
ご縁のマチに学ぼう。福あるマチで遊ぼう。

10月26日（金）～10月31日（水）
なんば 戎橋筋商店街の秋は、食や文化のいい薫り。

プロの職人や現場のスタッフがみなさんの秋時間を彩ります。
ママとお洒落して、パパを誘って、おじいちゃん、おばあちゃんも巻き込んで、

カルチャーな1日を創りませんか？

戎橋筋商店街 100周年プレイベント
戎橋筋は江戸時代に発祥し、大正2年（1913年）に近代的な商店街組織となり、来年100周年を迎えます。
お客さまとのご縁をつむぎながら、大阪の皆様に愛される商店街となるよう、新たな100年をめざします。

全34プログ
ラム  募集総数1000名



クリスマスや冬のホームパーティに
『お家で親子で作る、パーティーメニュー教室』　　
お家で、こどもと一緒につくることで、広がる世界。親子でキッチンに立つときのポイントなどを
お話しながら、簡単・体に優しい・おしゃれ・本格的…そしておいしいメニューも伝授！

日時＝10月29日（月） 10:00～14:00
講師＝こどもカフェ主宰 村上三保子
協力協賛／リコッチェ千成屋

家族に「ありがとう」のサプライズ

トップビジネスマンを手掛けるプロの技
『トータルコーディネートでお父さんファッション革命！』
ご家族でお父さんを変身させちゃいましょう。トップ・ビジネスマンのスタイリングを手掛けるプロが、
なんばマルイでお洋服選び（プレゼント）、着こなしもアドバイス。お父さんの良さを引き出します。

日時＝10月27日（土）10:30～12:00
講師＝伊藤由利（株式会社STYLE BY YURI ITO 代表）
Fashionデザインを学び渡米しメイクアップアーティスト、イメージコンサルタントの資格を取得（国際イメージコンサルタント協会の会員）。
ビジュアルコミュニケーションに関するプロとしてキャリアや個人の生活でのスタイリングアップ、イメージアップを手掛ける。

■応募のご注意　
プレゼントする洋服は、なんばマルイに9月にオープンしたカジュアル・ショップ「オンボード」から「ジャケット、トップス、パンツ」などを
組み合わせ、店舗側が設定する上代の範囲とさせていただきます。
協力協賛／なんばマルイ

娘から、妻からお父さんに贈ろう
『お疲れパパに元気回復応援プラン』　　

・・・」たきてっなくくにえ見が字なさ小「」るこが肩「
ガタがきだした体に鞭打ってがんばる熟年お父さんに、リフレッシュのプレゼント。

日時＝10月29日（月）～11月2日（金）のいずれかの平日夜

協力協賛／ボディッシュなんば店、眼鏡市場なんば店、リコッチェ千成屋

家族に『ありがとう』のサプライズ！

『戎橋筋商店街から変身サプライズ３コース！＋家族写真撮影』
普段一緒に出掛けたり買い物をする機会がない親子・祖母と孫が仲良く楽しめる企画。
ステキに変身したお父さん、お母さん、おばあちゃんたちと
家族写真を撮って「ありがとう」を伝えよう。

日時＝10月27日（土） 10:00～14:00

①帽子専門店
　SHOP無戎橋店  presents
娘・息子からパパにサプライズ！
『帽子で親子大変身』

②パワードラッグワンズ
　なんば店  presents
母娘できれい体験サプライズ！
『エステ＆メイクで姉妹に美変身』

③ 創業明治3年 老舗レディースブティック
　「かわこ」  presents
孫からおばあちゃんへサプライズ！
『おしゃれミセスのファッション変身』

2名様

10名様

5組10名様

2組4名様 1組2名様 2組4名様

2組4名様

※大人のみの参加でお願いします

帽子をプレゼント 5,000円相当のバッグをプレゼント30分のエステとフルメイクをプレゼント

フルコーディネートの
お洋服をプレゼント

プレゼントするコースは、ボディッシュなんば店でアロマリラクゼーション（70分）→
眼鏡市場で視力検査→リコッチェ千成屋2Fカフェ＆バーで乾杯（グラスワイン1杯＋料理1品）



