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元精華小学校各会場
・グラウンド会場／特設ステージ
・教室会場／精華小劇場

会場には駐車場がありません。
公共交通機関をご利用ください。

太左衛門橋乗船場は、戎橋北詰から
階段で遊歩道に降りて徒歩１分
（ドンキホーテ道頓堀店前）

今宮高校書画展は、ナルミヤ戎橋画廊
と丹青堂ギャラリーの２会場です。
体験講座の会場は、店舗もしくは元精
華小学校２階教室のいずれかです。
お間違えのないようご確認ください

えびすばし博2010へようこそ
19７4年に始まった「えびすばし夏祭り」から「えびすばし博」へ

よそおいも新たに今年から始まるこのお祭りは、
大阪やなんば、戎橋筋商店街の魅力をいかした、
いろんな体験や参加ができるイベントです。
老若男女を問わず、家族や友人とも楽しめます。

懐かしいもの、新しいもの、作るもの、観るもの、
全部で２3のプログラムを用意しました。

学んだり、元気をもらったり、何かのきっかけになって、
みなさんが豊かな気持ちになれば、
商店街としては幸いです。
どうぞ、お楽しみください。

戎橋筋商店街　えびすばし博2010実行委員会 体験講座会場の元精華小学校

● 会場図
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ステージ　プログラム
13:00開場
14:00 ミナミジャズオーケストラ
14:30 帝塚山スタジオフラメンコ
15:10 芥川高校・和太鼓部
　　　今宮高校・ダンス部
16:30 大阪のプロスポーツ
17:50 たこ焼き選手権決勝
18:20 ライブ・ミナミジャズ物語

参加したいプログラムをみつけよう  体験プログラムのご紹介
前夜祭 映画のまち・なんば　懐かしの街頭映画会 ……… P.2

ファッション

を楽しむ
なんば・えびすばし　歴代ファショニスタ　大集合展 ……… P.4

食を楽しむ
休日に家族で楽しむワインスタイル
子どもたちはクッキング体験♪パパママはワイン ……… P.6

文化・

エンターテイメント

を楽しむ

今宮高校「書画展」文字と絵が奏でるミラクルメッセージ ……… P.8

魅力再発見！大阪のプロスポーツ ……… P.10
大阪のスーパー高校生が魅せる 躍動のパフォーマンス ……… P.9

ライブ「ミナミジャズ物語」 ……… P.11
公募で結成「ミナミ・ジャズ・オーケストラ」公開リハ ……… P.11

なんばの

まち歩きを楽しむ

野菜や雑貨のバザー＆献血ルームＰＲ ……… P.12
なんばのど真ん中カフェと旨いもん屋台 ……… P.12

特別企画・とんぼりリバージャズクルーズ ……… P.13
応募要領 ……… P.14

参加したいプログラムをみつけよう  体験プログラムのご紹介

……… P.9ミナミに根ざす情熱のフラメンコ！

バスケットボール・シューティング体験 ……… P.10

バー＆キャバレー ミナミの名店はしごツアー ……… P.13要予約

手作りコスチュームで差をつけよう！！！フラダンス編 ……… P.4要予約

手すきおぼろ昆布体験 ……… P.7要予約
豚まんと焼売＆本格焼飯つくり方体験 ……… P.7要予約

ミナミ初！家族対抗たこ焼き選手権 ……… P.5要予約

こども店長一坪ショップ体験 ……… P.12参加者は要申込

なんば個性派ミュージアムめぐり ……… P.13要予約

思い切って、ファッション変身体験！ ……… P.3要予約
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映画のまち・なんば街頭映画会
懐かしの“野外映画”をみんなで楽しみましょう

プログラム０･･･ＴＯＨＯシネマズなんば５周年特別企画

©BBC Worldwide 2007

①映画のまち・なんば（9分）
映画のまち・なんばの歴史を、落語家の桂蝶六さんの案内
でコミカルに紹介したオリジナル作品

②アース（１時間３８分）
主演、46億歳 地球。『ディープ・ブルー』のスタッフが再
結集し、地球の‘今’を映し出す。ベルリン・フィルハーモニ
ー管弦楽団のフルオーケストラにのせ、地球上の生命の神
秘に迫るドキュメンタリー。ナレーションは渡辺謙。

