
「大阪名所 じっくりMAP」河内音頭の熱い夏をここで

大坂夏の陣では
藤堂高虎の本陣でもあった

❶常光寺 
八尾市本町5-8-1　☎072-922-7749　参拝自由

奈良時代、聖武天皇の勅願で行基上人の創建と伝えら
れる臨済宗南禅寺派の寺。 大坂夏の陣ではこの周囲
で藤堂高虎と長宗我部盛親（ちょうそかべもりちか）の
合戦が行われ、長宗我部に勝利した徳川方の藤堂が
常光寺の方丈縁側で敵の首実検をした。 その時に血
が付いた縁板を天井に張り、今も血天井として残る。 藤
堂家の位牌や墓もある。 河内音頭の聖地としても有名。

アメリカ建国以前から現役を続ける
築300年の町家

❾與兵衛桃林堂 
八尾市東本町2-5-12　
☎072-929-3663
9:00～18:00
（喫茶は12:00～）　
月曜休

ここだけ違う時間が流れているような、間口9間半（約17ｍ）
×奥行４間（約7.3ｍ）の堂々たる旧家（国の登録有形文化
財）。 18世紀初頭に建てられ、代々河内木綿商を営んでい
た大和棟茅葺き屋根･切妻造りの母屋のある家を大正末期
に創業者が買い取り、菓子業が始まった。 名物 「桃李もな
か」（1個130円）や「林檎のゼリー」などが人気で、河内音頭
や落語会などの催しも開いている。

八尾は、大作家を生んだ
土地でもありました

10今東光資料館 
八尾市本町2-2-8 八尾市立八尾図書館3F
☎072-943-3810　10:00～17:00　
月曜（祝日の場合は翌日）休

川端康成や菊池寛らと同時代に活躍した横浜生まれ
の作家が得度出家し、河内山本駅近くの「天台院」に
住職として赴任したのは65年前。 八尾の人間と触れ
あうことで作家の快進撃が始まった。 『お吟さま』で直
木賞、大ヒットした『悪名』や『みみずく説法』『闘鶏』『こ
つまなんきん』『弓削道鏡』
『河内風土記』などの名作
を残し、週刊誌の人生相談
などで小説を読まない若者
にも人気を博した今東光
（こん･とうこう）の足跡や、
彼がいた昭和の八尾の風
景を知ることができる。

八尾は市が「河内音頭盆踊り教室」を役所で開き、小
学生には「こども音頭取り講座」も用意するほど。 そん
な中で毎年８月23日、24日に常光寺で開かれる「地蔵
盆踊り（表紙）」は、全国から河内音頭好き、盆踊り好き
が集結するたまらない夜だ。 思い思いの踊り方で楽し
めるダンスミュージックでもあり、「語り芸」でもある河
内音頭の奥深さをぜひ、本場で味わってください。

久宝寺寺内町は
時間をかけてゆっくりと

“久宝寺の御坊さん”と親しまれて500年

❸顕証寺 
八尾市久宝寺4-4-3　☎072-993-1144　参拝自由

聖徳太子が創建したという久宝寺跡に、蓮如が西証寺
を建立。 のちに近江顕証寺から蓮淳（蓮如の六男）を
迎え、顕証寺となった。 本堂
は1716年に、山門は1795
年に再建。 軒唐破風が施さ
れている屋根は全国的にも
珍しい。 コミュニティづくり
の達人だった蓮如の教えを
今に生かす地域に開かれた
寺院で、ヨガや雅楽、書道な
ど教室も開かれている。

中世から近世にかけて、顕証寺を中心に造られ発展し
ていった寺内町。 商人や手工業者など様々な職種の
人たちが集い、地域市場を形成していった。 環濠の名
残や先が見通せない道が多 あ々り、防衛機能も持った
自治の町であったことが分かる。自転車の人も、ここは
降りて歩きましょう。

「おしゃれなカフェ」も
八尾ではさらにひとひねり

築70年の長屋に街好き音好きが集まる

14KUKURU（ククル） 
八尾市東本町3-2-29　☎072-989-7364
9:00～19:00　月曜、第３火曜休

天井をぶち抜いて吹抜けに
なった開放感たっぷりの長
屋に、人なつっこい足高健一
郎夫妻の接客と、カレー
（650円～）やフルーツケー
キなどのおいしい料理。 ウク
レレや陶芸の教室などの
「場」がひんぱんに開かれ、
地元のミュージシャンやクリ
エイターをはじめ、さまざま年
齢層のファンが集まる。

“仏壇通り”に咲く元画材屋の２階建

15felt（フェルト） 
八尾市本町4-3-6　☎072-926-7212
10:30～17:30　水曜、第1･3日曜休

１階は店主･寺島真理子さんのセンスで小ぎれいにま
とめられたカフェ空間。 ２階はアンティークのインテリア
や食器、文房具を集めた雑貨屋スペースで、ゆっくり過
ごせる。 老舗仏壇仏具店が集まるストリートに、意外な

ミスマッチだが、
しっかり地元に根
づいているのが
八尾のおもしろい
ところだ。

“元 そ々こにあって、街に溶け込んでいる”そんな建物を
再利用して、新築の店が到底マネできない風合いを醸
し出している人気のカフェ2選。 旧い街ならではの見事
な着地が光ります。

もてなしの“手練れ”が揃う
近鉄八尾駅前の商店街

実は「明石焼き」も美味いとウワサの

11新喜八 
八尾市本町7-8-21　☎072-993-5452
11:00～15:00　17:00～22:00　木曜休

「うまそうな匂い」の店が並ぶ近鉄八尾駅西口路地の中でも
人気の、創業35年を超えるお好み焼き屋さん。 店主の坂口
守次さんが作るネギ焼きや海鮮などの鉄板焼き、そして誰も
が注文する明石焼き（450円）は酒呑みも子どもも大好きだ。

