見町 2-4-4 map 23

17日[木]～22日[火]　10：00～19：30 （19日(土)は18：00まで  20日(日)はお休み）
Cute Glass Shop & Gallery

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
民家を改装した店内では、蔵を生かしたギャラリーで昔懐かしい瓶などの貴重なコレクションを展示。和室の真ん中から防空壕跡をのぞきこ
む珍しい体験もできます。100種類以上のガラスびんをはじめ、量り売りでのディフューザーや化粧品も販売しています。

＊混雑時には、入場制限をさせて頂く場合がございます。

瞽女 斎藤真一 生誕100年記念展 主催：ギャラリー谷﨑

こどもが主役の商店街「Akinai Kids」@β本町橋 主催：Akinai Kids（アキナイキッズ）

両会への参加は事前申込のうえ抽選とさせていただきます。　参加申込・お問い合わせはギャラリー谷﨑まで　Tel. 06-6227-1610

北浜 3-2-5 map 721日[月]～12月4日[日]　10：30～18：30  会期中無休　ギャラリー谷﨑

22日[火]　17:30～　月岡祐紀子瞽女唄ライブ　　18:30～　斉藤真一研究家　池田敏章講演会

今年生誕100年を迎える画家斎藤真一は、伊豆で高校教師をしながら15年にわたり春夏秋冬の休みを利用し、門付けをする瞽女さんに寄り
添って、その姿を描きました。“さすらいの画家“斎藤真一の絵からは温度や匂い、音まで聞こえてくるようです。

こどもたちが自ら商品を「考える」「作る」「売る」「買う」。  こどものための商い体験イベント「Akinai Kids」。
こどもによる手作り商品や、手作りゲームのお店が多数出店。第3回目の今回は、こども達のダンスや音楽等の
パフォーマンスのほか、こどもカフェも登場！チケット1,000円（100円チケット10枚分）～、
お買い物をお楽しみいただけます。

＊混雑時には、入場制限をさせて頂く場合がございます。

＊申込時に船場博覧会パンフレットを見たとお伝えください。

主催：株式会社ヘラルボニー　共催：辰野株式会社

[申込不要・無料]

The Colours!
15日[火]～12月24日[土]　12：00～19：00 久太郎町 3-2-11船場エクセルビル 2階 map 45

福祉実験ユニット「ヘラルボニー」が違うことの価値を問う展覧会
金沢21世紀美術館キュレーターの黒澤浩美氏が企画監修、ヘラルボニー契約作家の原画を展示。詳細は「ヘラルボニー」HPをご覧ください。
問合せ：ホームページよりお願いします。

＊混雑時には、入場制限をさせて頂く場合がございます。

＊開催日時は予告なく変更となる場合がございます。

[申込不要・無料] ＊混雑時には、入場制限をさせて頂く場合がございます。

本町橋 4-819日[土]　10：30～16：30　β（ベータ）本町橋

主催：ギャラリー遊気Q

[自由入場・無料]
12：00～19：00　青山ビル1階　ギャラリー遊気Q 

清眞人 作品展2022  13日[日]～19日[土]

清眞人 作品展2022／なわともこ 作品展2022

清眞人（きよしまひと）が長年をかけて描きだしている『アユコとギーの大冒険』の挿絵前半を展示。後日絵本として印刷販売予定。

なわともこ 作品展2022  21日[月]～27日[日]
手編み作家名輪智子（なわともこ）が毎年開催するオンリーワンの作品展。手染めの糸や海外の糸などでひとつずつ創作しています。

伏見町2-2-6 map 30

HP：http://www.keimi.jp/yukikyu　　Facebook：http://www.facebook.com/yukikyuQ/

HP：株式会社ヘラルボニー｜"異彩を、放て。"をミッションに掲げる福祉実験ユニット　heralbony.jp

主催：大阪ガスクッキングスクール淀屋橋

講師：波多野千代　協力：大阪の食文化を伝え継ぐ会　大阪青山大学：古田先生・國末先生、甲南女子大学：東根先生
[要申込・各回先着12名・3,500円]
19日[土]　午前の部10：00～12：30　午後の部14：00～16：30　大阪ガスクッキングスクール淀屋橋 
素材をむだなくいただく“始末の料理”『船場汁』を学ぶ