会場　精華小学校グラウンド特設会場　　
日時　９／１１(土)　 18：30～20：30 (18：00開場)　飲物・軽食の販売あり

案内　横田浩嘉（ＴＯＨＯシネマズなんば支配人）

注意　イス席は数が限られます。レジャーシートや折り畳みチェアなどをご持参ください。

earth
アース

雨天
中止

入場
無料

申込
不要

9/11土
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思い切って、ファッション変身体験！ 
人気ブランドフルコーディネート ＋ ヘアセット・メイク ＋ 撮影体験

プリティ・ウーマンコース

プログラム１･･･あなたのファッションコーディが楽しくなる！

お選びいただいたお洋服等は、丸ごとプレゼント！
（プレゼントする商品対象、総額の上限は各店が定めた範囲内とします。）

エレガント・ミセスコース

撮影後は1.5万円分のギフトカード進呈！
（お洋服はプレゼントではありません）

下記のファッションブランド店で、上から下までトータル
コーディネート、タカシマヤ・ヘアーズギャラリーの人気
スタイリストによるヘアセット・メイクアップしたうえで、
プロカメラマンによる写真撮影！普段はできない、思い
切った大変身をお手伝いします。

下記の６店から「希望のブランド」、「応募の動機」と所定の事項（詳細はP14をご覧くだ
さい、〆切は8月31日(火)）を記入の上ご応募ください。
当選者は体験日までに各店で洋服等をお選びいただきます。また当日の様子は当商店街の
ホームページ、フリーマガジン等で紹介させていただきます。

会場　戎橋筋商店街界隈
時間　９/１1(土)　10:00～12:30

定員　１ブランドお一人様

応募

要予約
抽選制

参加
無料

2010年春に実施した変身体験の様子

＊ブランドは商店街の
　ホームページで発表！

みなさんもステキな

体験をしてみてね！

50～70代の女性向けコースです

平素はできない大変身に挑戦しませんか？
お店で10万円相当のお洋服を選び、タカシマ
ヤ美容室でヘアセットとお化粧をした上で、お
写真をお撮りします。

9/11土 なんば・えびすばし
歴代ファショニスタ 大集合展

ファッション、風景、カルチャー・・・大大阪時代から今日までの移ろい

会場　精華小劇場特設ギャラリー
日時　9/12(日)　13:00～20:00

プログラム２･･･なんば／えびすばし温故知新パネル展

手作りコスチュームで差をつけよう！！！フラダンス編

服地のとらやのベテラン仕立師に教わる、ダンスが上手く見える！？
フラダンス練習着の作り方講座

会場　元精華小学校２階教室
日時　９/１２(日)　13:00～14:30

プログラム３･･･えびすばし体験講座

定員　先着３０名（応募方法はＰ14参照）
講師　とらや商店お仕立部　岩瀬春美

とらやの御仕立部で30年以上勤めている岩
瀬先生がフラダンスのオリジナル練習着の
作り方を教えてくれます！
素敵に見える生地選びのポイントや採寸の
コツなど、ベーシックなスカートから、ちょっ
と技ありスカートまで、人より差をつけたい！
本を見ながら作っているけどプロに教えても
らいたかった！
そんな貴方にオススメの講座です。

大大阪時代、昭和３０年代、５０年代、平成・・・
当時なんばで流行したファッションを軸に、映画、音楽、
ショップ、スポーツなど、なんばのカルチャーや風景の移
ろいを、皆さんから募集した写真をもとに展示します。

髙島屋の戦前の貴重なポス
ターもお目見えします。

髙島屋史料館のご紹介
髙島屋創業以来の美術工芸品や染織刺しゅう製品、能装束、着物等、約２万点のコレクション
は日本のみならず海外においても高く評価されています。常設展示室では、法隆寺国宝の玉虫
厨子の実物大模型や、高島屋のマスコット、ローズちゃん人形、戦前のポスター、写真などを
年代別に展示。
場所は堺筋沿い、高島屋東別館３階、昭和９年築のレトロな建物も必見。
TEL06-6632-9102／入館無料・休館日は日曜日、水曜日です。