戎橋筋のお店の技体験

五感で味わう、珈琲時間のつくりかた
『コーヒーのおいしさ再発見』
五感を使ってコーヒーの奥深い世界に触れる。味や風味の違いを飲み比べ、
コーヒープレスの使い方、フードとコーヒーの組み合わせを体験していただきます。

日時＝10月27日（土） 10:00～11:30
講師＝スターバックスコーヒー各店　ストアコーヒーマスター
協力協賛／スターバックスコーヒー11店舗
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、なんばCITY店、なんばパークス店、
四ツ橋店、心斎橋BIG STEP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 

創業明治7年・丹青堂六代目に習う
『運気を呼ぶ篆刻彫り体験』
漢字の基本となった篆書体（てんしょたい）で、自分や家族のためだけの
趣ある印鑑を彫ってみましょう。初めての方にもやさしく指導します。

日時＝①10月26日（金）10:30～12:00 ②10月29日（月）10:30～12:00
　　   ③10月30日（火）18:30～20:00 ④10月31日（水）10:30～12:00
講師＝堀 六人（丹青堂六代目）
協賛／丹青堂戎橋本店

蓬莱本館の店主が手ほどき
『蓬莱本館・点心名人になってみよー！』
創業昭和20年、本格中華の蓬莱本館の、上質の豚肉を使った豚まん、ジューシーな本格シュウマイ、
野菜たっぷりのこだわり餃子をあなたの手で包んで、家族で、友人どうしでパーティー！

日時＝10月26日（金）13:00～14:30
講師＝東 進明（蓬莱本館代表）
協力協賛／蓬莱本館

包めばわかる、豚まんの美味しさ
『551蓬莱★豚まんのヒミツ教えます！』
昭和20年創業の地、551蓬莱本店で、すべて手包みで製造される豚まんの指導にあたる名人が

〈。すまし授伝 551蓬莱＋戎橋筋商店街〉検定にもチャレンジしていただきます！

日時＝10月30日（火）10:30～12:00
講師＝551蓬莱　豚まん包み名人
協力協賛／551蓬莱本店

老舗の味を作って、家族にお持ちかえり
『大寅★myてんぷらを揚げよう』
創業明治9年、蒲鉾でおなじみの大寅戎橋筋本店で、蒲鉾づくりの歴史を学び、
実際にこだわりの食材を使って天ぷらづくりを体験してもらいます。

日時＝①10月27日（土）10:00～12:00
　　②10月27日（土）14:00～16:00 ③10月28日（日）14:00～16:00
講師＝①内本哲夫（大寅営業部）、②市川知明（大寅社長）、③柏本憲一（大寅営業部）
協力協賛／大寅戎橋筋本店

３０名様

４０名様

18名様

１０名様

１８名様



ジャパン・メイドの魅力から、最新の着こなしまで
『ジーンズの魅力は、アニキに聴け！』
大阪ミナミのなんばで、ジーンズファッションの最先端を賑わせてきた店の
アニキらが語る、ジーンズ文化の歴史や変遷、今話題のジャパンメイドの真髄話。
ベルトループでマイ携帯ストラップをつくる体験も！

日時＝10月27日（土） 17:30～19:00
スピーカー＝Double j 戎橋店 城本英俊マネージャー（元ジョイント29年間勤務）、大宅 良店長
協力協賛／Double j 戎橋店

ちょっとした発声練習で、みんなが注目
『カラオケ歌唱力アップの秘訣を伝授！』
最新設備搭載のカラオケ館で、プロのインストラクターから歌唱ワンポイントレッスンを受けて、
その場で歌唱力アップ！ 実力アップして驚かせましょう！

日時＝10月28日（日） ①11:00～12:00 ②12:30～13:30
　　　　　　  　 ③14:00～15:00 ④15:30～16:30
　　　　　　  　（各回5名）
講師＝宇佐美 沙紀先生（USボーカル教室大阪本校・チーフインストラクター）
協力協賛／カラオケ館なんば戎橋本店、USボーカル教室大阪本校

をぐら屋昆布×道頓堀今井の最強タッグ
『昆布の魅力と大阪のだしのとり方』　　
素材の旨みを引き立てる、大阪のだし昆布。ミナミを代表する名店が、
出汁のとり方、昆布の魅力を伝授します。