船場の地である大阪ガスクッキングスクール淀屋橋で、船場における食文化を学びませんか？素材の持ち味を引き出し、むだにしない『始末の料理』と
その歴史的背景を知り、新鮮な鯖を使って船場汁を作ります。船場の食文化に精通している特別講師によるセミナーつきレッスンです。

平野町4-1-2 大阪ガス本社ビル1階 map 34

申込・問い合わせ：大阪ガスクッキングスクール淀屋橋　06-6205-4640（受付時間 9：00～17：30 不定休） 
https://www.og-cookingschool.com

＊問い合わせや申し込みは各主催者団体にお願いします。

「船場のおひなまつり」　
2023年2月24日[金]～3月3日[金] 芝川ビルほか船場界隈
春の船場博覧会2023

告知

豊田家のおひなさま

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。

芝川ichi map 27

芝川ビル 好例のマルシェイベント『芝川ichi』。安心してお買い物を楽しんで頂けるよう、ゆったりスペースをとって
います。ここでしか出会えないお気に入りの一品が見つかりますように♡秋の風が吹き抜けるテラスでのひとときを
ゆっくりとお楽しみください。

23日[水・祝] 11:00～16:00　芝川ビル4階モダンテラス

[申込不要・無料]

芝川ビル　http://shibakawa-bld.net

伏見町3-3-3

＊混雑状況により、入場制限する事があります。

https://semba-navi.com/event/sembaexpo2022

MARKET マーケット

AND MORE 関連プログラム

船場の
おひなまつり

SEMBA EXPO
2023 SPRING

2023春の船場博覧会
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。

春の船場博覧会2022
「船場のおひなまつり」ポスター

map 44

詳細は「FESTART OSAKA 2023」HP→ http://www.festart.net
お問い合わせ　風アートプランニング内　kaze.artplanning512@gmail.com

街あるき型のアートイベントで大阪を盛り上げよう！来年「大阪中之島美術館」の開館１周年に合わせ、中之島界隈の参加ギャラリーが
各々個性あふれる展覧会を開催します。〈淀屋橋、北浜、肥後橋、西天満、梅田、天満橋〉

主催：FESTART OSAKA実行委員会Special Week 2023 by FESTART OSAKA
2023年2月1日[水]～7日[火]　＊開催日時は各ギャラリーによる

告知

清 眞人

主催：玉秀斎100年事務局

出演：四代目 玉田玉秀斎 玉田玉山  旭堂南歩
[要申込・定員１５名・1,500円]

立川文庫続き読み講談会
22日[火]　19：00～20：15（開場18：30） 伏見町2-2-6青山ビル地下１階 北浜RONDO map 30

エンタメ忍者の魁となった立川文庫『猿飛佐助』は船場生まれ！船場から続々と新しい物語が生まれた時代を感じて頂けます。
問合せ：maruyama4520@hotmail.co.jp　玉秀斎100年事務局

＊空席がある場合当日先着

斎藤真一
「おきの」 

佐藤家瞽女４号
1972年

申込・問い合わせ：デザインオブオール Tel. 090-5127-4004　info@designofall.com
＊製品価格￥5,500税込を船場博覧会特別価格にて。プラス料金で複数作成可能。

[要申込：先着順定員各回２名・4,500円]

WORKSHOP【 DR+CION  3wayレザーバングル∞ 】　主催：デザインオブオール

伏見町 2-2-3-27 map 29

17日[木]～22日[火]（20日(日)はお休み） 11：30～／14：00～／18：00～（各回約60分）
デザインオブオール アトリエ  伏見ビル３階

｢8｣にカットされたレザーパーツを選んで、〈世界でただ一つ〉の〈バングル〉を作ります。
バッグチャームやペンダントトップとしても使えるので、お得に自分だけのおしゃれを！

＊空席がある場合当日先着で受付けます。

ディーアールシオン インフィニティ

講師：谷原一代  デザインオブオール  プロデューサー
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大きな樫の木と石畳の古民家で長年天ぷら店をしています。
カウンターにて揚げたての天ぷらを、個室にてコース料理を2
人～30人様のご会食に。

享保年間に創業。8代将軍吉宗が愛し古典落語にも登場
する上方鰻の老舗。名高いまむしは創業者の考案。脂が
のった冬限定「うなぎ鍋」も絶品。

船場博覧会実行委員長
高麗橋二丁目振興町会会長

池田吉孝

昭和10年創業の江戸焼きの鰻の名店。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、蒸しが入った鰻
によくあい美味しい。