昔、当時流行の服でなんばの街で撮った写真をご提供ください！
1,000円分のギフトカードをプレゼントします。
（パネル展で活用させていただきます）　応募はＰ14参照

こんな写真を探しています

要予約
先着順

入場
無料

入場
無料

申込
不要

高島屋大阪店
なんさん通り

南海なんば駅

高島屋東別館大阪店史料館

御
堂
筋

堺
筋

3 4



ミナミ初！家族対抗たこ焼き選手権
我が家のたこ焼き、私のレシピが一番美味しいと思う人来たれ！

プログラム４･･･家族や友達、会社の同僚などで申込めます

たこ焼きを焼きながら、家族や友人どうしコミュニケーシ
ョンを深める・・・それが大阪人の食卓の情景。そして、ぞ
れぞれに、家庭に伝わる製法、楽しみ方へのこだわりがあ
るはず!
今回、応募者の中から選ばれた１０組に腕をふるっていた
だき、コンテストをみごと勝ち抜いたご家族に栄えあるト
ロフィーと豪華景品を進呈！
なんばのど真ん中で、たこ焼きを通じた、家族や参加者の
交流をお楽しみください。

要予約
選考有

雨天
実施
会場変更

入場
無料

会場　　元精華小学校特設ステージ　　　　　　  日時　９/１２(日)　15：00～18：20
募集　　１０チーム
応募　 　応募要領（P14）を参照のうえ
 ・①参加の動機と意気込み②我が家のたこ焼きの特徴③チーム全員のプロフィール
 　を必ず記載してご応募ください。書類にて１０チームを選考いたします。
 ・必ずご家族もしくはグループで、3名以上でご参加ください。
 ・プロの方は参加できません。　
条件　 ・たこ入り（規定）、独自の具（フリー）の２つの味で競います。
 ・審査用にそれぞれ６０個ずつつくっていただきます。
 ・生地は標準的なものとし、ホットケーキやピザの生地は不可とします。
 ・たこ、鉄板（直径38ｍｍの一般レンタル品）、容器等は用意します。
 ・生地と出汁、ソース他味付け、独自の具材はご用意ください。
審　査 ・５チームずつで一般審査員の投票による準決勝を行い各1チームが決勝に進出。
 ・決勝では下記の審査員により優勝者を決定します。　
審査員　 野杁育郎（戎橋筋商店街振興組合理事長・いちびり庵）
 森島寛晃（セレッソ大阪アンバサダー）
 廣田哲彦（道頓堀赤鬼代表・上方お好み焼たこ焼協同組合）
 池上淳子（戎橋筋商店街振興組合副理事長・をぐらや大阪戎橋筋）
 今木彩翔（第３６代ミズえびすばし）
 一般審査員　先着100名の方に準決勝の審査に参加いただきます。
  　（予約不要・午後２時から受付を開始します。ふるってご参加ください。）　  
 
賞品 優勝　　 トロフィー
  家族温泉旅行ご招待（４名様まで）、副賞ギフトカード３万円
 ２位　　 トロフィー
  道川遊覧船家族ご招待、副賞ギフトカード１万円

会場　ＲＩＣＯＣHＥ千成屋２階　(Map-P1)
日時　９／１２(日)　１３：００～１７：００

なんば・心斎橋・谷町のスターバックスコーヒー合同スペシャル企画

原産地（中南米、アジア・太平洋、アラビヤ・アフリカ）によ
る味の違い、またローストの違いによる風味の違いを、実
際に飲み比べていただきます。
また、コーヒープレスを使ったコーヒーの入れ方、フードと
コーヒーの組み合わせ（フードペアリング）による美味しさ
の発見など、様々な体験をしていただきます。

