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ネ冨井 藩 蔵 屋 敷 跡 北区中ノ島1-2(大阪府立中之島図書館 )

福井藩は、徳川家康の次男 結城秀康が慶長6年(1600)に福井へ入国し、以来松平姓を
名乗りました。幕末の福井藩は、天保9年 (1838)松 平慶永が田安家から迎えられ第16代

藩主に就きました。財政難に陥つていたましたが、中根雪江、橋本左内、由利公正らの
人材を得、熊本から儒者・横井小楠を顧間として招き、負債を抱える藩財政立直しに尽力
しました。また、時勢を察し、兵制刷新、種痘館設立、藩校明道館創設、殖産興業策の

振興を推進しました。
幕末きつての名君であり、早くから「天下の四賢候 Jといわれました。
明治新政府でも議定、民部卿、大蔵卿などを歴任しています。

』栴 木̈ 北区中ノ島一中央区北浜
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 昔、大きな栴檀の木があつたことからこの橋の名がつけられました。

江戸時代の初期、中之島にあつた蔵屋敷へ行き来するために架けられたものです。
明治18年、淀川大洪水が発生し、この橋をはじめ、中之島に架かる多くの橋が流されました。
栴檀木橋が再び姿を見せたのは大正3年のことで、以後昭和10年に架けかえられ、中之島
公園とともに、広く市民に親しまれてきました。

彦 根 藩 蔵 屋 敷 跡  中央区北浜3丁 目2-18(現 資生堂 )

´ 栴檀木橋の南詰めに丼伊彦根藩の蔵屋敷がありました。
彦根藩の藩祖は井伊直政で、関が原の合戦の折、徳川家康の軍奉行として活躍しました。
井伊の赤備えは後世まで恐れられています。小早川秀秋の寝返りで西軍が総崩れとなり、
西軍に参陣していた島津義弘は、逃げ場を失つてしまい、敵中突破を試みます。
その時島津軍の前面に滞陣していたのが井伊軍でした。
一戦交えることになりますが、島津 (薩摩藩)と井伊 (彦根藩)の 因縁はこのときから始まり
ます。西軍に参陣した中で、島津家だけが旧領を安堵されます。これは井伊直政のとりなし
によるものでした。井伊直政は敵将 石田三成の所領、近江佐和山18万石を与えられます。
そして、関が原の2年後、傷がもとで亡くなります。
第2代藩主となつた井伊直継は佐和山城があった場所より琵琶湖側の位置に彦根城を
築きます。彦根城は現在、国宝に認定されています。
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幕末の彦根藩は、嘉永3年 (1850)、 兄 井伊直亮の死によつて、14男 だつた直弼が
第15代藩主に就任しました。安政5年、大老に任じられ、次期将軍として有力候補だつた
一橋慶喜とその一派を力ずくで退け、紀州藩主だった徳川慶福 (家茂)を 14代将軍に擁立し
実権を握りました。幕府に反発するものは次々と弾圧していきました。(安政の大獄)

万延元年3月 3日 、桜田門外において、水戸、薩摩の浪±18人
に襲われ命を落とします。(桜田門外の変)

文久2年、彦根藩は10万石に減封されます。直弼の後を継いだ
第16代藩主 井伊直憲は、王政復古の大号令が発せられると、
徳川に味方するという家臣の意見を諌め、旧幕府軍に発砲し、
新政府軍として桑名藩征討にて先鋒を務めました。

1盛岡(南部)藩蔵屋敷跡 中央区北浜3丁 目2-16(現 広島銀行)

盛岡 (南部)藩の蔵屋敷は、現在、広島銀行のあるあたりに
ありました。天正19年 (1591)、 南部信直は小田原北条攻めに
参陣し、これまでの所領が安堵されます。
さらに、羽柴秀次の助力を得て加増され10万石となりました。
明治維新を迎えるまで、以後、16代にわたって南部氏が
盛岡藩を統治しました。
幕末の盛岡藩は、嘉永6年に勃発した三閉伊―揆で混乱し、
藩は22歳の楢山佐渡と19歳の東 中務を家老に大抜擢し、
藩政改革に踏み切りました。
戊辰の役の戦火が奥羽地方にも迫ってきた時、佐幕か勤王か
で、大いに揺れ動きました。結局、楢山佐渡が奥羽列藩同盟
参加という藩論に収拾させました。
列藩の瓦解で降伏することになり、戦犯の咎を一身に受ける
ことになつた楢山佐渡は、明治2年 (1869)6月 23日 、盛岡郊外
の報恩寺において首を勿1ねられています。

壬生義士伝ゆかりの地 (吉村貫―郎終焉の地)中央区Jヒ浜3丁 目2-16(現 広島銀行)
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邊贋計鰹黒講ど           諄ft
となり、今なお幅広い読者層に支持されています。          |ぽ
2002年 1月 2日 に、テレビ東京系で渡辺謙主演による10時間ドラマとして
放映され、平均視聴率9.1%を獲得し、さらに映画化され、2003年 1月 18

に松竹系で全国ロードショーされ、こちらも好評のようです。

吉村貫―郎は南部藩を脱藩し、新選組に入隊します。諸士取調役兼監察・剣術指南役を務めます。
鳥羽伏見に敗れ、雪の中を、血と泥にまみれながら南部藩大坂蔵屋敷にたどりつきます。
留守居役の大野次郎衛門 (幼なじみ)に帰藩を願いますが、藩の立場もあり切腹を命ぜられます。
吉村は介錯なしで蔵屋敷の奥座敷にて自刃します。
しかし、鳥羽・伏見の戦いで戦死したとされる「嘉村権太郎」と同一人物の可能性もあります。
切腹した際に遺品を妻子の元へ届けてくれるように、血文字でしたためたと云う話は、子母沢寛に
よるフィクションのようです。



