
「大阪名所 じっくりMAP」 水道工事関係者の参拝が多い
❻野江水神社 
城東区野江4-1-39　☎06-6931-6976　

御祭神は、宇宙の水と雨を司る水波女大神（みずはのめ
のおおかみ）。 古くから、この一帯が淀川の氾濫で水害が
多かったため、水の神様を祀ったとされる。 豊臣秀吉も大
坂城築城の際に水火除難の守護神として、社殿を修築し
て国家泰平を祈願したとか。 名誉宮司の川端俊文さんは
「第二次大戦中に道路向かいの内代（うちんだい）町が戦
災を受けたのに野江が無事だったことや、氏子中に火災が
少ないのも水神さまのおかげだと言われています」と語る。

「全国商店街30選」にも選ばれる
名物商店街
10千林商店街 
旭区千林1-5-20

全長約660ｍ、200店
という規模は、大阪で
も１、２位を争う。 明治
43年（1910）の京阪
電車開業とともに、森
小路停留所付近に乗
降客を目当てに商店が
軒を連ねるようになっ
たのがはじまり。  ダイ
エー発祥の地でもあ
り、スーパーと個人商
店との競争から「日本一安い商店街」として知られる
ようになった。 千林は京街道と野崎街道の交差した
ところにあって古くから賑わった集落。 商店街の中
を京街道が通っている。

明治時代から続く春の大阪の風物詩
❷造幣局の桜の通り抜け
北区天満1-1-79　
☎050-5548-8686（専用ダイヤル／3月中旬～4月中旬）
※桜の通り抜けの日時は3月中旬に決定

造幣局の桜は、明治の初めに藤堂藩の蔵屋敷（泉布
観の北側）から移植された。明治16年(1883)、時の
遠藤謹助局長の「局員だけの花見ではもったいない。
市民とともに楽しもうではないか」との提案により、構
内の桜並木の一般開放が始まった。 開催期間は１週
間限定で、桜の開花予想に合わせて決定される。 構
内には約130種約350本の桜があり、他では見ること
ができない珍種の桜もある。

境内は立入禁止ゆえ、外から眺めよう
❾寶龍寺の大楠 
旭区今市1-9-25

国道１号線から少し住宅街に入ったところに建つ寶
龍寺（ほうりゅうじ）の境内に、大阪府から天然記念物
の指定を受けている樹齢約800年の楠の大木がある
というので立ち寄ってみた。 まるで小さな森のように、
こんもりと緑が茂っているのが離れたところからでも
わかる。 聖楠大龍尊神である白龍尊が棲んでいると
されて、信仰を集めているご神木だ。 境内は公開され
ていないが、外からでもその様子が十分伝わる。

毎日でも通いたい
メニュー豊富な定食屋
11淀ヤ食堂 
旭区新森3-15-23　
☎06-6951-1990
11:30～21:00（LOは20:50）
月曜休
　
昭和30年代創業の食堂で、ハンバーグ定食（800
円）やポークチャップ定食（930円）、八宝菜定食
（850円・写真）などの定食メニューだけで28種類。
それに丼やカレーライス、うどん、ラーメンといったメ
ニューも取りそろえ、守備範囲はかなり広い。 そのた
めか、若いファミリーから男性の一人客、年配の夫婦
と、幅広い世代の客で賑わっていた。 昭和の香り漂
う店内の居心地の良さも、人気の理由なのだろう。

※料金はすべて税込みとなります。

〈第13回〉 京街道・歴史散歩と名物商店街

―都島区～旭区―

水都大阪を代表する桜の名所
❶毛馬桜之宮公園 
北区天満ほか

大川の毛馬（けま）洗い
堰から下流の天満橋まで
約4㎞の河岸公園で、右
岸沿いには造幣局や泉
布観などの明治の近代
建築が並ぶ。 春には大
川沿いに咲く桜の名所と
しても知られていて、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレ
ザクラなど約4800本の多種類の桜が川面を薄紅色
に染め上げる。 桜並木を散歩したり、公園の芝生でお
弁当を食べるのもいいが、大川を船に乗って遊覧しな
がら桜を見る「さくらクルーズ」も人気。

地元民の憩いの場
千林を代表する甘味処
❽角屋（かどや）  
旭区森小路2-8-22　
☎06-6952-1487
13:30～21:00 火曜休

「安すぎ！！」常連客で絶えず賑わう
❹もとや食堂 本店
都島区都島中通3-5-4　☎06-6921-2990
11:00～23:00（LOは22:45）　日曜休

某グルメ番組で、環状線沿線のテッパン店として紹介され
た、知る人ぞ知る京橋の激安店。 うどんやそばが120円、
カツ丼、天丼、親子丼が330円という値段に驚く。 ほとん
どのメニューの値段が、この40年間変わっていないという。 
消費税が8％になった時も値上げはなし。 一番人気の「も
とや定食」は、コロッケに海老フライとチキンカツ、卵のフラ
イ、サラダの盛り合わせに、ご飯と味噌汁付で430円。

