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今年も
「北浜テラス」が3月25日
（金）
に川床開きします。
川床開きの日から2週間にわたって協議会参加店による連携イベントを開催します。

参加
SHOP
oui 北浜うらら きのした 北浜ルンバ ギャラリー風
Brooklyn Roasting Company Kitahama 中之島SPINNING オリザ 農家厨房
NORTHSHORE MOTO COFFEE 真琴 BUON GRANDE AREA

川床開き祭典

3/25 fri

水辺の安全祈願と練り歩き、
船上川床お祓いのご案内
当日スケジュール

10:00–12:00

毎年恒例の練り歩き、船上お祓いの「川床開き」イベント
を行います。北浜のまちを練り歩き、
ふれあいの岸辺にて
水辺の安全・東日本大震災の早期終息を祈願した後、船
上から各川床のお祓いをおこないます。
主催：北浜水辺協議会
協力：少彦名神社、大阪水上バス株式会社、
東横堀川水辺再生協議会（ｅ- よこ会）

9:50▶少彦名神社（神農さん）集合（住所 : 中央区道修町２-１- ８）ご祈祷・お神事
ふれあいの岸辺まで練り歩き
（川床開きと春の北浜巡り KITAHAMA RIVERSIDE FLOW 告知）
10:45▶ふれあいの岸辺（ルポンドシェル北側/裏面地図参照）
にて水辺の安全祈願後、乗船。
船上より北浜テラス12 川床への御祓い後、淀屋橋港から上陸
土佐堀通を練り歩き
（川床開きと春の北浜巡り KITAHAMA RIVERSIDE FLOW 告知）
12:00▶北浜ルンバ前にて解散
※若干の雨の場合も決行予定です。予備日は設定しておりません。
雨や風が強い場合には、船からのお祓いは中止致します。( 別途、ご祈祷のみ行います )
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KITAHAMA RIVERSIDE FLOW

参加SHOP INFORMATION

2016. 3/25fri~4/17sun

今年も
「北浜テラス」が3月25日
（金）
に川床開きします。
川床開きの日から2週間にわたって協議会参加店による 中之島SPINNING
連携イベントを開催します。
期間限定セレクトショップ

4月15日(金)・16日(土) 11:00〜20:00
4月17日(日) 11:00〜18:00
spinning.jp/dentou
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南あわじ美食農園

オリザ 中之島スピニング店

春のイタリアワイン3種と季節の3皿とのマリアージュ

鹿のロティ ソースポワヴラード

OUIでは、
ロゼ・白・赤3種の春色イタリアワインに合わせる、
菜の花や筍、海鮮などを使った3種の限定メニューをご用意。
ほろ苦さや甘味など春の味わいに寄り添う
とっておきのマリアージュをご案内します。

淡路島産の天然鹿肉の美味しさを引き出すようシンプルに
ローストしました。
胡椒を効かせたソースでお召し上がりください。
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通常税抜価格1,700円を1,000円
3/25〜4/8限定！

ディナーのみ

日本酒と季節を楽しむお店

9

東海・関西の過去から受け継がれた技を基調として作られた、
現代のライフスタイルに合った商品を集め、
期間限定のセレクトショップをOPEN

各店の詳細は、SHOP GUIDEまたは
HP（osakakawayuka.com）
をご覧ください。
記載の特別メニュー・特典は、
KITAHAMA RIVERSIDE FLOW期間中限定です。
カジュアルレストラン

北浜 2-1-14
MAP
＊テラス店（川床設置）9 のビルです。
Tel.06-4708-6883（平日11:00〜18:30） info@spinning.jp
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CHINESE CAFE RESTAURANT