福梅鰻屋

平野町 2-6-1　Tel. 06-6231-3815
営業時間　平日 昼 11：30～14：00　夜 17：00～21：00  土 11：30～14：00
休日　日・祝　11/23の祝日は11：30～15：00営業
博覧会期間中の休業日
20［日］

40

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。
自慢のすき焼きの伝統の割り下は絶品。

江戸菊日本料理・すき焼き

瓦町 2-4-12　Tel. 06-6231-5858
営業時間　昼 11：00～14：00　夜 17：00～22：00
定休日　土・日・祝
博覧会期間中の休業日
19［土］ 20［日］ 23［水・祝］

41

創業80余年、創業者湯木貞一の心を受け継ぐ日本料理の
名店。懐石料理に四季と花鳥風月を織り込んだ懐石芸術
をお楽しみいただけます。

𠮷兆日本料理 高麗橋

高麗橋 2-6-7　Tel. 06-6231-1937
営業時間　昼11：30～14：00　夜17：00～21：30
定休日　日・祝（応相談）
博覧会期間中の休業日
20［日］ 23［水・祝］　

19

懐石料理
昼 33,000円～
夜 44,000円～
（税込／サ・飲物代別）
※ ２名様以上・要予約

大阪名代 出入橋きんつば屋北浜

1930年の創業。西梅田で親しまれる大阪名物が北浜へ出
店して11月で8年。保存料なしで手作りされるきんつばは、
店内でも楽しめます。

和菓子

平野町 2-2-13　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　なし　
20［日］ 23［水・祝］は 10：00～16：00営業

38

きんつば（３ケ入り）　360円（税込）
期間中特価
ぜんざいとあべ川、いそべ巻
どちらか1ケ 800円を
700円でご提供

ぜひ行ってみてください！

国産黒毛和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)
11,000円(税込/サ・飲物代別)

厨房で作ってお出しする小鍋は
3,850円～(税込・サ別)

千鳥屋宗家 大阪本店

寛永七年（1630年）の創業以来、伝統の技と味を守り暖簾
に慢心せず伝統の礎のもと選び抜いた素材で確かな銘菓
をお届けいたします。

和菓子

本町 3-4-12　Tel. 06-6261-0303
営業時間　平日 8：30～20：00　土・祝 9：00～19：00
定休日　日
博覧会期間中の休業日　20［日］

43

みたらし小餅
おかげさまで発売33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。　
670円（税込）

愛日連合振興町会会長
川上 潤

近海物の食材をそろえた握り、季節一品料理を楽しめるカ
ウンター11席のみの寿司店。「威勢・活気・賑わい・感動、
地域への貢献を目指しています」

美夏寿司

平野町 1-5-11 エルギャラン平野町 1階　Tel. 06-4963-2466
営業時間　 昼 11：30～13：00　夜 17：00～22：00　
定休日　日・祝　11/23の祝日は夜のみ営業
博覧会期間中の休業日
20［日］

36北浜 寿し 

“歴史”があります

食事時にはビジネスマンでいっぱい。創業来、安心安全な
材料と家庭的な雰囲気を大切にし、丁寧で誠実な料理には
ファンが多い人気店。

一山日本そば

高麗橋 3-1-1　Tel. 06-6231-6059
営業時間　11：00～17：30
定休日　土・日・祝
博覧会期間中の休業日　
19［土］ 20［日］ 23［水・祝］

15

田舎そば・納豆入り  
870円（税込）

旬を迎えた新鮮かつ、旨い魚や野菜で伝統の日本料理か
ら工夫の一品まで。旨い魚をよりリーズナブルに！がモッ
トー。焼酎や日本酒も豊富。お得なランチも是非！

北浜うおじ海鮮居酒屋

今橋 3-2-12 2・3階　Tel. 06-6201-2314
営業時間　昼 11：00～14：00　夜 17：30～23：00(L.O.22：00)
定休日　土・日・祝
博覧会期間中の休業日
19［土］ 20［日］ 23［水・祝］

13

自慢の三種だれ造り盛り合わせ
一人前 1,100円～（税込）
自慢の造り盛りを含むお得なおまかせコース
3,300円～  (税込）

本家 柴藤鰻料理

高麗橋 2-5-2　Tel. 06-6231-4810
営業時間　昼 11：00～14：30(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
博覧会期間中の休業日　
20［日］ 21［月］ 23［水・祝］