プログラム５･･･えびすばし体験講座

ワインと食材の千成屋で、親子で楽しみながら学べる食の企画です

お子様たちには、火を使わないで簡単に調理できるワインに合う
おつまみ（洋風手まり寿司／カナッペ）を料理講師の指導のもとに
作っていただきます。お子さんが作ってくれたおつまみを味わいな
がら、パパママにはワインの試飲を楽しんでいただきます。

＊子どもにはオーガニックジュース付き
＊大人のワイン試飲は、未販売のデイリーワイン～ちょっと良いワインまで
６種類を試飲いただきます。全種類のワインの金額を当て　たらＷマグナ
ムボトル(３ℓ)をプレゼント。

プログラム６・・・えびすばし体験講座

スターバックスコーヒー流、
コーヒーのおいしさ再発見！

協力　スターバックスコーヒー各店
　　　戎橋筋店・TSUTAYA EBISUBASHＩ店 ・なんば南海通店・なんば御堂筋グランドビル店・
　　　四ツ橋店 ・心斎橋パルコ店・ クリスタ長堀店・谷町筋NSビル店・天満橋京阪シティモール店

休日に家族で楽しむワインスタイル
子どもたちはクッキング体験♪パパママはワイン

会場　元精華小学校２階教室
日時　９/１２(日)　
　　　①10：30　②13：00　③15：30

定員　各先着２０名　（応募要領はP14）
講師　スターバックスコーヒー９店舗の
　　　ストアコーヒーマスター

参加費　１家族３５００円
 （食材・料理指導・ワイン試飲代含む）

上記の時間内にお越しください。但し、１家族１時間とさせていただきます。

要予約
先着順

入場
無料

有
　料

申込
不要
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手すきおぼろ昆布体験
匠の技を見て、おぼろ昆布を作ってみよう！

ふわりと溶けるほどに薄く、甘みと香りが口いっぱいにひろ
がる、おぼろ昆布。
それは、「昆布の王様」とも呼ばれる北海道産の真昆布
（まこんぶ）を厳選し、堺刃物の技術が生み出す独特の包
丁と、それを巧みにあやつり、機械では作り得ない熟成し
た旨みを引き出す職人の技の総合芸術といえます。
今回特別に、手すき昆布の技を体験し、実際におぼろ昆布
づくりに挑戦してただけます。

プログラム７ ･･･えびすばし体験講座

豚まんと焼売＆本格焼飯つくり方体験

プログラム８ ･･･えびすばし体験講座

定員　先着限定 12名（応募要領はP14）
講師　東　進明（蓬莱本館社長）

体験で作ったおぼろ昆布をお持ち帰りいただきます。

会場　元精華小学校２階教室
日時　９／１２(日)　
　　　①ＰＭ13：00　②ＰＭ15：00
参加費　500円

定員　各２０名先着順（応募要領はP14）
講師　三田嘉治（手すきおぼろ・とろろ職人）
　　　池上時治郎（をぐらや八代目当主）　　

国産豚をベースにした特製の具を柔らかな生地で渦巻き
状に包みこむ技を体験、楽しく厳しい！？指導があなたを
待っています。
また今回特別に中華のシェフが、パラパラッとして味わい
深いチャーハンのつくり方の極意を伝授。終了後は、みな
さん一緒に、チャーハンと蒸したての豚まんを味わってい
ただきます。マイ豚まんはお持ち帰りいただきます。

会場　蓬莱本館３階
日時　９／１２(日)　11：30～13：30
費用　１人1,570円
　　　豚まん４個、シューマイ８個、焼飯代を含みます。

包めそうで、なかなかできない、そのもどかしさがたまりません

有
　料

要予約
先着順

有
　料

要予約
先着順

大きな筆と大きな和紙を使って
あなたも【遊墨民】になりませんか？

筆を持つのが初めてのあなたも、爽快体験で人生が変わるかも

会場　元精華小学校２階教室
日時　９/１２(日) 13：30～14：30

プログラム９･･･えびすばし体験講座

定員　先着２０名（応募方法はP14参照）
講師　早崎公男（府立今宮高等学校教諭）

今宮高校「書画展」
文字と絵が奏でるミラクルメッセージ 書（文字）、画（絵）を一体に構成する

書画。この東洋古来の芸術に、若者の
感性がぶつかり、その創造性はとどま
るところを知りません。
私達の心の奥底にある「書いてみたい」
衝動を呼び起こしてくれるかも。
今宮高校の生徒さんらの協力で企画
しました。
9/12(日)には今宮高校の生徒さんが
丹青堂ギャラリーにて書画体験講座
を開催します。