揚げたてフライの人気店
❺レストラン かめや
都島区東野田町5-7-4  ☎06-6921-7324　
11:00～20:00　水曜休

昭和40年（1965）創業で、現在のご店主、岡田信司さん
で3代目だ。 特製手ごねのハンバーグ（1,000円／サラ
ダ・ライス付）もおいしいが、大人気なのが、海老フライ
（950円／サラダ付）やトンカツ（770円／サラダ・ライス
付）といった揚げもの。 衣に生パン粉を使っているから、口
あたりがやわらかく、サクッと揚げるためにラードしか使わ
ないというこだわり。 テイクアウトOKで、一番人気は写真
下のコロッケ（１個70円）。

炭火焼の香りが食欲をそそる
❼魚伊（うおい） 本店
旭区高殿4-8-10 ☎06-6953-3707
11:00～14:00 16:00～22:00（LOは21:00）
第２火曜休（祝日は除く）

慶応３年（1867）創業の老舗の鰻屋。 焼き方は鰻を腹
から開いて、蒸さずに焼き上げる関西伝統の「地焼き鰻」
だ。備長炭による炭火焼にこだわり、遠赤外線効果で中
身は柔らかく、焼き面はパリッと仕上がっている。 もともと
活鰻の卸問屋なので、本店の隣には25トンの立て場が
あり、全国の産地から入荷した鰻を約2日ゆっくり休ませ、
ストレスを解消させたうえで、脂
の乗ったおいしい鰻を使う。 写
真はうな重（上）2,550円。

キムチにたこ焼味!?　
個性的なラムネがそろう
❸ハタ鉱泉株式会社
都島区都島北通1-10-20　
☎06-6921-5138
9:00～17:00　土曜・日曜・祝日休

普通の住宅街に突然現れる、大きく「ラムネ日本一」と書
かれた建物。 ラムネや子ども用白酒、シャンメリー、氷みつ
などを製造販売している創業72年のハタ鉱泉だ。なかで
も、看板商品のラムネの生産・販売量は日本一。 ７/24・
25の天神祭に向けて、春から１日14～15万本を生産し
続ける。 最近は、ヨーロッパや中国への輸出も増えている
とか。 店舗はないが、２階の事務所でケース単位でのみ
購入可能。 瓶ラムネ（１ケース／30本入）3,888円～。

森小路京かい道商店街

内にある超人気の甘味店

で、テイクアウトの夏のアイス

モナカや、冬の回転焼を目当て

に客足が途切れることがない。 

さまざまなトッピングが楽しめるソフトクリームやあんみつ、

プリンなどでメニュー数は

百を超える。 写真の黒ご

まおぐらソフトが320円と、

リーズナブルな値段にも

びっくり。 ５月から始まる

季節メニューのかき氷は、

イチゴや宇治金時など約

30種類。 何度でも通いた

くなる店だ。

文禄年間（1592～96）に豊臣秀吉によって
整備された京街道。 まちづくりに長けた秀吉
らしいのは、京街道が軍用道路であるととも
に、淀川左岸の治水事業を兼ねた堤防道で
あったこと。 枚方から長柄（大阪市）までの
20数kmの堤道は「文禄堤（ぶんろくつつ

み）」と呼ばれ、今なお
守口市あたりでその面
影を偲ぶことができる。 
住宅の建て込んだ大阪
市内では、旧街道の風
情を眺めることは難し
いが、「関目の七曲り」
など、随所に京街道の
名残を感じられる。

知っていますか？

京街道

網島町界隈は、
紙屋の治兵衛と遊女・小春の
心中事件の舞台となった地で、
近松門左衛門により脚色されたのが
浄瑠璃『心中天の網島』。
小春・治兵衛の墓碑は大長寺内に建つ

大阪城を守るために
道をクネクネと曲がらせ、
敵陣を進みにくくしたと伝わる
“関目の七曲がり”

起点の京橋口から
3.3kmの道標は、
「関目の七曲り」の
中に建つ

市民共済お客様窓口
旭産業会館
旭区生江1-10-38
第2・4金曜　
14:00～16:00

もとや定食

公園内の城北菖蒲園では、
5～6月に約250種
13,000余株の花菖蒲を
鑑賞できる

江戸時代には
参勤交代の道として
使われる

起点から5.4km。
この後、街道は守口、
枚方を通って
伏見に向かう

市民共済お客様窓口
井戸端ステーション
都島区都島南通2-14-29
第2水曜14:00～16:00
第4水曜10:30～12:30

京阪電車の
旧軌道跡の
森小路東公園に
建つ碑

文政９年（1826）に
建立された道標
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