17

大阪まむし 蘭　7,004円（税込）
ご飯とご飯の間にも鰻が入っております。
当店で一番人気です。

淀屋橋で創業58年の隠れ家的お店。全室個室で季節の
懐石コースを楽しめる。日本酒は常時100種類以上揃え日
本酒・焼酎の飲み放題も有る。

華㐂日本料理

高麗橋 3-1-20　Tel. 06-6203-1277（受付12:00より）
営業時間　昼 11：45～15：00（13：00最終入店）　夜 17：00～21：30
定休日　土・日・祝
博覧会期間中の休業日
19［土］ 20［日］ 23［水・祝］

14
はなき

握り1個 200円～1,200円
おまかせ造り 4,500円～
ランチ 900円～1,600円(税込)

季節のおまかせコース
11,000円（税込・サ別途）
お昼のおまかせコース
5,500円～（税込・サ不要）

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

小西哲夫
食道楽が太鼓判

「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、コース料理、冬は一番
人気の鍋料理を堪能できます。

多花美日本料理

平野町 2-２-６ 船場平野町小路　Tel. 06-6223-9039
営業時間　昼 11：30～売り切れ次第
　　　　　夜 18：00～22：30（土は予約のみ）
定休日　日・祝
博覧会期間中の休業日　20［日］ 23［水・祝］

37

赤貝のお造り 
1,650円（税込）
※仕入れによって異なります。

天保年間の創業より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の完全手作り。歌舞伎
の松本白鸚命名の高麗餅は逸品です。

菊寿堂義信和菓子

高麗橋 2-3-1　Tel. 06-6231-3814
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
19［土］（午前中ご予約のみ） 
20［日］ 23［水・祝］

22

高麗餅  
750円（税込）

リヴ・ゴーシュ

登録有形文化財の芝川ビルでとっておきの時間が過ごせ
る本格ベトナム料理店。フランスのフィルターを通した洗練
された味をお愉しみください。

RIVE GAUCHEベトナム料理

伏見町 3-3-3 芝川ビル B1階　Tel. 06-6202-2202
営業時間　月～土 昼11：30～14：30(L.O.14：00)
               夜 17：30～22：00(L.O.21：00)
               祝 昼 11：30～14：30(L.O.14：00)
　　　　　夜 17：30～21：30(L.O.21：00)
定休日　日
博覧会期間中の休業日　20［日］

27

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）1,650円（税込）　（大）1,900円（税込）

大阪の食材をベースに、季節の旬を味わっていただける
お店です。ドリンクも豊富に取り揃えております。

高麗橋桜花日本料理

高麗橋 4-5-13　Tel. 06-6201-0223
営業時間　18：00～L.O. 21：00
定休日　日・祝（不定休）
博覧会期間中の休業日　20［日］

9

旬のおまかせ料理　
7,700円（税込）

こうとくきょ

＜「うまい！」ただそのために。＞がモットーのシェフによる本
格四川料理。厳選食材や本場四川調味料を使った味わ
い深い品がリーズナブルに味わえる。

恒徳居中華・四川料理　

道修町 2-2-1　Tel. 050-5594-3284
営業時間　昼 11：00～14：00　夜 17：30～22：00
定休日　日・祝
博覧会期間中の休業日　
20［日］ 23［水・祝］

35

海老チリ 1,350円（税込）
※ランチ 750円～

四川菜

光林弁当

地下の空間に趣のある数寄屋造りの個室をご用意。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。

光林坊北浜店日本料理

今橋 2-4-10　EDGE淀屋橋B1階　Tel. 06-6229-6700
営業時間　昼 11：30～14：30　夜 17：00～22：30
定休日　日・祝
博覧会期間中の休業日　20［日］ 23［水・祝］