一見で入っても常連の気にさせるフレンドリーな接客の名
店たち。 500年以上前から育まれている八尾のDNAです。

「八尾は観光の街」まずここで準備万端に
❽八尾市観光案内所 
八尾市北本町2-1 ペントプラザ20号
☎072-997-6226　10:00～18:00　無休

近鉄八尾駅の真下。季節に応じた観光や
イベントの情報をフレンドリーなスタッフが
教えてくれる。 八尾市観光協会の名物フ
リーマガジン『Yaomania』や、まち歩きガ
イド『八尾探（やおたん）』も無料で配付。

かつてはここが、
大坂や柏原との物流の港だった
❹八尾浜･久宝寺船着場 
長瀬川はかつて川幅200ｍもある、大和川の本流（久宝寺
川）だったが、大和川の付替えによっていったん干上がり、
その後「井路」と呼ばれる灌漑用の水路が川の跡地に掘ら
れた。 大阪や柏原との物資流通のため小舟が井路を行く
のは18～19世紀の八尾の風景だった。 八尾側（右岸）を
八尾浜（写真左）、久宝寺側を船着場（右）と呼んだ。

八尾は京都や軽井沢をしのぐ!?
レンタサイクル王国だ
近鉄八尾駅近くには、駅の北側や東側にも駐輪場を兼ね
たレンタサイクルがある。 この駅のみならず、八尾市内に
は大概の駅で自転車が借りられ、料金も１時間100円程度
の金額だから大いに利用すべし。 ただし昔ながらの、狭く
見通しの利かない街道などが多いので、くれぐれもスピー
ドの出しすぎにご注意を。

館長は河内家菊水丸。 踊りも教えます

❷河内音頭記念館 
八尾市本町7-12-14　☎072-995-1555
10:00～19:00　無休　※年始および展示品入れ替え日は休館

中学３年の時に常光寺の櫓で音頭取りデビューした
河内家菊水丸氏が館長。 少年時代によく通った［山
口レコード店］の場所で河内音頭の普及と発展をめ

ざして開いた。 
館長や巨匠た
ちの音源も販
売。 音頭の講
座や踊りの教
室も随時開催
している。

まずここに入り、
寺内町の成り立ちを聞こう

❺八尾市まちなみセンター 
　寺内町ふれあい館 
八尾市久宝寺3-3-20　☎072-924-6371
9:00～17:00　月曜（休日の場合は翌日）休

江戸時代の道標や地蔵、町家が数多く存在する寺内町は
地元住民の熱意で大規模な宅地開発から守られた。 館内
には寺内町の歴史資料や文化財の展示、まちづくりの情報
コーナーもある。 寺内町歩きの人はより詳しい地図をもら
い、ボランティアガイドの話を聞きながら回るとおもしろい。

全国に自慢したい久宝寺のおやつ「あん巻」

❻帯喜太
八尾市久宝寺1-4-41　☎072-922-4220
9:00～18:00　月曜休（11日･27日と重なる場合は火曜休）

お び き た

けんしょうじ

じょうこうじ

き ゅ う ほ うじ じ な い ち ょう

文久２年（1862）頃の創業で、隣にお地蔵さんのあ
る寺内町らしい店構え。 「あん巻」と「ういろ」（各110
円）が名物で、とくにあん巻は八尾を代表する和菓子
だ。 親鸞聖人の命日にちなんだ毎月11日と27日の
「お逮夜市」には特別に、ひと口サイズの餅を大豆あ
んでくるんだ「くるみ餅」を販売。 これまた絶品！

寺内町散策を終えたら
コーヒー＆サンドイッチを

❼珈琲フチ
八尾市北久宝寺1-4-17　
☎072-993-9824
7:00～19:00　日曜休

八尾は個人経営の喫茶店王国
でもあるが、ここは美味しいコー
ヒーとかつサンド（セット820円）
などバリエーション豊富なサンド

イッチが自慢で、甘いもの好きにはフルーツサンドもお薦め
だ。 散策の後に寄ると幸せがしみじみ押し寄せる。

日本中探しても
八尾オンリーワンの喫茶

12サン☆スター
八尾市本町5-8-2　☎072-994-9840
9:00～17:00　月曜休

「ウェルカム」八尾を象徴する喫茶店。 西川淳子ママのもて
なしと笑顔は一見･常連関係なし。 コーヒー（400円）やドラ
イカレー（750円）などが客の顔をユルませる。 夫で八尾本
場河内音頭連盟会長･美好家肇さんのポスターが光る。

創業120年の茶舗が手がける
人気の蕎麦屋さん

13楠喜
八尾市本町5-3-11　☎072-922-7298
11:00～15:00　17:00～21:00　月曜休

「若ごぼう」「枝豆」など地元自慢の食
材を使った蕎麦や、抹茶小豆プリン
など、来店客を飽きさせない新メ
ニューの開発でリピーター多し。 蕎麦

を打つ楠原茂さん、接客の康子さん夫妻、そして大女将の
喜美子さんと、元気かつフレンドリーな家族の空間は実に
居心地よし。 ざる680円。 もちろん茶葉も販売。

※料金はすべて税込みとなります。

桃李もなか

ういろとあん巻

よ へ い と う り ん ど う

〈第６回〉 ウェルカム体質全開！  お参りと音頭の王国

―近鉄八尾～久宝寺寺内町―
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八尾河内音頭まつりは
今年は9.11（日）
久宝寺緑地で逢いましょう

街道や路地が多い八尾の道は
自転車がぴったり。でも
ゆっくり走るのが八尾流です

八尾で最も
本格的な
フレンチレストラン