日時＝10月27日（土） ①14:30～15:45 ②16:00～17:15
講師＝池上時治郎（をぐら屋大阪戎橋筋 8代目） ゲスト＝今井 徹（道頓堀今井 3代目）
協力協賛／をぐらや大阪戎橋筋、道頓堀今井

ミナミの老舗珈琲店の魅力にふれる
『アラビヤコーヒー・マスターを囲む金曜日』
創業昭和26年。アラビヤコーヒーにいろんな人々がコーヒーを飲みに集まってきます。
お店やまちの成り立ちや魅力、芸人や商人はじめ多彩な人が交わる楽しさなど、
コーヒーを頂きながら豊かな時間を過ごしましょう。

協力協賛／法善寺水掛不動尊表参道　アラビヤコーヒー

日時＝10月26日（金） ①14:30～ ②19:30～
会場＝アラビヤコーヒー2階　講師＝高坂明郎（アラビヤコーヒー2代目）
ゲスト＝内海英華（女道楽）

福壽堂秀信・季節の風流を楽しむ美意識と美味
『季節を折りこむ和菓子づくり体験』　　
粋の街・大阪宗右衛門町で昭和23年創業、和菓子の名店・福壽堂秀信の菓子職人から
直接手ほどきをいただき、美しい和菓子づくりに挑戦しましょう。

日時＝10月30日（火） 10:30～12:00
講師＝福壽堂秀信
協力協賛／宗右衛門町　福壽堂秀信

戎橋筋のご近所・老舗が友情出演

３０名様

６０名様

20名様

２０名様

3０名様



戎橋筋で男と女を上げる

なんばのまち歩き友の会

「きれいになる・痩せれる・食べれる」がキーワード
『ミズえびすばしの、きれいに痩せるダイエット』
沢山あるダイエット、一体本当はどれが正しくてどれが間違いなのか！？ 
管理栄養士で37代ミズえびすばしの濱口真衣が教えます。
オリジナルのダイエットスイーツのお土産付き！！

日時＝10月28日（日） 17:00～18:30
講師＝濱口真衣（第37代ミズえびすばし・管理栄養士）

日時＝10月27日（土） 13:00～14:00
講師＝伊藤由利（株式会社STYLE BY YURI ITO 代表）
Fashionデザインを学び渡米しメイクアップアーティスト、イメージコンサルタントの資格を取得（国際イメージコンサルタント協会の会員）。
ビジュアルコミュニケーションに関するプロとしてキャリアや個人の生活でのスタイリングアップ、イメージアップを手掛ける。

第一印象の高感度をアップさせる秘儀
『カッコイイ男のスタイリング術』
人と会った時に気になるのはお洋服もですが、見た目の印象も大事です。自分に似合うスタイルの見つけ方のポイントや、
シーン別のコーディネート例、しぐさや立ち居振る舞い、言葉づかいなど、気をつけるポイントを教えます。
女性の方と一緒に、もちろんおひとりでもご参加ください。

さっそうと街を歩くステキなあなた
『女性のビューティ・ウォーキング講座』
美しい歩き方を身につけると、内面から美しくなれる。
会場で実際にウォーキングを体験しながら学べる講座。

日時＝10月28日（日） 15:00～16:30
講師＝冨岡まゆみ（ミセス日本グランプリ受賞）
読者モデルを経てモデルの道へ。現在、DF WALK主宰ウォーキングコーディネーターとして活躍中。
【JWA認定  健康ウォーキング指導士、野菜ソムリエ協会認定、ベジフルビューティセルフアドバイザー】

２０名様

２０名様

２０名様

4０名様

有料

有料

夜の事情通ニシダさんといきましょう
『はじめてのミナミ名店ナイトツアー』
ミナミはいいお店があると思うけど、一人ではいけないという方にオススメの超人気ツアー。
途中、名店の紹介をしながら2店をはしご。ミナミの夜の事情通がご案内します。

日時＝①10月20日（土） 17:00～19:00 
       ②10月27日（土） 17:00～19:00
　　　　　　　　　　　　　　）　 訪問先＝オーセンティック・バー村岡、創業昭和12年・老舗キャバレー ミス大阪他

小さなバーやうまいもの屋さんを探そう
『名物雑居ビルと横丁 なんば路地裏探検』
ミナミの魅力スポットが、表通りの一本裏や、古くなったビルの中に増殖中！
最新の夜のムーブメントを探訪するツアーです。

