4

e-よこ逍遥そぞろ歩きツアー
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5月26日
（土）
・
・
・詳細はP04
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主催：山西輝和（TERUTERUBOW'S)・出﨑栄三

篆刻（てんこく）教室

場所：sur mesure DESAKI

5月27日
（日） ①10時〜12時

②14時〜16時

中央区道修町2-1-8

一級印章彫刻技術士の職人が
特別にお届けする篆刻講座。
講師： 福原秀次
（なにわの名工）
、
石間環山

7
朱文

白文

【要申込】 定員：各回８名
先着順
12mm角
15mm角
申込フォームよりお申込みください。
参加費：1,500円
（材料費込み）
申込み・問合せ： 福原印房 fax.06-6941-62６4
※氏名、連絡先電話番号、参加人数、彫りたい
1文字を明記ください。
福原印房への直接申込も可 Tel.06-6941-0745

20

主催：そうぞう広場 Plaza de Casa Gloria

音読教室 10時半〜12時(ティタイムあり)
積み木広場 ①13時〜14時半、②15時〜16時半

場所：農人橋ペーニャ・フラメンカ
「カサ・グロリア」29
中央区常盤町2-3-16 髙木産業ビルB1F

そうぞう広場のモットーは、想像力・創
造力を豊かに発揮！大人も子どもも熱
中必至！音読教室では、声・サロン
「モ
タモッタ」
のメンバーと音読・朗読を体
験。積み木広場では、WAKU-BLOCK
を使って、砂場で遊ぶように創造体験。

15

中央区伏見町3-3-3

【要申込】 定員：15名
申込フォームよりお申込みください。
参加費： 3,000円

そうぞう広場〜体験講座「音読と積み木」

6月3日
（日）

5月27日
（日）13時〜14時30分

ウィスキーコンシェルジュの田原ゆきと、
チョコレートショップオーナーのブロード
ハースト永田敦子が、ニッカウヰスキーの
竹鶴と縁の深い芝川ビルにて、チョコレー
トとウィスキーのマリアージュの楽しみを
提案。個性のあるウィスキーとチョコレート
のテースティングを楽しんでいただきます。

場所：丸一商店1Fギャラリー

【要申込】
音読教室／定員：２0名
※6歳以上〜大人 ※先着順
積み木広場／定員： 8名(1歳以上〜大人) ※先着順
参加費：各500円
問合せ・申込み：
そうぞう広場事務局 Tel.090-2107-7683(二宮)
Eメール：y.nino.hfo@docomo.ne.jp

5

淀川の葦を使ってマイ筆を作ろう
6月3日
（日）
・
・
・詳細はP04

7
作家 増山実の「北浜街歩き街語り」 「船場文化サロン」〜茶席美術館1〜

６月8日
（金）・
・
・詳細はP04

主催：サロン喫茶フレイムハウス

18時半〜20時 ※開場は18時
6月2日
（土）

場所：サロン喫茶フレイムハウス

4

中央区淡路町1-6-4 フレイムハウスビル1Ｆ

朝日放送の人気番組「探偵！ナイトスクー
プ」
「ビーバップ！ハイヒール」
の構成作家
でもある増山実氏。 北浜界隈に魅せられ
伏見町に仕事場を構えて5年。 小説の題
材にも事欠かない、作家の足と眼で見つ
けた北浜界隈の魅力を語ります。
増山実プロフィール：「勇者たちへの伝言」
で第4
回大阪ほんま本大賞を受賞

【要申込】 定員：30名 参加費： 500円
問合せ・申込み：サロン喫茶フレイムハウス Tel.06-6226-0107
Eメール： misalele39@gmail.com
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家族で楽しむ大阪企業家ミュージアム
̶企業家ってどんな人だろう？
主催：大阪企業家ミュージアム

6月9日
（土）10時半〜1２時

場所：大阪企業家ミュージアム

9

中央区本町1-4-5 大阪産業創造館B１

弦楽器体験会 ―ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ

8

中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F

イメージは、
ヨーロッパの街
角の辻音楽師♪道行く人と
ワイワイしながら、皆様の鼻
歌を誘い出す音楽を奏でま
す。「境筋に楽器屋がある
なあ」
と目に留めてくださっ
ている方も多いと思います
が、並んでいる楽器たちは
みな、温かい人の手で演奏されるのを待っております。 気心知れ
た丸一商店のスタッフでお気楽にアンサンブルしておりますので、
道すがら、耳を済ませてみてください。
【申込不要】 参加費： 無料
問合せ：丸一商店株式会社 Tel.06-6201-0044
Eメール： info@maruichi-shoten.co.jp

