
1日 本 一 十 力 文 学 碑 (1)

E―本名 植村宗一は明治 24年、南区観、戦区)安堂寺町に生まれ昭和 9年死去。
大正 11年、植村の植という字を 2つに分け、直木とし、年齢の 31を用いて「直木
三十一」というベンネームで「時事新報」に執筆。 以後、年齢が増える度にペ ン
ネームを変えていたが、三十四をとばして三十五でとどめることになります。
昭和 5年「南国太平記」を発表。大衆文芸に新風を吹き込んだ新作と評価され、文壇で
の地位を確立しました。 「南国太平記」以下の新しい大衆文芸創造を目指したその
名は、大衆文学作家の登竜門である『 直木賞』に残ります。
この文学碑には、『「きつとなせる。市蔵 伏想哺 )」 「なせる」大久保市蔵はそういっ
てうなずくと吉之助の手を握った。一南国文学―』
大阪では珍 しく、西郷吉之助と大久保一蔵の名が登場する石碑です。

浪 ― 仮 病 院 跡  (大福寺)上本町4-1(2)

E―慶応 4年 3月 に明治天皇が大阪に行幸。その際、病院の必要性
を感 じ大阪府に設立を命 じました。
その時の大阪府知事が第 2代 目後藤象二郎 (土佐 )、 参与が
小松帯刀 (薩摩).財政難のためなかなか進みませんでした
が、明治 2年 2月 。緒方惟準 にれよし)(緒方洪庵の次男)を 院長
とし、蘭医ボー ドウィンらを教師として当時学問研究に熱心
だったこの大福寺に開設。しかし、仮住まい的な施設に過ぎ
ず半年後、今の国立大阪病院付近 (代官所跡)に移転した。
明治 2年 9月 。京の木屋町にて刺客に襲われた、大村益次郎が
(移転後の)仮病院に 10月 2日入院。 10月 27日手術を
したが、甲斐なく11月 4日死去しています。

池 内 大 学 首 塚  (大福寺)上 本町4-1

E― この大福寺境内に謹王の志士 池内大学の首塚があります。 池内大学は、梁川星巌・

梅田雲浜・頼三樹三郎らと並ぶ京都で活躍した儒学者です。 安政の大獄で罪に問わ
れ、奉行所に自首しましたが、中追放という判決で死罪は免れました。 そのことが
同志には裏切り者扱いをされました。
その後、大坂に隠れ、池内退蔵に名を変えていていましたが、土佐藩大坂蔵屋敷の
宴会に招待を受け、その帰りに尼崎町の寓居の前で、土佐の岡田以蔵らに斬殺され、
難波橋に集首されました。切り落とされた耳は公卿中山忠能邸と三条実愛邸に投げこ
まれました. 不́〕二β/

-3-



ジ〒程公 F電 ブF窄旨 F電 ― F~F (3)中央区谷町8¨ 1

E―近松門左衛門は日本のシェイクスピアとも呼ばれています。

承応 2年 (1653)越 前吉江藩士の家の次男として生まれ、本名 杉森信盛といいます。
若い頃から京に出てきて、大津の近松 (き んしょう)寺に遊学していたことから近松性を名乗
ったそうです。 25歳の頃から浄瑠璃作者 となり、天和 3年 (1683)「 世継曽我」を
書いて認められ、 32歳の時、大坂の竹本座 仲央随頓堀1丁目糀座の前に石碑あり)で上演されまし
た。貞享 2年 (1685)初世竹本義太夫のために「出世景清」を書き、作者の地位を固め
ることになりました。元禄 5年 (1692)ご ろから坂田藤十郎のために書き始めます。
元禄 16年 (1703)有 名な「曽根崎心中」を書き、大当たりをいたします。
その後、竹本座の座付き作者に迎えられ、心中ものなど「世話浄瑠璃」を24作品を
発表 しています。当時この地に妙法寺というお寺がありましたが、今は、大東市寺川
4丁目に移転され、墓だけこの地に残されています。

贈正五位 ブヽ不」野評雇雪醤彗美任σD J出  (4)
(大坂ぜんざい屋事件跡)瓦 屋町 1

-元 治 2年正月。土佐勤王党の大利鼎吉、浜田辰弥
(の ちの田中光顕 )、 橋本鉄猪 (のちの大橋慎三 )

らが、大坂市中を焼き払い大坂城を乗っ取ろうと
いう企てがあった。 この地は、土佐勤王党、本多
大内蔵が石蔵屋政右衛門という名でぜんざい屋を行
つていた。この情報が、大坂駐在 純所は、万福寺)の新選組
隊士、谷 万太郎、三十郎兄弟の耳に入り、正木直太
郎、高野十郎 4人でぜんざい屋に踏み込んだ。
しかし、ほとんど出払っていて、大利と主人の政右
衛門二人 しかいなかつた。政右衛門は逃走に成功.