日時＝①10月26日（金） 19:00～21:00
       ②10月27日（土） 19:00～21:00

きれいの秘訣、
教えちゃいます！

参加費=500円（2店舗を巡ります）

参加費=500円（1店舗分の飲み物代を含みます）

※女性限定

14名様



２０名様

12名様

50名様

有料

日時＝10月27日（土）  ①13:00～15:00 ②15:00～17:00
案内人＝ノイリさん（FM大阪「なにわルネサンス～大人の文化村」パーソナリティ）

歴女・歴男、来たれ！
『なんば・道頓堀の今昔マップみくらべ歩き』
江戸時代～現代の地図や写真を見比べながら、ミナミの移ろいを楽しむ歴史探検ツアー。

ミナミの立ち飲みバンザイ
『なんば～道頓堀立ち飲みツアー』
最近、ミナミで増えている立ち飲みから、人気の立ち飲み3店を巡りビール、ワイン、日本酒を楽しみます。

日時＝10月29日（月） 18:30～20:00

協力協賛／パーティーランドなんば店、北極難波本店、千鳥屋難波戎橋店、551蓬莱本店

なんばスイーツの隠れた銘店を掘り起こせ
『なんばスイーツ食べ歩記』
戎橋筋商店街とかいわいにあるスイーツ、甘党のお店を巡るツアー。普段行けない場所や、
知らなかった場所を発見しながら、皆でわいわい食べ歩きを楽しみましょう。

日時＝10月27日（土） 15:00～16:30
食べ歩き予定店舗＝パーティーランド、北極、千鳥屋、551蓬莱、その他人気スイーツ店

ガイドブックにのっていないミナミを商人がご案内
『ミナミど真ん中ツアー』
なんば～千日前～道頓堀・・・ミナミの名所、横丁、
隠れた名店などをエピソードを交えて商店主がご案内します。

日時＝①10月27日（土） 13:00 ②10月28日（日） 13:00 
       ③10月29日（月） 13:00
ガイド＝戎橋筋商店街のあきんど

有料

3組6名様

参加費＝500円

参加費＝500円



なんば～道頓堀  まち魅力体験企画

80名様

72名様

15名様

40名様

有料

映画興行発祥の地・TOHOシネマズ なんばで観る！
超話題作『のぼうの城』試写会ご招待

大阪あきない祭り実行委員会共催事業
豊臣軍にケンカを売った、でくのぼうがいた。戦国末期、豊臣秀吉方、
石田三成勢2万の大軍に、たった500名で勝利した実在の武将・成田長親の
姿を描くエンターテイメント時代劇。
11月2日（金）よりTOHOシネマズ なんば他にて全国ロードショー

日時＝10月19日（金） 18:20開場 18:40開演 19:10上映
協力協賛／TOHOシネマズ なんば、東宝、アスミック・エース

歌舞伎のあるまち・ミナミを体験
歌舞伎が楽しみになる『初級・中級講座』
今回で4回目を数える人気講座。
初級講座は、歌舞伎に興味があるけど観方がわからないという方にぴったり。
今回初めて中級講座を企画。歌舞伎の魅力をもう少し深めてみたいという方向け。

日時＝10月28日（日） ①初級10:30～11:30  ②中級13:00～14:00
講師＝坂東亜矢子（演劇記者）
協力／大阪松竹座

吉本興業創業１００周年共同企画
『吉本若手芸人と行く 水都クルーズ』
第2回大阪マラソン応援イベント
若手芸人がクルーズに乗り込み、なんば・戎橋筋・吉本興業にちなんだ「検定問題」を
チーム対抗で解きながら、道頓堀川～大川へ水都の遊覧をお楽しみいただきます。

日時＝10月28日（日） ①13:00～14:30  ②15:00～16:30
　　　　　　　　　司会=りあるキッズ　若手芸人=クロスバー直撃、ビーフケーキ、ラフ次元
協力協賛／吉本興業、一本松海運

吉本興業創業１００周年共同企画　　
『なんばグランド花月バックステージツアーと

』劇観」語物年百本吉「 
舞台や楽屋など、普段みられない劇場内をご案内。芸人さんと記念撮影した後に、
吉本百年物語10月公演「これで誕生！ 吉本新喜劇」を観劇いただきます。

