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当晨肇層請畢皐事岬 F~F5弦珀F    西区立売堀2丁目阿波座南公園内

E―昭和 36年大阪市が建立。明治 13年 (1880)大阪に商業学校がないのを嘆いた新聞
記者 力]藤政之助 lL~騰吉の門人)が同じ社の門田二郎兵衛の協力を得、五代友厚や鴻池、

藤田、住友らの援助などもありこの地に創設 しました。町会所の 2階を改築 して

開校 し大勢の若者が殺到したそうです。それもそのはず、商家の子弟や奉公人が入
学しやすいように昼間本科だけでなく夜間促成科も設け、しかも入学金 。授業料を

無料で募集したようです。その後、現在の大阪市立大学と発展 していきました。

永 代 浜 跡      西区靭本町2丁目楠永神社
大阪商業講習所の古写真

E―昭和 28年 1月 建立。永代浜は明和 4年 (1767)頃、海産物の陸揚場として商人たち
の手で永代堀に設けられた所です。しかし、昭和 6年福島区野田に中央市場が開設
されるとすたれていき、堀も昭和 26年に姿を消しました。

7~Ktttl響喜肇・F冒 オゞ週E将彗 5磯カト 西区靭本町l丁目20

E―両橋は寛永元年 (1624)靱 の干塩魚商人が、荷役に
に便利なように、海部堀川に架けました。

海部堀川は阿波堀川の太郎助橋上流から北へ

分流 し、約 100m程 のところから西折 京町
堀川の最下流部に合流する延長約 550m
幅員約 18か ら20mの堀川でした。
上流部の南北区間は、特に永代堀 その岸は永代
浜とよばれました。

永代浜には当時たいせつな肥料であった干鰯の

荷揚場や市場を設けたので大いに賑いました。
明和 4年 (1767)永 代堀は埋めたてられましたが、間もなく幅約 6mの堀川として復
活 し、その最上流部に門樋橋、その下流に永代橋が架かっていました。門樋橋は初
め通常の橋ではなく水門 (門樋)で した。橋の名はこの名残からきています。

大正 2年かけ替えられました。永代橋は海部堀川の開削当時からあり永代浜に通じ

る橋として歴史のある橋でした。昭和 26年の海部堀川の埋立てにより両橋とも姿
を消 しました。



(23)関 内 法 律 学 校 発 祥 の 地 西因 調 開 2-3

II―この地は願宗寺というお寺がありましたが、明治 19年 (1886)11月 、願宗寺にて関西法律

学校が開校されました。当時、大阪控訴院長だった児島惟謙らの賛成を得て、明治義塾旧幹事
吉田一士を校主とし開校されました。児島惟謙は宇和島藩出身で、明治以後は司法卿 江藤新

平のもとで法の大切さを学びます。のち大審院院長を務め、大津事件の折には政府の圧力に

屈せず、司法権の独立を守ったことで有名になります。関西法律学校は、開校当初、夜学で

入退学自由の私塾形式で法律専門の学習をしていました。そのうち生徒が増えて、興正寺に移
り、これが後に関西大学となります。

現在、関西大学のキャンパス内に、児島惟謙の胸像があります。

(24)中  天 済 邸 跡    西欧 晒 2-9

1-この碑は、昭和36年、大阪市の建立によります。

中 天済は、大坂蘭学の祖といわれる橋本曇斎の弟子でした。
シーボルト事件で弾圧された橋本曇斎の身辺の世話までしたのが、

中 天滋でした。天済は、江戸で死刑囚の解剖で業績を上げ、

『視学一歩』で眼の光学について述べた日本最初の学術書を出版
し、物理、数学、天文学でも研究書を残しています。35歳に

この地に来て、診察のかたわら蘭学塾「思々斎型」を開きました。

緒方洪庵が、この塾に通いだしたのが、文政 9年 (1826)17歳の時 |.

でした。墓は、昨年のイベント時でご紹介した緒方洪庵と同じ北区

龍海寺にあります。橋本曇斎は、絲漢堂という蘭学塾を開いています。

大阪府門真市にある 松下電器産業伸本社の庭にある噴水前にたくさんの偉人の銅像がいくつ

かあります。その中に日本の実験電気学の祖ということもあり、橋本曇斎の銅像もあります。

(25)麗重月画え暮后蓄垣書勇爽 (呵bE詈勇女,2ホ   西区江戸堀3丁目6-49

-薩 摩藩の中屋敷は、江戸堀 5丁目佃田炉堀3丁目)にありました。       _‐
薩摩藩中屋敷跡の石碑が現在の江戸堀 3丁目6番地の土佐堀通り

沿いに建てられています。建市は平成 11年 3月 、日産建設悌に

よるものです。 司馬遼太郎著の『竜馬がゆく』 (文春文庫)の
第 5巻 P370で以下のように紹介されています。         .