会場　①丹青堂ギャラリー３階　②ナルミヤ戎橋画廊２階(Map-P1)

プログラム10･･･えびすばし特別企画展

【講座・要申込】

会場　元精華小学校グラウンド特設会場
日時　９/１２(日) 15：00～16：30

定員　先着１００名
講師　早崎公男（府立今宮高等学校教諭）

【当日参加・申込不要先着順】

墨で楽しく遊ぶ人々を「遊墨民」と呼んでいます。
遊墨民になってみたい方はどなたでもご参加ください。
今回は和紙に向かい、文字をあなた自身が決めて一気
に書き上げる爽快感、達成感を楽しんでください。

日時　９／９（木）～９/１４(火)
　　　①丹青堂ギャラリー・・・13：00～19：00　②ナルミヤ戎橋画廊・・・11：00～19：00

大阪府高等学校芸術文化祭書道部門優秀賞　今宮高校　上田美春さん

入場
無料

申込
不要

入場
無料

申込
不要

要予約
先着順

7　　　　　　　　　　　　　　 8



大阪のスーパー高校生が魅せる躍動のパフォーマンス
世界で活躍する大阪の高等生に元気をもらおう

プログラム１2･･･青春ストリート　in えびすばし

ミナミに根ざす情熱のフラメンコ！
帝塚山スタジオ・市川惠子フラメンコ舞踊研究所

なんばをはじめ７つの専用スタジオを大阪に
もち、フラメンコショーの見られる大阪で唯
一のレストラン「タブラオ・シヴィダ」をミナ
ミで主宰、帝塚山音楽祭をはじめ市民活動
にも積極的に参加し、フラメンコの魅力を普
及。実力派の舞踊家・市川惠子ひきいる帝塚
山スタジオの迫力ある演舞をご覧あれ。

会場　元精華小学校グランド特設ステージ

プログラム１1･･･なんばでオーレッ

会場　元精華小学校グランド特設ステージ
日時　９/１２(日) 15：10～16：30

異なるジャンルの高校生クラブチームが、日頃の鍛錬の成果を披露してくれます。

日時　９/１２(日)　14：30～15：00

今宮高等学校ダンス部
創部１３年目。学内行事、御堂筋オープンフェスタやメチ
ャハッピー祭り、総体・インターハイや高校野球大阪府開
会式など演技多数、稚内南中ソーラン全国交流祭、高知
のよさこい全国大会にも招待されました。海外では上海・
大阪姉妹都市２５周年交流、タイ・プーケット復興コンサ
ート、そして部員が新型インフルエンザに感染し全国大会
辞退の失意から８ヵ月後の今春、卓越した実績が評価さ
れてロサンゼルスで開かれた国際ダンス大会出場の日本
代表校に選ばれ、アメリカの１８校と競演、ヒップホップ女
子部門で見事１位に輝き、その活躍はテレビでも紹介され
ました。

芥川高等学校和太鼓部
創部１６年目。地域イベントや学校、施設での演奏など公
演は年間５０数回にのぼります。全国高校総合文化祭に
は８回出場、過去全国２位の優秀賞・文化庁長官賞を受
賞、 東京の国立劇場や海外ではイギリスはじめ７か国で
公演を行いました。和太鼓を通した教育活動の成果は
「ボランティアスピリッツ賞【全国賞】」他多数の受賞、今
年２月には「途上国の子どもたちへの援助」をテーマにし
たチャリティコンサートを開催。「プロを越えるアマチュア
たれ」を合い言葉に、「世界に通用する和太鼓チーム」 に
成長してきた道程は同校ホームページに紹介されていま
す。