中央区北浜3丁 目3

> 大阪大学医学部の前身である適塾は、緒方洪庵が開いたもので、
幕末期に優秀な人材を輩出しています。
適塾は、天保9年 (1838)に大坂瓦町で開塾します。
しかし、建物が狭すぎた為、天保14年、2階建ての商家を両替商
天王寺屋忠兵衛から買い求め、現在の地 (当 時は過書町といい
ました)に移りました。
現在も建物が残つており、昭和39年、国の重要文化財に指定され
昭和55年よリー般公開されています。
2002年から日曜日も拝観できることとなりました。
この適塾に入門した塾生は、636名 にのばります。
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弘化3年 (1846)、 23歳で入塾。
当時は村田良庵という名でした。

2年 (1849)に 塾頭を務めてい

2年 (1849)、 24歳 で入塾。
4年 (1851)よ 屹

1854)に 入

政2年 (1855)、 23歳で入塾。
政 3奪三(1856)に

緒 方 洪 庵 像 中央区北浜3丁 目3

>'適塾に隣接する「適塾史蹟公園」内に緒方洪庵の
銅像が、平成8年 2月 に建立されました。
緒方洪庵は、文化7年(1810)備 中足守に生まれます。
父瀬左衛門が足守藩の大坂留守居役になつたため来坂しま
す。そして中 天済の塾に通い蘭学を学びます。
21歳の時、蘭学修行のため江戸へ行き、坪井信道に学び、
さらには3年後、宇田川榛斎に学びます。
26歳 、再度大坂で中 天滸の塾で蘭学教授を行います。
そして29歳 の時に適塾を開塾します。
日本の医学の発展に大きな功績を残します。
文久3年、江戸にて突然の大喀血により急死します。
享年54歳でした。

中央区北浜3丁 目2

適塾に隣接する大阪市立愛珠幼稚園の門前に碑があります。
んど筋 の霧 とえ季ぎ′まこの漑 ツぶ″ιた。価 の規定tま

男不日3年″笏 妙 b維新まで続き、明治 fθケα380%物 ご

愛珠幼稚園力ヽ設をすられん 」と石碑に記されています。
銅座が大坂に置かれたのは、運送の便が良かつたという事
と、南蛮吹きと呼ばれた優秀な銅精錬法を持つ銅吹屋が
多かつたためです。(住友銅吹所など)
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除 痘 館 跡 中央区今橋3丁 目2

> 銅座の跡碑の向かい側に財団法人 洪庵記念会 緒方ビルが
ありますが、ビル壁面に銘板「除痘館跡」が掛けられています。
そこにはFた夕の物 ま、牛痘除痘を行うz易ジo磁方t共懸 S｀

申どヽ′″ って嘉永2ケ解 幼 ノ η に占手町値 修町)|こ開設
ιん そノι′ま種痘力渡 どめ

“

訛 た 渡来レ 年α ‰
大グの種痘活動″え Jこ盛ん o安 攻5年″858)4月″ ′″ぼ
全国 tこ慶 刻 ノて言議を社 sのち万延元 年α86のゴθノ7′ごこの

勿 あ霧れて 当籍チのノΞ埼町■ア′確万等橋3ア r〃 ′ご移って
義業を拡大 ι,t上記されています。
日本では、天平7年(735)に 痘清が大流行したという記録があり、以後100回 に及ぶ流行がありました。
累計368,162人が感染し、93,050人 が死亡しています。
緒方洪庵は、医学者として痘清予防のための「痘清の事業」と「コレラ対策」の二大事業に、
精力的に取り組みました。
特に「除痘館」を中心とした種痘の事業は、緒方洪庵が長年にわたり最も尽力したものです。

懐 徳 堂 跡 中央区今橋3丁 目6(日 本生命ビル南壁 )

大坂は天領 (幕府の直轄領)のため藩校がありませんでした
ので、町人の学問所として享保9年 (1724)中 井贅庵と5人の
町人 道明寺屋 富永芳春、三星屋 中村良斎、船橋屋
長崎克之、備前屋 吉田可久、鴻池屋 山中宗七が、学問所
の創設に奔走しました。
享保11年 (1726)、 幕府の許可が降り、三宅石庵を学主に迎え
開校しました。
「懐徳堂」という名前は、論語の ″ チ渡た、/ノ スヽ顔エプ
や詩経の Fチ顔颯徳』 、書経の

『
万年昇永観朕 チ焼 υ

によるものだという諸説があります。
その後、明治2年の開校まで、数々の優れた人物を輩出して
います。
初代学主の三宅石庵、2代 目学主の中井贅庵、五井蘭洲、
富永仲基、加藤竹里、山片幡桃、中山正吾、佐藤―斎、
上田秋成、頼 山陽などです。
町民のための学校として開校されましたが、評判が良く、
各藩の大坂蔵屋敷の武士たちも通うようになりました。
また、席順は武士・町民の区別がなく、遅刻早退お構い
なしという自由な学校でした。
明治2年の開校の折、塾頭の中井寒泉、F麟 ク″十路

"せ
のふみのな  ゲふる孵クと月近クていつジと詠じ

別れを惜しんでいます。
大正5年に復興記念会ができ、旧地から離れますが、
豊後町に「新懐徳堂」が建てられます。
しかし、戦災により焼失、幸いに書庫は残り、現在大阪大学に保存されています。