10

期間中・昼限定　光林弁当　
3,300円（税込/飲物代別）　要予約

期間中・夜限定
松坂牛しゃぶしゃぶコース【蓮】
13,200円（税込/サ・飲物代別）　要予約

光林弁当

洋菓子ブランド「五感」から誕生したチョコレート専門店。
世界中のカカオ農家さんとふれ合いをもち厳選したカカオ
豆から店内工房でチョコレートを作る。

Cacaotier Gokan 高麗橋本店チョコレート

高麗橋 2-6-9　Tel. 06-6227-8131
営業時間　10：00～19：00
定休日　お正月 三が日
博覧会期間中の休業日　なし

カカオティエ　ゴカン

大阪・北浜より国産の素材にこだわった「日本人の心に響
く洋菓子」を発信する。国産素材の中でも最も親しみの
ある「米」を使ったお菓子が人気です。

五感 北浜本館洋菓子

今橋 2-1-1 新井ビル　Tel. 06-4706-5160 　
営業時間　10:00～19：00
定休日　お正月 三が日
博覧会期間中の休業日　なし

11

1973年創業以来、常に時代に合った料理を創造し続けてい
る老舗レストランで洗練された料理と厳選ワインのマリアー
ジュを。50周年を機に北浜のルポンドシエルビルから淀屋
橋の日本生命淀屋橋ビルへ移転する新しいルポンドシエル
は、非日常的な空間と時間を愉しめます。

LE PONT DE CIELフランス料理

北浜 3-5-29 日本生命淀屋橋ビルB1階 
Tel. 06-6233-5005
入店時間　昼 11：30～13：00　夜 17：30～19：00
定休日　日・月・祝
新店舗12月1日（木）オープン

6

ランチ　12,100円～（税込・サ別）
ディナー　17,600円～（税込・サ別）

写真はイメージです

上うな重

ルポンドシエル

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。中之島バラ園を見下ろしながら一
流の味とおもてなしが味わえます。

花外楼日本料理

北浜 1-1-14　Tel. 06-6231-7214
営業時間　11:00～14:00
定休日　日・祝・お盆・年末年始（応相談）
博覧会期間中の休業日
20［日］ 23［水・祝］

5北浜本店

船場倶楽部会長
集英連合振興町会会長

大橋達夫
地元船場の6人が推薦する

MAP

20

北浜水辺協議会会長
出崎栄三

川床“テラス”もあります。

しっかりと煮込まれたカレーは野菜の甘み十分で本格的。
さすが食べログカレーウエスト百名店です。人気の牛すじネ
ギカレーは一日10食限定。13時以降の入店は食後のコー
ヒーか紅茶のサービスあり。

マダム・カリーカレー

高麗橋 2-2-2　Tel. 06-6121-2820
営業時間　月～金  昼 11：00～15：00(L.O.14：30)
　　　　　月～金  夜 17：00～21：00(L.O.20：30)
　　　　　土  昼 11：30～15：00
定休日　日・祝
博覧会期間中の休業日　20［日］ 23［水・祝］

24

牛すじネギカレー
甘辛く煮込んだ筋コンとシャキシャキのネギは
欧風カレーによく合います。
ランチ 950円 (税込)　ディナー 1,000円 (税込)

中央公会堂を正面に眺む川沿いテラス席があり、毎日市場よ
り仕入れる旬の食材による本格的イタリアン×フレンチと厳選
ワインが楽しめます。
　

OUIカジュアルレストラン

北浜 2-1-21 北浜ゲイトビル1階　Tel .06-6233-1192
営業時間　月～金  昼11：00～14：00　夜 17：30～23：00(L.O.22：00)
　　　　　土  昼 11：30～14：30　夜 17：30～23：00(L.O.22：00)
定休日　日
（祝日は休業の場合がありご確認ください）
博覧会期間中の休業日
20［日］ 23［水・祝］は要確認

2

スペシャルランチ 1,700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）

ウィ

土佐堀川沿いの川床テラスがあり旬にこだわる「絶品北浜
テラスコース」、気軽に楽しめる「おまかせコース」、「90分飲
み放題付き3,600円」が人気。ランチも高コスパ。

きのした酒処麺処

北浜 2-1-5　Tel. 06-6226-1096
営業時間　昼11：00～15：00　夜 17：00～22：00
定休日　日・祝
博覧会期間中の休業日
20［日］ 23［水・祝］

4

おまかせコース 2,500円
飲み放題込み 3,600円(税込)

㐂太八 天ぷら割烹

今橋 2-2-10　Tel. 06-6231-0267
営業時間　昼 11：00～14：00　夜 17：00～21：00
定休日　土・日・祝
博覧会期間中の休業日
19［土］ 20［日］ 23［水・祝］

16

天ぷら定食にこだわり卵かけご飯が好評です。
お代わり自由です。是非ご賞味ください。
天ぷら定食　2,100円（税込）
上天ぷら定食　4,300円（税込）
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昔ながらの懐かしい雰囲気で心地よい居酒屋です。大阪
で唯一！ここでしか食べられない名物の静岡おでんをはじ
め焼津市直送の「黒はんぺん」を味わうことができます。