農家厨房 北浜店

女性い優しいデザートプレート

春限定の日本酒をサービス

女性の身体に優しいデザートプレートを通常￥900のものを
￥500で提供いたします。

「春を感じる日本酒 桜日和さくらびより」
をサービスいたします。
ふんわりと春の香りを感じる優しいお酒とともに、
北浜の川辺の春をぜひ感じてください。

イベント期間中のティータイム、ディナータイム時

本チラシを必ずご提示ください。
本イベント開催中おひとり様にグラス一杯サービスいたします。

きのした

酒処・麺処
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カフェアンドダイニング

NORTHSHORE CAFE＆DINING

春の川床開き記念絶品北浜テラスコース

季節のフレッシュジュース

･本日の造り盛り･前菜3種盛り･揚物･焼物･本日のサラダ
･〆･漬物

８００円 一日１０杯限定

旬の果物を贅沢に使った限定メニューです。

お一人様プレミアム飲み放題100分付税込3,600円を
3,000円(税込)
お一人様 飲み放題100分 17:00より

クルージング＆スペインバル

北浜ルンバ
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[貸切]ナイトリバークルージング（約60分）

春らしい華やかな香りと、
フルーティーな味わいの
スペシャルブレンドをご用意。
このコーヒーに合わせたスイーツもお楽しみいただけます。
500 円 その日の売切れ次第終了

通常30,000円を合言葉で25,000円 １隻貸切・9名様まで乗船可
前日までにご予約ください。時間：19時〜 20時〜 21時〜
北浜 2-1-23 日本文化会館 9F

Tel.06-6228-0138

MAP

＊テラス（川床設置）はありません。

韓国人気作家
「ペク・ウナ個展
布と糸で描く動物の話」
3/17(木)〜31(木)日曜休廊

12

イタリアンフレンチのビストロ

Bistro bar真琴

生ビール1杯 or グラスワイン1杯 ＋ 枝豆のペペロンチーノを
通常980円
（税込）
を780円
（税込）
で!!

森綾乃（Mori Ayano）個展
絡まりあえば
4/4(月)〜12(火)会期中無休

こちらのメニューをご注文のお客様は、
お時間1時間までとさせていただきます。
手作りピアスを890円（税込）で販売しています。

イベントチラシをご持参の方に、アーティストグッズを10%引きにさせて頂きます。
web-gallerykaze.com 11:00-18:00（土日17:00まで） 展覧会により不定休

カフェ

MOTO COFFEE

春のスペシャルブレンドコーヒー

春の北浜〜中之島界隈の素晴らしい夜景をお楽しみください。
合言葉(北浜テラス)を言って、期間中のクルーズを
ご予約くださいね。店舗でも特別メニューをご用意しています。
詳しくはHP[kitahamarumba.com]をご覧ください。

ギャラリー風

橋のたもと

Brooklyn Roasting Company Kitahama

MAP 10

イタリアン

BUON GRANDE ARIA

Irish Coﬀee

春のイタリア郷土料理ディナー

アイルランドで発案され今や世界中で愛されるウィスキー入り
コーヒーカクテルのIrish Coﬀee。
オーダーされた方には
Jameson Irish Whiskeyのミニボトルをプレゼント致します。

通常の郷土料理コース
5,000円がフェスタ期間中4,000円にてご提供！！
通常税抜価格5000円コースを4,000円
2名〜10名様まで ディナータイム（17時半〜21時までの受付）
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土佐堀川
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地下鉄堺筋線・京阪本線：北浜駅または京阪中之島線：なにわ橋駅下車

●大証ビル
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土佐堀通
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●ふれあいの
岸辺

阪神高速

交通

京阪本線
地下鉄 北浜駅
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東横堀川

京阪本線
地下鉄 淀屋橋駅

4 3

京阪本線 至天満橋

[お問い合せ ] 北浜水辺協議会事務局／ www.osakakawayuka.com

※一例としての写真です。内容は異なります。

「北浜テラス」は、大阪の新たな風物詩として水辺に賑
わいをもたらすことを目的に、北浜地域のテナントや建
物オーナー、
ＮＰＯ、住民等からなる北浜水辺協議会が
実施するものです。2009年、
日本で初めて任意の地域団
体で占用許可を受け、
日本
で初めて川床の常設化を実
現し３川床でスタート、2016
年現在で12川床となりました。
KITAHAMA
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