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鉄筋×JAZZ
スイングタイトルマッチ

6月13日
（水）16時半開場

鉄筋彫刻をお楽しみください。
18時〜19時 鉄筋×JAZZライブ
場所： 伏見ビルサロン 13
中央区伏見町2-2-3 伏見ビル3F

鉄筋彫刻家・徳持耕一郎氏とジャズピアノの巨匠・大塚善章氏に
よるライブドローイング。 ♫音符を操る魔法のラインをライブで
体感！ 新感覚の世界を楽しみましょう!

e- 体験
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逍遥期間ならではの、貴重な体験をぜひこの機会に。

10「東横堀川水門」
特別見学会
主催：大阪市建設局河川・渡船管理事務所
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【申込不要】 参加費：無料
定員：各回20名
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除痘館記念資料室
館内案内ツアー

クルージングには、一番気持ちのいい季節です。

江戸末期に天然痘(疱瘡)予防の普及活動の拠点となったのが、緒
方洪庵を核とする大阪の
「除痘館」
です。当資料室は、
「除痘館」
の活
動と足跡を記念して、資料の展示、公開をしております。館内をガイ
ドが案内します。

主催：大阪水上バス・Osaka Metro（オオサカメトロ）

http://suijo-bus.osaka/event/detail.php?seq=4

4月21日
（土）
〜2019年3月21日
（木・祝）
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19時〜21時

水都大阪の魅力を満喫できるチケットが今年も登場！ Osaka
Metro
（オオサカメトロ）
1日乗車券、中之島周辺や阿倍野など7つ
のエリアで使えるバルチケット、そして、アクアライナーなど3つの
クルーズが1日乗り放題になる乗船券がセットになった便利でお得
なチケットです。

※日・祝のぞく
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中央区今橋3-2-17 緒方ビル4F

【要申込み】 参加費：無料
申込み：除痘館記念資料室 Tel.090-2382-1061(10時〜16時)
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青山ビルツアー＆ワークショップ
主催：青山ビル

5月14日(月) 16日(水) 19日(土)
6月2日(土) 4日(月) 6日(水)
中央区伏見町2-2-6

国登録有形文化財青山ビルにあ
るサロンで、創作書藝デザイナー
として活躍中の尾原葉香氏によ
るワークショップとオーナーによ
る建物見学ツアーを体験します

販売場所：Osaka Metro
（オオサカメトロ）
：各駅・定期券発売所
大阪水上バス
（八軒家浜船着場、淀屋橋港、大阪城港、
天保山サンタマリアチケットカウンター）
大阪観光案内所、難波観光案内所
料金： 3,300円
問合せ：Tel.0570-035-551 大阪水上バス
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e-よこファミリークルーズ
5月13日
（日）
・
・
・詳細はP03

●書のワークショップ
①10時半〜、②15時半〜

ワークショップ1時間+ツアー30分
※各回10分前から、
ビルエントランスにて受付。

【要申込み】 定員： 各回4名

●篆刻のワークショップ

参加費：1,000円

13時〜

ワークショップ2時間+ツアー30分
※各回10分前から、
ビルエントランスにて受付。

【要申込み】 定員： 各回4名

参加費：3,000円

申込・問い合わせ： 青山ビル Tel.06-6231-6397
Eメール：info@aoyama-bld-osaka.co.jp
※申込内容：氏名・連絡先番号・参加人数・希望日時

2

【要申込】 参加費：3,800円 税・サービス料込
ご予約・お問い合わせ：
ルポンドシエル さがん Tel.06-6947-0888

3「こちずぶらり」
で東横堀川まち歩き

5月19日
（土）
・
・
・詳細はP03
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ファブリカ村＋FSP ２０１８夏展
光のいろと風のいろ〜近江の麻〜
主催： ファブリカ村 +FSP（エフエスピー）

中央区大手通1-1-1

一茶庵は、煎茶を通して中国や日
本の文化を学ぶ学舎です。
「登録有
形文化財」
に指定されている草庵
で初心者も気軽に煎茶を楽しんで
いただき、非日常時空を体験して
いただきます。