いけだ家居酒屋

備後町 2-4-10 第一住建備後町ビル1階　Tel. 06-6204-1581
営業時間　月～土 昼 11:30～14：00(L.O.13：45)
　　　　　月～金 夜 17：00～22：30(ドリンクL.O.22：00)
＊チャージ料330円(税込)　テーブル席2席(最大15名迄)
　夜（月～金）喫煙可能　昼（土のみ）喫煙可能
定休日　日・祝
博覧会期間中の休業日　20［日］ 23［水・祝］

42

静岡おでん盛合せ 5種盛
759円～(税込) ※1種より可
静岡県焼津市直送！黒はんぺん
炙り焼き/磯部揚げ/フライ　各1枚165円(税込)

MAP

【18日（金）お昼 限定】
船場博覧会松花堂弁当
12,000円（税サ込・飲物代別）
※要予約
  （11：00～14：00にご入店ください。）

船場人のおすすめ味の名店めぐり船場 休日・営業時間については、情勢により変更の可能性がありますので、各店舗に直接お問い合わせ下さい。

カカオサンド 4個入り 1,620円（税込）
カカオの風味や産地にこだわったガナッ
シュチョコレートをサクサクのサブレでサ
ンドした、カカオティエゴカンの看板商品。
ハイミルクやビターなど８種類のお味をお
楽しみ頂けます。

少彦名神社 宮司
別所賢一
“味の名店”です

フカヒレや鮑、伊勢海老等の高級食材を味わいの中華料理
にするか、素材の魅力を引き立たす鉄板焼にするか調理法
を選ぶスタイル。

美麗華中華料理
ミラマー

高麗橋 1-7-3 北浜プラザ 2階　Tel. 06-6204-0022
営業時間　月～金  昼 11：30～L.O.13：00
　　　　　土・日・祝 昼 12：00～L.O.13：00
　　　　　全ての 夜 18：00～L.O.20：00
定休日　不定休
博覧会期間中の休業日
不定休につきご確認下さい。

28

ランチコース3,000円～（税込）
ディナーコース
10,800円～（税込・サ10％別）
※別途アラカルト有ります。

北浜店

天保12年の創業以来180余年。その美しさから「二寸六分
の懐石」とも呼ばれる「箱寿司」。手間暇かけた職人技を守
り続ける大阪寿司の老舗。

𠮷野 本店寿司

淡路町 3-4-14　Tel. 06-6231-7181
営業時間　10：00～15：00
定休日　土・日・祝
博覧会期間中の休業日
19［土］ 20［日］ 23［水・祝］

39

箱寿司
一枚 1,674円（税込）

テラス席が目印。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豊かな料理を豊富なイ
タリアワインと共に楽しめる。

Rilucenteイタリア料理

道修町 1-5-23 ミコノス北浜1階　Tel. 06-6209-0007
営業時間　平日昼 11：30～14：30(L.O.13：30)
　　　　　土・祝昼 12：00～14：30(L.O.13：30)
　　　　　月～土夜 18：00～23：00(L.O.21：30)
定休日　日・第3月・木ランチタイム
博覧会期間中の休業日
20［日］

33

平日限定
お魚ランチ 1,500円（税込）

リルチェンテ

や

平日の昼時は名物“カレー焼きそば”を目当てに近隣の勤め
人で賑わう。夕方からは海老の天ぷらなど美味しい一品料
理が並び退社後に同僚との小宴会に最適。

福仙樓北京料理

北浜 3-3-11　Tel.06-6231-0019
営業時間　月～金  昼 11：00～15：00　
　　　　　月～金  夜 17：00～22：00
　　　　　土  昼 11：00～14：00
定休日　日・祝
博覧会期間中の休業日　
20［日］ 23［水・祝］

8

カレー焼きそば
520円（税込）

天明元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」他、カフェでは塩昆布の煮汁を隠し味にした
ソフトクリームを提供。

神宗 淀屋橋本店カフェ・塩昆布

高麗橋 3-4-10　Tel. 06-6201-2700
フリーダイヤル　0120-61-2308　0120-39-1600
営業時間　月～金10：00～17：00　カフェ 10：00～15：00(L.O.14：30)
定休日　土・日・祝
博覧会期間中の休業日
19［土］20［日］23［水・祝］

