
2002.3. 21(春分の日)

馬 会大 阪 龍



大坂の史跡を訪ねて 2002イベント
実 施 日  2002.3.21(春 分の日)

集合時間  12:30  (昼 食は各自済ませてきてください)

集合場所   『天神橋筋 6丁目駅』 (阪急電鉄、地下鉄堺筋線または谷町線 )

③番出口を上がったところ (地上)マ クドナル ド前

イベントコース

1。 「住まいのミュージアム」          12:30
F江戸、明治、大正、昭和の大坂、大阪を

体感できるミュージアムです。
所在地:大阪市北区天神橋6-4-20 住まい情報センター8F            2
806-6242-1170             13:30

観覧料 一般 600円
団体 540円 (20名以上 )

↓
(電車にて移動)天 神橋筋 6丁 目→四ツ橋駅 (20分 )

運賃:270円くらい

2.四ツ橋跡
3.宇和島橋跡
4.麺類店発祥の地
5。 問 長涯 天文観測の地
6。 大阪木材市売市場発祥の地
7.司馬遼太郎旧住居
8.鰹座の跡
9.土佐藩蔵屋敷跡 (土佐稲荷神社 )

10。 岩崎家奮邸跡
11.木村兼霞堂邸跡
12.鰹座発祥の地
13.山 田屋跡地
14.薩摩藩蔵屋敷 (下屋敷)跡
15。 島津公園
16.薩摩堀川跡
17.船使オールコック宿泊地 (廣教寺跡 )

18.阿波堀川跡
19.(徳島藩蔵屋敷ゆかりの)江戸堀耕財天
20.薩摩藩蔵屋敷 (中屋敷)跡
21.宮武外骨ゆかりの地
22。 大阪上等裁判所跡
23.薩摩藩蔵屋敷 (上屋敷)跡
24.津和野藩蔵屋敷跡
25。 喘天皇いりの此花乃井
26。 大村益次郎寓居跡
27.長州藩蔵屋敷跡
28.頼 山陽生誕の地
29.宇和島藩蔵屋敷跡
30。 西横堀川跡

31.松瀬青々生誕地
32.手形交換所発祥の地
33.林 市蔵 像
34.淀屋の屋敷跡
35.駅逓司大阪郵便役所跡
36.加賀藩、島原藩蔵屋敷跡
37.五代友厚別邸跡
38.水戸藩蔵屋敷跡
39。 大阪裁判所址
40。 赤穂藩蔵屋敷跡
41.福井藩蔵屋敷跡
42.関 一 像
43。 小城藩蔵屋敷跡
44.佐賀藩蔵屋敷跡
45.船入橋跡
46.新選組力士騒動の地

17:30頃
終了予定
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(1)長 堀 ノ′l跡

― いまの長堀通りは、昔、長堀川でした。
長堀川は、元和 8年 (1622)に 開削。 [寛永2年 (1625)という説もあり]昭和 39年より埋立が
開始され、昭和 45年その姿を消しました。
東横堀川 (現在阪神高速環状線南向き)～木津川です。 心斎橋、長堀橋、西大橋
鰹座橋、新橋、四ツ橋などの橋がこの長堀川に架けられていました。

(2)2ヨ Sソ 右葛,1彫ト 西区北堀江1丁目

E―西横堀川と長堀川とが十字に交差する所に四つの橋 (上繋橋、下繋橋、吉野屋橋、
炭屋橋)が、横断歩道のような四角形の形で架かっていました。それらを総称 して
「四ツ橋」と呼んでいました。道路の交差点はどこでも見られますが、川の交差点
は本当に珍 しいもので、以前大阪の名所にもあげられていました。今日、無くなっ

の が

(3):≡声三:不竃].ξ壽11"護秀J呂屍卜   西区北堀江1丁目

E―長堀川にかかっていた橋でこの橋の
南詰に宇和島藩邸があったことから
この名前がつきました。

(4)砂 場 跡 碑       西区新町2丁目 新町南公園内
(5)本 :邦 麺 類 店 発 祥 の 地

E―天正 11年 (1583)9月 、豊臣秀吉の大阪城築城縫 1

を開始 した頃、浪速の町に数多の資材蓄積場が
‐

設けられました。
この新町には砂の類が置かれ、通称「砂場」と
呼ばれ、人夫、工事関係者が日夜ここに雲集し
ました。人が集まるところは食を要します。
翌、天正 12年には麺類店「いづもや」「津の国
屋」などがそば屋を開業 していたということが
記録にあります。
『即ちこの地、大坂築城史蹟にして本邦麺類店
発祥の地なり』と碑文に書かれてあります。
「そばは江戸」と一般的に言われますが、この
砂場にあったそば屋が江戸に進出 し、江戸で
流行 していくことになります。
(石碑は昭和 60年 3月 11日 、
よって建立 )

大阪のそば店誕生400年 を祝う会に
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見彦Uυフ劇堕 西区北堀江2丁目

I―長堀川に架かっていた富田屋橋の北詰に
『十一屋五郎兵衛』という両替商があり、
その主人が、間 長涯でした。
間 長涯は、宝暦 6年 (1756)に生まれます
少年時代から夜、月や星を眺め観測をし
ていました。
後に、麻田岡J立の門下生として同じ門弟
の高橋至時 (よ しとき)と 共に、幕府の御用
天文方とういう大役で江戸城に詰め、つ
いに『寛政暦』という新暦を完成させまし
た。文化 13年 (1816)61歳で亡くなり
ます。死後、従 5位が追贈されています。

(7)大 阪 木 材 市 売 市 場 碑 西区新町2丁目

― 諸国の材木が大量に集まるようになり、これを迅速に売りさばくため、材木産地の
土佐藩から幕府に願い出て、材木の市場を開く許可を得ました。

(8)≡司藤5殖壁ノミ虫

`′

B雀≧涯](7ン モスアバートリ 西区北堀江4丁目

― 昭和 32年、旧日本住宅公団が建設。
正式名は「西長堀アパー ト」。
通称名は「マンモスアパー ト」と呼ばれ
ていました。当時の最高家賃だったここ
に人気が殺到しました。
当初の入居者に、作家の司馬遼太郎さん
ほか著名人がたくさん住んでおられまし
た。
土佐藩大坂蔵屋敷跡 となるこのマンモス
アパー トにて、土佐の英雄 坂本龍馬を描い
た司馬さんの代表作「竜馬がゆく」はこの
マンモスアパー トにて執筆されたようです。

(す  ん   か   と う

(9)ヨにオす葺喜直
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ホ 西区北堀江4丁目伏阪市立鴎麟)

E―元文元年 (1736)に この付近にあった酒造家で生ま
れます。
11歳で片山北海に漢学を学び、成人に
及び博学多才といわれるようになりました。
した。
幼い頃は絵が好きで、狩野派を学びました。
しかしひとつの流派に満足せず池大雅から山水を、
僧鶴亭から花鳥を修めています。
浪華の最大の奇人と呼ばれるようになりました。
享和 2年 (1802)67歳で亡 くなります。
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