日時＝10月30日（火） 16:50～21:00
協力協賛／吉本興業

『親子で体験「ハイブリッド船」道頓堀遊覧』
大阪市立大学と大阪の造船所が共同で開発した「世界初！ハイブリッド船」で道頓堀を遊覧します。
ハイブリッド船ならではの、エンジン航行とモーター航行の両方を実体験。

。すまい行を」ズイク橋戎「」話の橋、堀頓道「で上船

日時＝10月20日（土） ①12:30  ②13:10  ③13:50
　　　　　　　   ④14:30  ⑤15:10 各回ペア4組
協力協賛／大阪市経済局、南進造船

118名様
ⓒ2011『のぼうの城』フィルムパートナーズ

参加費=1,000円　



『高校書画部に教わる・かんたん絵手紙』
書（文字）と画（絵）で表現する書画の方法で、オリジナルの絵ハガキをその場で簡単に描けます。

日時＝10月27日（土）・28日（日） 13:00～18:00 
アドバイス＝今宮高等学校書画部のみなさん　会場＝丹青堂本店前

協力／大阪府立今宮高等学校、丹青堂戎橋本店

100名様

100名様

100名様

当日参加
（無料）

大阪のプロバスケットチームを応援しよう
一日応援団結成！『大阪エヴェッサ』観戦
大阪エヴェッサ共同企画
学生時代バスケ部だけど最近は遠ざかっているという元・バスケ部員、
もしくは今もバスケが大好きなバスケフリークたちで大応援団を編成。
みんなでシーズン初戦の大阪エヴェッサを応援。
試合前には応援練習をして、終了後には選手と記念撮影も予定。

日時＝10月13日（土） 高松ファイブアローズ戦（16:30集合／18:00試合開始）
会場＝住吉スポーツセンター
協力協賛／大阪エヴェッサ

とんぼりリバーウォークで描こう！　　
『道頓堀  大スケッチ大会』
ミナミのシンボル「道頓堀川」をボードウォークから描いてみませんか。
絵を描くのが好きな方、写生は久しぶりという方、
親子で、お一人で、友人どうしで、ふるってご参加ください。

日時＝10月28日（日） 10:00～16:00
協力協賛／ホルベイン、ナルミヤ戎橋画廊

戎橋筋商店街１００周年記念事業 大阪の名所を一緒にきれいにしませんか
『戎橋を１００人ですっきり丸洗い』
大阪の顔、ミナミの名所・戎橋を年に一度の大掃除。
商店街のあきんどと一緒にお手伝いいただける市民の方を募集します。
終了後は全員で記念撮影！親子で、お一人で、友人どうしで、ふるってご参加ください。

日時＝10月27日（土） 9:45 集合  10:00～11:00

応募締切：2012年10月11日（木）※必着

WEBで応募
携帯電話の場合QRコードで、パソコンの場合は
【えびす橋筋】で検索のうえ商店街公式ホーム
ページにアクセスいただき、「体験博」コーナー
で必要事項をご記入ください。

ハガキで応募
官製ハガキに住所・氏名（同行者も）・性別・年齢・
電話番号・ご希望のプログラムと日時（2つまで）・人
数（2名まで）・応募の動機を明記して右記の送付先
へお送りください。

申し込みの注意
・必ず申込者本人が参加してください。
・申し込みはお一人につき2プログラム、2名まで。
・一部有料のプログラムがありますので
  必ずご確認ください。

ご応募いただいた情報は、戎橋筋商店街からのお知らせ以外の目的には
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。

当選ハガキの発送をもって発表にかえさせていただき
ます。10月15日頃発送予定。
お問合せ：戎橋筋商店街振興組合
　　　　  tel: 06-6641-3362
　　　　  mail: info@ebisubashi.or.jp

応募時に当商店街のメールアドレス
が着信するようにドメイン受信の
設定をお願いいたします。

info@ebisubashi.or.jp

検索

応募方法

直接丹青堂本店前におこしください。

道具はご持参ください。

応募締切：10月8日（月・祝）※必着

送付先：戎橋筋商店街振興組合 体験博係
　　　 〒542-0076 大阪市中央区難波3丁目5-17
　　　 北極星ビル4F

『大阪エヴェッサ』観戦は10月8日（月・祝）必着