12

煮汁ソフトクリーム 500円（税込）
テイクアウトは300円（税込）

写真はイメージです

すし

MAP

MAP

MAP

MAP

MAP

地酒と静岡おでん

五感 ええもん 5個入 1,026円（税込）
国産素材にとことんこだわったマドレーヌです。
国産の米粉や小麦粉に北海道産の発酵バターを
合わせた生地に、中に大粒の国産の黒豆を入れて
しっとりと焼き上げました。

写真はイメージです

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）



主催

共催

構成団体

協力団体

委員長：池田吉孝（高麗橋二丁目振興町会会長）
副委員長：髙岡伸一（近畿大学建築学部准教授）

船場博覧会実行委員会

イベントスポット

凡例

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。

www.godai-project.com

www.midosuji.biz

期間：2022年11月17日[木]～23日［水・祝]
主催：船場博覧会実行委員会　共催：船場倶楽部
協賛：㈱池田商店、百又㈱（千島土地㈱グループ）、三菱UFJ銀行、㈱清林社、
　　　大阪シティ信用金庫、三井住友銀行、光世証券㈱、廣田証券㈱、(一財)大阪毛織会館、
　　　上野製薬㈱、南都銀行、今橋藤浪ビル、豊田産業㈱、日本生命保険(相)、
　　　小川香料㈱、㈱国元商会、(一社）大阪ビルディング協会、五代友厚プロジェクト、
　　　タカラベルモント㈱
後援：大阪市
協力：小川香料㈱、ギャラリー谷﨑、光世証券㈱、コニシ㈱、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、
　　　三井ガーデンホテルズ、大阪くらしの今昔館、
　　　そして、船場のまちの多くの企業と皆さま

本パンフレット他は、公益財団法人東教育財団、一般財団法人大阪集英教育会および
集英地域活動協議会の補助金を活用して作成しています。

編集：西あきこ　　デザイン：河村岳志

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
東横堀川水辺再生協議会（e-よこ会）

五代友厚プロジェクト

一般社団法人 御堂筋まちづくりネットワーク

福井銀行大阪支店

株式会社メディアンスフリー

noh-theater.com
公益財団法人 山本能楽堂

SEMBA EXPO 2022
船場を愉しむ7日間

 1 大阪市中央公会堂
 2 OUI
 3 光世証券本社ビル
 4 きのした 
 5 花外楼 北浜本店 
 6 ルポンドシエル
 7 ギャラリー谷﨑
 8  福仙樓
 9  高麗橋 桜花 
10 光林坊 北浜店
11 五感 北浜本館（新井ビル）
 12 神宗 淀屋橋本店
13 北浜うおじ
14 華㐂
15 一山
16 㐂太八　
17  本家 柴藤 
18 （株）池田商店 アイケイビル 
19 高麗橋 𠮷兆 
20 Cacaotier Gokan 高麗橋本店
21 高麗橋 Open Street
22 菊寿堂義信 
23 Cute Glass Shop & Gallery
24 マダム・カリー 
25 三井住友銀行大阪中央・天満橋支店
26 三菱ＵＦＪ銀行大阪ビルギャラリーラウンジ
27 芝川ビル　　　（4F モダンテラス　　     ・B1 リヴ・ゴージュ　　） 
28 ザ・北浜プラザ（美麗華北浜店　　）
29 伏見ビル
30 青山ビル
31 少彦名神社（神農さん）
32 旧小西家住宅史料館
33 Rilucente
34 大阪ガスビル
35 四川菜 恒徳居
36 美夏
37 多花美 
38 出入橋 きんつば屋 北浜
39 𠮷野　 本店 
40 福梅
41 江戸菊
42 いけだ屋
43 千鳥屋宗家 大阪本店 
44 β本町橋
45 船場エクセルビル
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SEMBA EXPO 2022
EVENT MAP
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スペシャルイベント　 P1
神農祭 　P1
セミナー　 P2・3
ツアー　 P3・P4
展示 　P4
マーケット　P5
関連プログラム 　P5・P6
味の名店めぐり 　P7・P8
三休橋筋ガス燈写真スポット★
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大阪市
中央公会堂
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ビルヂング
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淀屋橋

吉田理容所

芝川ビル
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淀屋橋
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JA大阪
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（株）国元商会