5月22日(火) 10時〜19時 23日(水)10時〜17時半
場所： 伏見ビルサロン
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中央区伏見町2-2-3伏見ビル3F

琵琶湖の自然の恵みを受けてうまれた
「近江の麻」
の気持ちの良い
服やストール、作家とのコラボレーションによる、アートなストール
や軽やかな麻アクセサリーをご紹介。
ワークショップ 「麻の残布のアートなワイヤーハンガー作り」

【要申込】 参加費：3,500円
申込み：易社 事務局 Tel.090-3658-7804
Eメール： ipc@wa2.so-net.ne.jp 渡邉(わたなべ)まで
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気になる症状の軽減も期待できる
ハーブティーのブレンド体験
主催：先春園本店

5/16(水)〜6/13(水)までの毎週水・金曜日
①13時半〜 ②15時〜
場所：先春園本店

中央区平野町2-2-14 21

オーガニックハーブを、あな
たの気になる症状に合わせ
てブレンド。 香り豊かなハー
ブティーでリラックスしましょ
う。ブレンドしたハーブはお
持ち帰りいただけます。
【要申込】 前日までに要申込 定員： 各回4名
参加費： 1,000円 お土産 自身でブレンドしたハーブ
問合せ・申込み： 先春園本店 Tel. 06-6201-3731

【申込不要】 参加費：500円 税・サービス料込
参加作家 ファブリカ村/jestilo/hirota junko/FSP
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桂 花団治の落語講座
主催：サロン喫茶フレイムハウス

5月22日(火)

06
イベント

イベント

場所：青山ビル

場所： 一茶庵

12時半〜

今話題のファイトケミカルを知ろ
う！ サラダだけじゃない!?お料理
アレンジ万能のトマトの食べ比べ
もあります。
お料理：先付、造り、宝箱、留椀、デ
ザート、
コーヒー

5月15日(火) 29日(火)

e-クルーズ
水都大阪満喫チケット

文人煎茶を愉しむ。
主催： 一茶庵宗家 易社

5月14日(月)〜6月14日(木)
場所：除痘館記念資料室

抹茶アイスやドリンク、スイーツ、抹茶は世界中で大人気ですが、本
物の抹茶を茶せんで点ててみませんか？ 上手に点てるコツと、初
めての茶席で知っておきたい作法を学びます。
【要申込】 前日までに要申込 定員： 各回4名
参加費：1,000円 おうす２服 生菓子、干菓子付き
問合せ・申込み：先春園本店 Tel. 06-6201-3731

主催：除痘館記念資料室

9

21

②15時〜15時半

日本最大級の水門を船が通る様
子を間近に見学しながら、治水事
業や水門の役割についてのお話
を聴く事ができます。
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5月18日(金)

中央区平野町2-2-14

中央区高麗橋1-2-5

野菜のことをもっと学びましょう！

場所 ：ルポンドシエル B1 さがん 個室

約40分程度
場所：先春園本店

インナービューティ― プチセミナー

さがんの野菜塾
主催： ルポンドシエル さがん

①1３時半〜 ②１５時〜

期間中 毎週火・木
①11時〜11時半
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主催：先春園本店

5月中の毎週火、土曜日

場所：東横堀川水門

【要申込】 定員： 30名
申込フォームよりお申込みください。
参加費：2,０00円
※定員を超えた場合は、立ち見になる可能性があります。

自分で点てるお抹茶と、
初心者さんの茶席での作法

1９時〜

場所：サロン喫茶フレイムハウス

中央区淡路町1-6-4 フレイムハウスビル1Ｆ
4

話し言葉のリズム感、呼吸や発声
法を噺家から学びます。東の旅 発
端や狂言の台詞を師匠から口写しでお稽古。 上方落語の四方山
話しやもちろん師匠の一席お聞きいただけます。
【要申込】 定員：２５名 参加費：2,000円
主催：サロン喫茶フレイムハウス
問合せ・申込み： Tel.06-6226-0107
Eメール： misalele39@gmail.com
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