申込
不要

雨天
実施
会場変更

入場
無料

申込
不要

雨天
実施
会場変更

入場
無料

魅力再発見！大阪のプロスポーツ
大阪のプロチームがジャンルを超えてなんばで語り合う

プログラム１3･･･なんばでスポーツ体験

バスケットボール・シューティング体験
フリースローに挑戦しよう！プロバスケット選手の指導もあり

実際のバスケットゴールが会場に登場。今野翔太
選手の指導は午後３時頃から（予定）。

元精華小学校グラウンド

プログラム１4･･･なんばでスポーツ体験

元精華小学校グランド特設ステージ
日時　９/１２(日) 1６：30～17：４0

わがまちのプロスポーツチームを応援するのは、本当に楽しみなものです。勝ち負けを自
分のことのように喜び悲しみ、一流のプレイに魅了され、夢や希望をもたせてくれる、それ
がプロスポーツの醍醐味なのでしょう。
大阪にホームをおく、ジャンルの異なる３つのプロスポーツチームに、地元に密着して、フ
ァンとともに歩む様々な取り組みや苦労話など、平素聞けないお話を語っていただき、ま
た違った面から大阪のチームの魅力にふれます。

日時　９/１２(日)　13：30～終了まで

©OSAKA EVESSA

森島寛晃氏
元日本代表。ヤンマーを経てセレッソ
大阪一筋、引退後も精神的支柱とし
てその存在感は絶大で、現在はサッカ
ーの普及や広報活動に尽力。2022年
FIFAワールドカップの「招致アンバサ
ダー」に就任。

　　　森島寛晃氏（セレッソ大阪アンバサダー）
出演　今野翔太氏（大阪エヴェッサ）
  　　 藤井康雄氏（オリックス・バファローズ）

今野翔太氏
摂津市出身。大阪学院大を経て、日本
男子プロバスケットボールリーグbjリ
ーグ大阪エヴェッサに所属、生え抜き
の４年目。２年間優勝を逃したチーム
の中核選手であり顔として今シーズン
の活躍が期待される。

藤井康雄氏
泉州高校からプリンスホテル、日本代
表を経て阪急（現オリックス）のスラッ
ガーとして活躍。1995年には14本塁
打を放ちイチローとともに神戸を活気
づけ優勝に導く。現在はスカウトとし
て人材発掘に尽力する。

申込
不要

雨天
実施
会場変更

入場
無料

申込
不要

入場
無料

雨天
中止
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ライブ「ミナミジャズ物語」
ライブと語りでつづる、ジャズの都であったミナミのお話

プログラム15･･･ミナミジャズフェスティバル　プレ企画

ミナミ・ジャズ・オーケストラ　見参！
公募で結成されたビッグバンドが本番を前に公開リハーサルを実施

ミナミジャズフェスティバル２０１０の特別企画として、オーディションを勝ち抜いた１７名
がビッグバンドを結成、本番を控えてその練習の成果を中間発表します。

元精華小学校グランド特設ステージ

プログラム16･･･ミナミジャズフェスティバル　プレ企画

元精華小学校グランド特設ステージ
日時　９/１２(日) 18：20～20：20

「大正から昭和のはじめ、カフエやダンスホー
ル、道頓堀川を行き交う屋形船などミナミのい
たるところでジャズが流れていました。少年音
楽隊も数多く結成され、服部良一をはじめ優秀
な人材が輩出されましたが、昭和の初めダンス
ホールの規制とともにジャズメンは東京へと活
動の場を移し、戦後、大阪のジャズはジャズ喫
茶やビッグバンドで復活をとげます。
毎年秋（今年は１０月３０日・３１日）精華小劇
場を中心に、ジャズの都ミナミの創出を願い、
ミナミ・ジャズ・ウォーク２０１０が開催されま
す。今回はそのプレイベントとして、ジャズが初
めての方でも楽しめるように、ニューオーリン
ズに生まれ海を渡って日本に上陸、道頓堀で一
世を風靡したジャズの足跡を追い、スタンダー
ドなナンバーを中心にお楽しみいただきます。