日本生命保険（相）
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（旧緒方洪庵住宅）

大阪シティ
信用金庫

北浜
藤浪ビル

（一社）
大阪ビルディング

協会

百又（株）
（千島土地（株）グループ）

武田
道修町
ビル

小川香料㈱

（一財）大阪毛織会館

伏見
ビル

青山
ビル

生駒
ビルヂング

船場
ビルディング

大阪ガスビル

大阪倶楽部

淀屋橋
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御霊神社

坐摩神社 難波別院
（南御堂）
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高麗橋
Open Street21

堺筋周防町

長堀橋

タカラ
ベルモント（株）

12

M

M

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） 70名
　　　賛助会員（法人、個人） 62名 （2022年9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
地域連合振興町会、商業団体、神社・寺院、法人企業、そして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

船場倶楽部
SEMBA CLUB
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SEMBA EXPO 2022 SCHEDULE

18日 ［金］ 19日 ［土］ 20日 ［日］ 22日 ［火］21日 ［月］ 23日 ［水・祝］

スケジュール

船場博覧会2022
Ｘ 
音楽の祭日
LIVE動画チャンネル
ネット配信

10:00～11:30
船場近代建築ツアー
芝川ビル玄関集合

SEMINAR

SPECIAL EVENT

CONCERT

TOUR

17日 ［木］

　少彦名神社 神農祭

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
アイケイビル玄関前集合15:00～16:30

新文楽散歩 
―船場を巡る―

アイケイビル玄関前集合

10:30～13:30
船場のレッドカーペット・
三休橋筋の
まち歩き＆グルメ
大阪市中央公会堂
東側正面玄関前広場集合

13:30～16:30
深まる秋
ビルの谷間を
瞽女(ごぜ)が行く
ギャラリー谷﨑より出発

10:00～13:00
三井住友銀行
大阪中央・天満橋支店 
建物内部公開
三井住友銀行
大阪中央・天満橋支店

11:00～
上方舞と「𠮷兆」の
お料理を楽しむ会
高麗橋 𠮷兆

18:30～19:30
高麗橋まちなか寄席

芝川ビル4階モダンテラス

11:00～16:00
芝川ichi
芝川ビル4Fモダンテラス

18:00～19:30
講演会

 渋沢栄一と幕末福井藩と
天狗党の乱

芝川ビル4階モダンテラス

13:00～14:00
渋谷天外トークショー
～松竹芸能と船場～

芝川ビル4階モダンテラス

18:00～19:30
Jazzとビートルズ 
～1960年代～

旧小西家住宅史料館

18:00～18:45
船場MUFG寄席

三菱UFJ銀行大阪ビル
ギャラリーラウンジ

18:30～19:30
船場の近代建築セミナー
光世証券本社ビル 11階

GTホール

18:30～20:00
恒例ワインセミナー

芝川ビル４階モダンテラス

14:00～15:00
菊寿堂義信のお菓子づくり

 ワークショップ
β本町橋 ラボ

MARKET

9：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00 9：00～21：00

11月

11月3日[木・祝]～2023年1月31日[火]

[申込不要・無料]

大阪・光の饗宴 2022

御堂筋、中之島エリア、および大阪府域一体

各イベントへの参加の際はマスクを着用し、新型コロナウイルス感染防止にご協力ください。

公式URL　https://www.hikari-kyoen.com/

大阪のシンボルストリート・御堂筋で実施する「御堂筋イルミネーション2022」、中之
島で繰り広げられる光のアート「OSAKA光のルネサンス2022」、これら２つのコアプ
ログラムに加え、大阪府内の様々な場所で開催されるエリアプログラムが、大阪の夜を
美しく幻想的に輝かせます。

11:00～20:00 11:00～20:00 10:00～20:00

問合せ：info@chaos-chaos.com

11月1日[火]～12月25日[日]

[申込不要・無料]

淀屋橋WESTイルミネーション

17:00～24:00　淀屋橋南西エリア

今年20回目を迎える、大人が楽しめる街「淀屋橋WEST」の冬の風物詩。エリア内の
街路樹やビルの外壁が美しくライトアップされ、クリスマスシーズンを盛り上げます。
イルミネーションで輝く街並みと歴史的建築物を楽しむ街歩きはおすすめです。

EXHIBITION

P1

P1

P2・3

P3・4

P4

P4 P5

船場の魅力あれこれ～船場つうしんから～
芝川ビル 階段

高麗橋 Open Street
高麗橋2丁目道路と三井ガーデンホテル前公開空地

＊エリアプログラムで一部有料あり




