
「大阪名所 じっくりMAP」天守閣で幸村の兜と陣羽織の試着も
❶大阪城 
大阪城天守閣
中央区大阪城1-1　☎06-6941-3044　
9：00～17：00（入館は閉館の30分前まで） 12/28～1/1休

豊臣政権本拠地として豊臣秀吉が石山本願寺跡地に
築城。 大坂の陣では豊臣秀頼の本陣となった。 川や堀、
惣構に幾重にも守られた難攻不落の城だったが、冬の
陣後の講和で徳川軍に内堀以外は埋めたてられて丸
裸となり、続く夏の陣で落城し焼失した。 北側の山里丸
の一角には「豊臣秀頼・淀殿ら自刃の地」と書かれた石
碑が建つ。 幸村の長男・真田大助もここで秀頼に殉じ
たと言われている。 現在の姿は昭和に再建されたもの。

大阪の街巡りは自転車で颯爽と！
❽うえまち貸し自転車 
中央区谷町6丁目17-43　☎070-5664-8184　11:00～20:00

「練」の中にある、貸し自転車屋さ
ん。 三段変速の折りたたみ式自
転車はコンパクトで小回りが利く
ので大阪を走るにはもってこい。 
かつサスペンション付きなので、
快適な乗り心地で、アップダウン
の激しい上町台地もなんのそ
の。 空堀や、大坂の陣の跡地を
巡る街歩きも、自転車があれば
行動範囲がぐっと広がる。 1時
間300円、１日1,300円。

お酒を断ちたい人はお参りを。
10一心寺 
天王寺区逢阪2丁目8-69　☎06-6771-0444　
受付9：00～16：00（山門は午前5時に開き午後6時に閉門）　
拝観自由

遺骨で造られた阿弥陀如来像「お骨佛」がお祀りされている
ことで有名な寺。 徳川家と縁が深く、大坂冬の陣では家康の
本陣がこの場所に置かれたとされる。家康の右腕・本多忠勝
の次男で、勇猛な武者だった忠朝の墓がある。 忠朝は深酒が
祟って冬の陣で敗退し、汚名返上のために奮戦したが、夏の

陣で戦死した。 そ
のため、「酒封じの
神」としてお参りす
る人が後を絶たな
い。 また、幸村の抜
け穴とされる井戸
の跡がここにも残さ
れている。

戦国最後の武人・幸村ここで散る
11安居神社 
天王寺区逢阪1丁目3-24　☎06-6771-4932
7：00～16：00　拝観自由

真田幸村最期の地。 大坂夏の陣で徳川家康の本陣まで
肉薄し家康を切腹寸前まで追い詰めたが、あと一歩のと
ころで及ばず敗走し、満身創痍のまま境内の松の根元で
休んでいるところを敵将に発見され討ち取られた。 現
在、その松のそばには幸村戦死跡之碑と銅像が建てら
れているが、ここにも真田の抜け穴跡と伝えられる穴が
ある。 幸村生存説への後世の人 の々期待度が、こうした
複数の抜け穴伝説を生み出したのかもしれない。

明治創業の昆布専門店
❾こんぶ土居 
中央区谷町7丁目6番38号　☎06-6761-3914　
9：00～18：00　日曜・祝日（年始・夏季一週間）休

大阪が誇る「昆布出汁文化」の継承と発信を積極的に行い、
その名は世界にも届いており、パリの三ツ星レストランのシェ
フがわざわざ買い付けに来るほど。 伝統を大切にしつつも、時
代に合った便利で低価格な商品もあり、看板商品の「十倍出
し」（「本格」と「標準」
の２種類）は昆布と鰹
節と塩のみを原料と
した濃縮出汁で、手
軽に使えると大人
気。 グルメ漫画『美
味しんぼ』でも紹介さ
れた逸品だ。

お大師さんの日はお早めに
12すえひろ 
天王寺区四天王寺1-7-13　
☎06-6771-1908　不定休　

イケメンの幸村像とパチリ
❷三光神社 
天王寺区玉造本町14-90
☎06-6761-0372　拝観自由

大坂冬の陣の際に幸村が築
いた出城・真田丸はこの辺り
にあったとされ、境内には幸
村の銅像と「真田の抜穴跡」
と呼ばれる洞窟がある。 冬の
陣における徳川軍の戦死者
の約８割は、真田丸での戦闘
によるものだと言われており、
それまで無名だった幸村の名を一気に高めることと
なった。 現在は静かな住宅街の中の宰相山公園の一
角にあり、まさに「兵どもが夢のあと」という風情。 11月
第1日曜日は「真田まつり」で抜け穴が開放される。

いきいきと暮らせる社会をめざして
13クレオ大阪中央 
天王寺区上汐5-6-25　☎06-6770-7200　
9：30～21：30　月曜・祝休日の翌日は休館（祝休日は開館）

男女共同参画社会の実現に向
けた活動を行う施設。3階の
チャレンジカフェでは、オープン
テラスやキッズスペースも併設。
他にも図書やDVDを無料で閲
覧・貸出できるコーナーもあり、
気軽に楽しむことができる。

「次は夜に・・・」と思わせる絶品フレンチ
❸ビストロ ギャロ 
中央区瓦屋町 1-1-1　☎06-6762-1016　　
12:00～14:00（L.O） 18:00～22:00（L.O）　水曜休

空堀商店街から一本中に入った路地裏にある、地元民
にも愛されるビストロ。 昭和の町家を利用しているの
に、パリの街中を思わせる青い店構えが妙にマッチして

いる。 人気の「ビストロプ
レートランチ」（1,620円）は
「本日のメニュー」が少しずつ
だが全品盛り付けられた、欲
張りさんには嬉しいプレート。 
ワインに合いそうな美味な一
品揃いで、夜に再訪したくな
ること請け合いだ。 週末は予
約していくのがベター。