日時　９/１２(日)　14：00～14：30

プログラム
①ジャズ発祥 ～ トラディショナル・ジャズ
　Southside Jazz Band
②昭和の初め ～ スタンダード・ジャズ 
　高橋知道ほか 
③戦後 ～ ビッグバンドが道頓堀で一斉を風靡
　Ｈappy  Big  J

Southside Jazz Band

Ｈappy  Big  J

主催　ミナミまち育てネットワーク
経済産業省平成２２年度地域集客・交流活性化
支援事業

主催　ミナミまち育てネットワーク
経済産業省平成２２年度地域集客・交流活性化支援事業

申込
不要

雨天
実施
会場変更

入場
無料

申込
不要

雨天
実施
会場変更

入場
無料

なんばのど真ん中カフェと旨い屋台
青空の下でゆっくりできる３００席

ステージの前にイスとテーブルを設けます。ご近所の旨い
お店が特設屋台を出店,ビールやジュース、お茶の販売も。

会場　元精華小学校グランド

プログラム19･･･おくつろぎください

日時　９/１２(日)　13：00～20：30

野菜や雑貨のバザー＆献血ルームＰＲ
大阪いとはんライオンズクラブがピーアールをいたします

奉仕活動の一環として、野菜、果物、雑貨類のバザーを行います（収益は、慈善事業団体
などに寄付の予定）。このたび、なんばに新しい献血ルーム【まいど！】ができます！ミナミ
にお越しの多くの方々にピーアールを行います（協力：大阪府赤十字血液センター）。

プログラム18･･･なんば献血ルーム開設記念

こども店長一坪ショップ体験
商いのまち・えびすばしの商人衆もサポートします

約1坪の売場を使って、自分や兄弟が遊ばなくなった
オモチャ、古着、つくったものなどをもってきて販売し
てください。必ず保護者同伴でご参加ください。
12：30から1時間程度お店づくりの準備を行います。

プログラム17･･･未来の商人集まれ！

会場　元精華小学校グランド 日時　９/１２(日)　13：30～終了まで

海外では、使わなくなったおもちゃを子どもたちどうしで売るフ
リーマーケットがあるそうです。モノの価値やお金の意味を自
分で考え、学べる機会となっています。昔、元精華小学校にも
「こども銀行」がありました（写真）。
会場内に子どもたちの市場を用意、未来のあきんどに商売や
社会のしくみを、楽しみながら学んでもらえる企画です。

「精華小学校122年の歩み」より

会場　元精華小学校グランド
日時　９／１２(日)　13：30～15：00 
申込　先着定員１０組　対象は小学生
　　（応募要領はP14参照）

要予約
先着順

入場
無料

荒天
中止

一部
有料

荒天
中止

申込
不要

屋台
有料

雨天
中止

申込
不要
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なんば個性派ミュージアムめぐり
なんばでお宝にめぐり会う、ちょっといい旅

百貨店の一級の所蔵品を展示する髙島屋史料館、女性が私財
を投じた上方浮世絵コレクション、落語・漫才の貴重な資料が
そろう上方演芸資料館、老舗パチンコ店が企画した昔ながらの
手打ち台がある道頓堀パチンコ博物館、元大阪球場の本塁跡
と南海ホークスのメモリアルギャラリーを巡るまち歩きです。

とんぼりリバージャズクルーズ
特別企画・ジャズクルーズで楽しむ道頓堀川
プログラム22･･･水都ミナミ体験

上方浮世絵館、上方演芸資料館への入館料を含みます。

集合　13：00　髙島屋大阪店正面玄関前(Map-P1)
日時　９／11(土)　13：00-15：00　
参加費　大人900円、こども　420円

定　員　１５名先着順（応募要領はP14）
ガイド　 お楽しみ

道頓堀川を約20分で遊覧するクルーズは、すっかりミナミ
の定番となりました。
今回、特別に通常のクルーズにジャズユニットが同乗し、ま
さにジャズの都の復活さながら、音楽を奏でながら皆様を
水都のミニ旅行におつれします。