大利鼎吉は奮闘の甲斐なく斬り伏せられてしまいま
す。 多勢に無勢で押 しかけていながら手こずった
谷は、新選組から信頼を失うことになります。
石碑には、たまたま前日に詠んだといわれる句が刻
まれている。

『 ちりよりもかろき身なれど大君に
こころばかりはけふ報ゆなり』

碑は昭和 12年 2月 3日建立。
石碑の題字の筆を取ったのは、当時浜田辰弥という
変名を使つていた従二位勲一等伯爵 土 佐 出身 の
田中光顕です。

(詳 しくは〕
※司馬遼太郎の小説『幕末』の中の「浪華城焼打」
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十 汗言湛彗鷹屹J―莞女膨小 (5)瓦 屋町 2丁目

― 徳川譜代の常陸 欲域県)土屋相模守土浦藩95,000石の蔵
屋敷がこの地にありました。天保 9年 (1838)に 18代
藩主となつた土屋寅直 (ともなお)は、大坂城代を務め重責
を果たし、幕閣からの信任も厚かつたようです。
しかし、父である 17代藩主彦直 (よしなお)は、水戸家か
ら来た養子 という関係で、なんと土屋寅直と水戸の
徳川斉昭とは、従兄弟の間柄でした。
幕末混乱期は、水戸家を意識 してか、態度がはつきり
せず藩論を混乱させる要因となりました。
結局、慶応 4年 4月 に謹王誓書を提出して新政府に
恭順 しました。戊辰戦争には 317人 の藩兵を出兵させています。

赤穂義士 り
=琶

疇 3」林 J≒響青・EttJ≒響奢 ―  法華宗 福泉寺 特1-36(6)

― 弥兵衛は赤穂浅野藩の江戸留守居役。安兵衛は、越後新発田藩中山弥次右門の子、
後に弥兵衛の養子になる。

ア ー ネ ス ト ・サ ト ウ 宿 ,自 の 地

― アーネスト・サ トウ5回 目の来坂は、「大政奉還」
「王政復古の大号令」「鳥羽伏見の戦い」とめまぐ
るしく展開 し、幕府から薩長中心の新政府誕生
の中、慶応 4年 1月 の神戸事件解決後、大坂に
入つています。本覚寺からそれ程離れていない
法雲寺を宿泊地としました。
法雲寺は今でも現存します。サ トウが、来坂中
に「堺事件」も勃発しています。

(ジを基ミ・ 」=J≡尋宇■) (7)   中寺2丁目

イギリス公使 ノ‐ 一
`ン

ニス 7茜け白 σD劇也 (1卜 法 寺 )(8)中央区中寺2丁目

け  「本覚寺」の西隣に「正法寺」があります。ここに幕末期に活躍 したイギリス公使
パークスが大坂に来た際の宿泊所となつていた所です。本覚寺とは違い、正法寺は今
も現存しています。いろいろな史料も、昭和 20年 3月 のアメリカ空軍による 大阪
大空襲でお寺は被害を蒙り、今はないとのことでした。しかし幸いに門と蔵は被災から
免れ、当時パークスが見たものを今でも見ることができます。

正法寺の門 正法寺の蔵



イギリス公使の通訳官
ア ー ネ ス ト ・サ ト ウ 宿 ,自 の 地 (本覚 寺 )の 跡 (9)

中寺 2丁目

― アーネス ト0サ トウは、日本で 25年間 (文久 2年の 19歳に赴任 )活躍 したイギ リ
スの外交官で、幕末期にはイギリス公使パークスの通訳官を務めていました。
日本語が大変優秀だったことや、「サ トウ」という名が日本で多いことなどから、日本
人の血が流れているという人もいるかもしれません。
しかし、サ トウの父の代以前は ドイツに住んでおり、バル ト海の港町ヴィスマールと
いう町があり、その中にSatow(種 をまく人の村という意)と いう地名があります。
地名から姓名になったようで、この地ではあり応、れた姓だそうです。
サ トウの日記によると、初めて大坂の地に来たのは慶応 3年 1月 7日 、町はずれの
「本覚寺」に入ったとあります。
新将軍徳川慶喜との外国公使謁見の準備・公使パークスの宿泊所の下調べのため派遣
されました。
その際、日記には、薩摩藩 ′

Jヽ松帯刀・吉井幸輔が訪ねてきたとあります。
2回 目の来坂は、その年の 3月 。
3回 日はやはり同じ年の 7月 。この時偶然にも長崎にて起こった「イカルス号水夫殺
害事件」の報がこの大坂に届きます。
サ トウの宿泊所「本覚寺」に薩摩藩 西郷隆盛が訪れたのは、 7月 27日 午前 7時 と
日記にあります。
現在、「本覚寺」は移転され、当時あった場所には今、ビルが建設中です。

(前列左がサ トウ、後列左がサ トウの下僕 安次郎、
二人目がサ トウの従者 野□富蔵 )

日記の中で少 しおもしろい文面を見つけました。
サ トウはイギ リス人ですから、当然、太陽暦を使っているのですが、西暦 1867年
12月 8日 (慶応 3年 11月 13日 )「 (大坂)で骨董品あさりに出かけ、終日無為に
過ごす」とあり、「日曜日」と曜日まで記してあります。つまり、坂本龍馬が暗殺され
た慶応 3年 11月 15日 、陽暦 12月 10日 は「火曜日」だいうことがわかりました。

※萩原延壽著/朝 日新聞社『 遠い崖―アーネスト・サ トウ日記抄』 第 4巻「慶喜登場」
第 5巻「外国交際」
第 6巻「大政奉還」
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