冬でも食べたい、フルーツかき氷
❹山口果物 
中央区上本町西2-1-9 宏栄ビル1F
☎06-6191-6450　10:00～20:00　不定休

100年続く老舗の果物屋さんのフルーツパーラー。 フ
レッシュなジュースやフルーツサンド、かき氷、フルーツ
がゴロゴロ載ったフレンチトーストなど、目移り必至で充
実のラインナップ。 中でも、行列覚悟の夏はもちろん、
秋冬にも人気の衰えないかき氷は、バナナミルクやキウ
イなどの定番のほかに、あまおう苺や夕張メロンなどの
季節限定モノ、アボカドや石焼芋なんていう変わり種ま
であるのにハズレなし。 大いに迷っていただきたい。

【古民家再生プロジェクト】　―萌・練・惣―

建物自体は昭和30年代の町工場を
改装したもの。 直木賞に名を残す作
家・直木三十五ゆかりの地で、地元
有志によって設立された直木三十五
記念館を核に、飲食店やセレクト
ショップ、雑貨店などが入っている。

母屋からのぞむ庭も風情あり
❻練 
中央区谷町6丁目17-43
11:00～20:00（一部店舗により異なる）　水曜休（祝日は営業）

旧宮家のお屋敷だったと伝わる建物には、雑貨店や着物レン
タル、革バック工房、易占など、バラエティ豊かな店舗が集結。  
母屋、蔵、表門が国の登録有形文化財に登録。 蔵にはチョコ
レートのエクチュア本店があり、カフェも併設されている。

屋根を覆う緑が目印
❼惣 
中央区瓦屋町1-6-2 
11:00～19:00（一部店舗により異なる）　水曜休

このプロジェクトのきっかけとなった長屋で、着物屋、カフェ、
洋菓子店、ギャラリーなどが入居。 大坂冬の陣の際に惣堀に
設置されていたという木柵も再現されていて、ここがかつて大
坂城を守る水のない堀（空堀）だったことを伝えている。

第二次世界大戦の空襲から奇跡的に外れ、今も長屋が並ぶ
古い町並みが残る空堀を、温故知新なオシャレな町へと生ま
れ変わらせようというプロジェクト。 「萌（ほう）」「練（れん）」
「惣（そう）」の３つの古民家が複合施設となり人気を集めている。

創業約50年、もともとは洋食屋
だったが、2代目のご主人になって
からとんかつ屋に変更。 ランチの一番人気はかつ丼(み
そ汁付きで750円)は、お箸ですぐに切れるぐらい柔らか
いヒレ肉の旨みがたっぷりで、とろっとろの半熟の卵と絡
まり絶品だ。 女性でもペロリと食べられる。 四天王寺の
お参りの帰りには必ずここに寄るという常連さんも多い。  
特に弘法大使の命日のお大師さん(毎月21日)では、お米
がなくなってしまうほどのお客さんで賑わう。

直木三十五ゆかりの地
❺萌 
中央区谷町六丁目5-26
11:00～19:00（一部店舗は22:00まで）　
水曜休
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幸村に扮して販売をすることも!?
14大豆パン専門店　
　ダイズインターナショナル 
天王寺区玉造元町2-12　☎080-6133-0085 　
水～土曜　11:00-～21:00（火曜のみ15:00～） 日曜・月曜休

大豆粉を主原料としたパンと焼き菓子のお店。 真田家の
家紋である六文銭（三途の川の渡し賃が六文なので、死
をも厭わず戦うことを意味している）の焼き印が押された
大豆の焼き菓子「六文銭フィナンシェ」（280円）を販売。 

酒好きの幸村と一献傾けるつもりで・・・
15大枡 
天王寺区玉造元町3-2　☎06-6768-9768　
11：30～14：00　16：00～23：00（22：30LO）
無休 (正月を除く）

島根から直送した新鮮な魚介類が自慢の海
鮮料理屋。 ランチでは六文銭をイメージした
器に天麩羅やお造りが盛り付けられたお得
な「真田御膳」（850円）が味わえる。 夕方4
時以降は、六文銭にそっくりな「ビックリ鉄火
巻き(６貫)」（500円）が登場。 酒好きの幸村
にあやかって、島根の地酒と楽しみたい。

牛肉は猿飛佐助、チーズは霧隠才蔵？
16お好み焼き  風の街 
天王寺区玉造元町2-9 林ビル1階
☎06-6768-9660　11:00～23:00（22：30LO）　無休

幸村の家臣として大活躍したとされる真田十勇士
にちなんだモダン焼き「真田十勇士玉」（1,242
円）が人気。 豚、いか、牛肉、チーズなど10種の具
が入る。 十勇士の逸話はほとんどが後世の創作
なのだが、ボリュームたっぷりなモダン焼きをつつ
きながら、十勇士の武勇伝で盛り上がろう。

ＪＲ玉造駅西出口を出てすぐの「玉
造幸村ロード」。 通りの至るところ
で幸村の家臣・真田十勇士のパ
ネルが踊っていたり、各店が幸村
にちなんだメニューを企画したり
と盛り上がりを見せている！
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大河ドラマの
「真田丸」も始まって
この辺りはますます
盛り上がるわねぇ～。

大阪城～天王寺 案内人／井上ミノル

玉造幸村ロード

〈第4回〉 “幸村伝説”が息づく街

大阪城～天王寺

黄・青・緑など、
カラフルな自転車が
そろっていますよ！