乗船場　太左衛門橋船着場（乗船受付は船着場前です）(Map-P1)
日　時　９／１１(土)、１２（日）　夕方より15分おき就航
費　用　おとな700円、こども300円
　　　
　　　

プログラム20･･･商人と巡る、なんば体験まち歩き

※通常クルーズは１１：００より
　15分おきに運航します
※時間帯により通常クルーズで
　の運航となる場合がありますガイドブック呈示で大人１人100円引き（２名様まで）

バー＆キャバレー ミナミの名店はしごツアー
いい大人を育てる、まちの懐（ふところ）の深さを体験ください

ミナミの究極の魅力は夜。女性がお一人
でも参加いただける、安心かつ高質なは
しごを企画。素朴で洗練されたオーセン
ティックなバー村岡、昭和12年創業の
老舗キャバレーのミス大阪を訪れます。

集合　16：50　戎橋集合(Map-P1)
日時　９／11(土)　17：00-18：30　
参加費　3000円
  　

定　員　6名限定先着順（応募要領はP14）
ガイド　 西田正幸（戎橋筋商店街理事・夜の事情通）

プログラム21･･･商人と巡る、なんば体験まち歩き

有
　料

要予約
先着順

荒天
中止

有
　料

要予約
先着順

荒天
中止

有
　料

雨天
中止

申込
不要

9/11土

9/11土

9/11土 9/12日
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応募要領、参加のご注意（必ず王読みください）応募要領、参加のご注意（必ずお読みください）

応募いただいた情報は、えびすばし博についての受付・通知以外の目的（戎橋リージョ
ナル、えびす倶楽部を除く）では一切使用せず、個人情報保護法にもとづき当商店街
が定めた規則にもとづき適正に取扱います。

雨天の場合、中止もしくは会場を変更して実施するプログラムがあります。各プログラム頁
をご確認のうえ、あらかじめご了承ください。

ご希望のプログラム番号とプログラムタイトル、あなたのお名前、住所、電話番号、応募に
あたって必要な質問へのお答えを記入し、下記までお送りください。
応募締切日はプログラムごとに指定しています。応募締切日は消印有効日と同じです。
当商店街が定期発行するフリーペーパー「ぶらっと」をお届けする「えびす倶楽部」への登
録をご希望の場合は「えびす倶楽部登録希望」とお書き添えください。

携帯電話の場合は下記のＱＲコードから、パソコンの場合は「えびすばし」で検索のうえ戎橋筋商
店街公式ホームページの「えびすばし博2010応募コーナー」から登録画面に進み、必要事項（ご
希望のプログラム、お名前、応募にあたって必要な質問へのお答え）をご記入ください。
当選の通知（先着順の場合を含む）はメールで直接お知らせします。応募時に当商店街のメー
ルアドレス（info@ebisubashi.or.jp）が受信可能な環境にしておいてください。当選通知に
対する確認メールに返信いただけない場合は辞退となる場合があります。ご注意ください。
当選の発表は、当選通知をもって代えさせていただきます。なお、キャンセルが出た場合は
次点の方に当選のご通知を送らせていただきます。
ご応募の際によろしければ当商店街のメールマガジン「戎橋リージョナル」
にご登録ください。当商店街やミナミのショップ、イベント等の最新情報
を定期的に配信しています（登録は応募や抽選の必須条件ではありません）。

事前申込みが必要なプログラム・・・メールもしくはハガキで応募ください。

当日自由参加のプログラム・・・直接会場にお越しください。

個人情報の扱い

1

2

お名前、ご住所、電話番号を添えて、写真を下記にお送りください。（写真は後日返却します）

お問い合わせ　戎橋筋商店街振興組合　(TEL) 06－6641－3362    info@ebisubashi.or.jp

昔の写真を提供いただける方・・・写真を郵送ください。3

携
帯
電
話
も
し
く
は
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
応
募

ハ
ガ
キ
で
の
応
募

〒542-0076　大阪市中央区難波 3-5-17 北極星ビル４階
　　　　　　　戎橋筋商店街　えびすばし博 2010　係