26「へレスのブレリア」

〜街角のフラメンコ〜

5月25日(金) 6月8日
（金）

毎年恒例になり
ました、丸一商店
音楽教室講師に
よる弦楽器体験
会。 触るの初め
て！ 見るのも初
めて！という方か
ら、昔習っていた
けれど今はもう・・ という方まで、どなたでも音を出して頂けま
す。 お1人ずつ構え方からフォローいたします。 木のぬくもりの
ある温かい音が、体の芯まで響き渡る感触を、是非味わってくださ
い。今年はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの3種類からお好きな楽
器を体験いただけます。
【要申込】 お1人20分 参加費： 500円
問合せ・申込み：丸一商店株式会社 Tel.06-6201-0044
Eメール info@maruichi-shoten.co.jp

28

主催：ペーニャ・フラメンカ
「カサ・グロリア」

5月12日(土) 6月16日(土)

場所：本町橋 船着場＆公園

場所： 山本能楽堂

本町橋北東シティプラザ大阪前
※雨天時：農人橋ペーニャ・フラメンカ
「カサ・グロリア」
常磐町2-3-16 高木産業ビルB1F

【申込不要】 参加費： 無料
問合せ：農人橋ペーニャ・フラメンカ
「カサ・グロリア」
Tel.090-4288-0438(二宮)
Eメール： casagloria@live.jp

休日の朝の価値ある一時間
〜「能活」
主催：公益財団法人山本能楽堂

5月19日(土) 19時〜20時頃

カサ・グロリアのフィエスタ
「ビベンジア」のe-よこ会特
別バージョン。 船着場のス
テージで、たっぷりとへレス
のブレリアをご覧ください。
スペインはアンダルシア地
方へレス・デ・ラ・フロンテー
ラの街角・ストリートフラメ
ンコ。
へレス特産、
よく冷えたシェリー酒とおつまみの販売あり(500円)

14時〜19時

場所： 丸一商店1Fギャラリー 8
中央区瓦町1-7-3 フジカワビル1F

10時半〜11時半

中央区徳井町1-3-6 11

お休みの朝、伝統芸能に触れ
一日を気持ちよく過ごしませ
んか？ 一度で完結する内容
ですので、誰でもお気軽にご
参加いただけます。

08
イベント

イベント
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27

主催：丸一商店株式会社

5月18日(金) ①15時〜16時頃、②17時半〜18時半頃
6月1日(金) ①15時〜16時頃、②17時半〜18時半頃

【要申込】 定員：8名
参加費：500円
（茶菓つき）
問合せ・申込み：シュール・ムジュール デサキ
Tel.06-6231-6710 出﨑栄三まで

23

まどぎわコンサート
主催：丸一商店株式会社

中之島バラ園を見下ろすビル
の一室は資料館なのか仕立て
屋なのか？ 特別公開し、9.5ミリ
テープに残された昭和初期の
映像を上映します。

主催： Tikal by Broadhurst s、The Court 協賛：ミリオン商事（株）

07

コンサート、能を愉しもう。

25

1

中央区北浜1-1-18 忠治郎ビル３階

春の"Whisky＆Chocolateの
マリアージュを楽しむ"会

場所： 芝川ビル1F The Court

e-ミュージック

6月2日
（土）15時〜

主催：福原印房 協力：少彦名神社

場所： 少彦名神社 会議室

レトロ空間の特別公開と
昭和初期映像の上映会

【要申込】 定員： 50名
参加費： 1,000円
申込み： 山本能楽堂
Eメール：yamamoto@noh-theater.com
Tel.06-6943-9454 Fax.06-6942-5744
ホームページ： www.noh-theater.com

6

6月6日は楽器の日！堺筋のJAZZの風
6月6日
（水）
・
・
・詳細はP04

小学校高学年を対象にした家族見学ツアー。 五代友厚をはじめ松
下幸之助や安藤百福など大阪で活躍した企業家についてアニメや
クイズでわかりやすくお伝えします。
※参加小学生には企業家のマンガを１冊プレゼント！
【要申込】 対象：小学校4年生〜6年生 定員：20名（保護者同伴のこと）
参加費：小学生無料・ 保護者300円
（入館料）
問合せ・申込み： Tel.06-4964-7601 Fax.06-6264-6011

-よこ逍遥 2018