『 なにしろ薩摩藩は大藩である。土佐の大坂藩邸は西長堀と住吉陣

営の二つだけだが、雇摩は、竜馬が止宿している土佐堀三丁目だ

けでな〈、江戸堀五丁目と立売堀高橋南詰東側にもある。西郷は

そのいずれかに泊まっているのだろう。 (な かなか、商売熱心な

藩だり西郷のことではない。虐摩藩のことである。

屋敷の数の多さを思いうかべて、ふと虐摩藩というものを竜馬は

思ったのである。 (途中省略り諸藩はたいてい一つである。 (途中省略)(そ ういう藩が天下
をとる)竜馬はそう見ている。金があり、かつ経済を知っている。』

W     Щ
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(26)阿波脅菫髪手兄聾后琵垣菫勇費 西区江戸堀 3丁目8
ゆ か り の

'IttF場
屈 〃 F員け ヌ こイテ 起

E―この排財天の創建は、江戸時代初期、阿波徳島藩の淡路
洲本城代だった稲田九郎兵衛が、京町堀 5丁目に大坂蔵屋
敷を設けた際、国もとの洲本から排財天の分霊を勧請し、

守護神として祀られました。廃藩置県後もこの江戸堀界
隈の住民等の厚い信仰があり連綿として祭祀が続けられ |

ました。昭和 57年に江戸堀会館が新築された際、敷地 11

の一角に選座され現在に至っています。

淡路一国も加えられ、25万 7千石の大藩となり、幕末
まで 14代にわたり蜂須賀氏が治めていました。

幕末期の徳島藩はペリー来航以来、海岸に砲台を構築。主に淡路洲本城代の稲田家が重責を
担いました。
13代藩主蜂須賀斉裕は公武合体路線を崩そうとせず討幕には踏み切りませんでしたが、慶応
4年 (1868)斉裕が没し、茂詔が 14代藩主に襲封するやいなや、時代の趨勢を見極め討幕路線
を示し、戊辰戦争に稲田家を参戦させ、辛うじて尊王派の末席に連なることができました。
慶応 3年 8月 、イギリス公使ハリー・パークスが「イカルス号事件」のため土佐へ向かう途中
徳島に立ち寄っています。アーネスト・サトウの記録に『 阿波守 (蜂須賀斉裕)は 47歳 くら
い、中背で、すこしあばたはあるが、上品な顔立ちをしていた。 (省略)淡路守 (世子蜂須賀
茂詔りは22歳で、背は父親より少し高い。おだやかな円味をおびた顔立ちで、態度も温厚
且つひかえめな目であり、父親に大いに敬意をはらっている様子であった。』と書き残してい
ます。

明治期に入り版籍奉還後、家老稲田家は 1万 4千石からわずか1千石にすぎなくなり、稲田家
の旧家臣が憤慨し洲本城を襲撃するという「稲田騒動」が明治 3年 (1870)5月 におこります。
これにより稲田家は北海道への移住を余儀なく命じられることになりました。

(27)石見 舞贅不口里予え聾后菱垣邑雲交屁ホ
明治天皇ゆかりのJと 7芭ノろチキ    西区江戸堀 2丁目 (花乃井中学校内)

E―花乃井中学校の校内に丼戸が残っています。昔ここには石見国津和野藩 亀井氏の蔵屋敷があ
りましたが、この井戸はこの藩邸で使用されていました。慶応 4」颯 明治天皇の大坂行幸の際
西本願寺津村別院 (北御堂)が行在所となり、そこへこの井戸から汲み上げた水を献上したと
ころから「此花乃井」と名づけられるようになりました。

※津和野藩は長州藩と隣合わせであり、第 2次長州征伐の折、四境戦争のうちのひとつ石州□で
の攻防で、大村益次郎率いる長州藩兵は、無抵抗の津和野藩領を戦わずしてitti局 したぃきさっ

があります。 (31)で ご紹介する『大村益次郎寓居跡』の碑は、この「此花乃井」から目と鼻
の先というのも面白いものです。

津和野藩出身者に森 鴎外。オランダ留学を終え、幕府の洋学教授を行っていた西 周 (あまね)が
います。

.銹
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(28)=ヨ症tタトftt ζ,か LJ σ)劇堕 西区江戸堀 2丁目7硼 崚謙)

E―このあたりは宮武外骨ゆかりの地になり、説明版には次のように記載されています。
F富武外骨は、慶応 3年 (1∂ θ7)に 香川県綾南町小野に生まれたジャーナリストです。幼名は
亀四郎といい。明治 17年 (lθ 84)に (亀 の外歴内軟にちなんで,外骨と改名しました。公権力
に対して反骨の姿勢を貫き、投獄されたこともあります。当初は東京で活躍し、『項知協会雑
誌』などをデJ行 して、政府や行政の腐敗を攻撃しました。その後、明治33年 (19θ θナに大阪へ

移ってきた外骨は、生地の小野村もじった小野村夫の名で、明治34(19θ l,か ら8年間にわた
り、行政の腐敗を面白おかしく椰楡した『 滑稽新聞』をflJ行 しました。滑稽新聞社は、flJ行当
初は京町塀4丁目にありましたが明治35年 (19θ 2)に江戸塀南通四丁目、すなわち現在のこの
辺りに移転しました。『 滑稽新聞』は毎月5日 と15日 の2回発行され、明治42年 rlθ θθ)の
173号を最後に廃チJと なりました。外骨は、東京帝国大学内に明治雑誌新聞文庫をalJ設する
など、書誌文庫の面でも大きな功績を残し、昭」173θ 年 (1955)に 亡くなりました。』

(29)ワロえ争ヲに重豊E望足覇凛軍/フt倒更」L妻事表詑frJF~f屁ホ 西区十佐堀2丁目3

- (30)でご紹介します「薩摩藩蔵屋敷跡」に明治9年大阪上等裁判所が置かれました。
明治 10年 2月 15日 に明治天皇がこの裁判所を訪ねておられます。
=井倉庫の西側、あみだ池筋沿いに明治天皇聖燭碑と大阪上等裁判所跡の案内板が建っていま
す。
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