
アーケードから数ｍのところで見つけた小粋なカフェ。 外
観は、ややレトロな建物をリノベーションして、店内は木目
のテーブルが清潔な印象だ。 表に面したウインドウ内側に
は、女性店主の息子さんが仕入れたアンティーク雑貨が
並べられており、ボールペンでもテニスやユニコーンなど
凝ったデザインがそろう。 ホットコーヒー350円。

「大阪名所 じっくりMAP」 「こんなものない？」と思ったら
まずはここへ
10キッチン宝島SANYO（此花住吉商店街）
此花区梅香3-20-17　☎06-6461-5808
10:00～19:00　不定休

此花区には阪神の西九条駅、千鳥橋駅を中心に９
つの商店街がある。 どの商店街も賑わいの中にも人
情が感じられる店が多い。 公設市場跡のスーパー
のグッティ此花を中心に鮮魚、花屋、うどん屋などが
軒を連ねるのは此花住吉商店街。 商店街会長の大
谷龍司さんのお店は日用雑貨を扱う「キッチン宝島」
だ。 店には季節もののカイロや災害時の懐中電灯、
キッチン用品から電化製品までひと通りの日常雑貨
がそろう。 「踏み台ある？」「ほうきは？」と、ひっきりな
しに訪れる。 地元民の生活に欠かせない存在だ。

江戸期に創建された日蓮宗の寺院で、旧伝法川の川跡
と、埋め立ての進む正蓮寺川の間に位置する。 保育園
を隣接しており、子どもらの遊ぶ姿を眺めながら旧堤防
沿いを降りて行く。 古くは七堂伽藍も備えたという。 毎
年8月26日の川施餓鬼は享保年間以来続く伝統行事
で平成16年(2004)に大阪市無形民俗文化財に指定
された。 門前には旧尼崎街道の石碑が残る。 

若者志向で古い建物を再活用中
❾モトタバコヤ
此花区梅香1-18-28　☎06-4256-6868　不定休　
飲食の営業は17:00頃～22:00　
飲食店営業日はFacebook等で要確認

平成19年（2007）にかつて賑わった梅香・四貫島地区に
若者の姿を取り戻そうと、地元の不動産会社とNPOらが協
働し、煙草店だった一軒家をリノベーションした。 現在は地
域の情報発信ステーションとして、2階に「このはな放送
局」、１階には若者向けのシェアショップが入る。 夜間には
不定期でネギ焼き店と熊本フードの店なども営業する。

フロントと宿泊物件が
異なる新しい形のホテル
12SEKAI HOTEL 
此花区西九条1-19-6（フロント）
☎06-6462-7770

ホテルと名がつくが、従来のホ
テルが持つフロントや宿泊を一
つの建物で行うのではなく、近
隣に点在する空き家を再生利用

し、まち全体を大きなホテルを見立てた、いわば「クラ
ウドホテル」。 まず、駅から徒歩数分のフロントで
チェックインをしたら、宿泊物件を案内してくれる。 商
店街や銭湯、たこ焼き屋など、「ごく当たり前の日常」
が体験できると、2017年にオープン以来、海外の観
光客を中心に注目を集めている。

わざわざでも行く価値ありの魚店
13さかな食堂moken 
此花区西九条4-1-28　☎06-6468-8101  
11:30-13:30／17:30-23:00（LOは22:30）  日曜休

西九条駅近のガード下にある海鮮と寿司の店。 中央
市場の卸会社直営ゆえ、新鮮な魚介類が自慢だ。 昼
の各種丼のメニューは何を食べても魚がうまい。 写
真は海鮮丼の市場丼“竹”（850円）。 昼はランチ
サービスで夜の値段より安く食べられるとあって、開
店すぐに界隈のサラリーマンで
賑わう。 飯は酢飯で魚
介にたまり醤油を少
し垂らし食べると
絶品だ。 「しゃりを
多め」のリクエスト
もOK。 夜は月～木
曜の19:00までは生
ビールが270円とかなりお得。

昭和から続く伝説のライブハウス
11ライブハウス  ブランニュー 
此花区西九条4-1-23　
☎06-6466-0100　17:00-21:30　不定休

西九条駅の階段を下りて道路を渡り、線路横を進む
とトンネル飲食店街がある。 その一角にあるライブハ
ウス「ブランニュー」は前身の「ヤンタ鹿鳴館」時代を
含めると昭和60年（1985）以来、息の長いハコで、
西九条周辺のミュージックゾーンの歴史と言える。 ビ
ジュアル系時代には
有名なミュージシャ
ンも出ていたが、今
は若手が中心。 梅
田やミナミと違った
ライブシーンを引っ
張って来た。 ドリンク
は一杯600円から。

※料金はすべて税込みとなります。

〈第16回〉
北前船の港だった伝法、USJへの玄関口の西九条

―此花区のシブい歴史と今昔を楽しむ―

古代の海の玄関口は今も続く寺院

❶本山元摩耶 伝法山西念寺
此花区伝法5-7-4 　☎06-6461-5602　参拝自由

大化の改新645年に創建。 空海、道真公ゆか
りの寺と知られ、門前に大坂街道の石碑が建
つ。 古代から江戸期は「なにわの舟寺」として
所領十万石を持つ大名寺として栄えた。 流れ
灌頂や御十夜などの儀式は、今に伝わる当寺
院の歴史を物語り、付近には造り酒屋37軒、
油問屋17軒の他に回船問屋が多くあったとい
う。 この地から江戸へ樽廻船や日本海の北前船が出
ていた浪漫に浸りながら、まち歩きをスタートしよう。

元は傅母頭（もりす）神社といい、順徳天皇が鎌倉時代
の建保3年(1215）に海上の安全と地方の隆盛を祈願
し創建。 豊臣秀吉が文禄元年渡航の際に参拝し、源
氏神主・田中八太夫を水先奉行（後の船奉行）に抜擢
したところ、社殿奥の森よりヤタガラスが現れ、瑞兆（大
吉）に安全の導きをしたと言われる。 帰国後、秀吉は無
事を喜び、以後、本宮鴉宮
と改称された。 1月9～11日
の十日戎（咲くやこの花えび
す）や、7月31日、8月1日の
夏祭（難波八十島祭）は大
賑わいで夏の風物詩である。

超激安のたこ焼きは
地域の人気店
❻甘栄堂
此花区高見2-7-14  ☎非公開
10:00-18:00　金曜休

「大阪一安い」と噂のたこ焼
き店。 ７個50円、15個100円の庶民にウレシイ価格なが
ら、目の前でしっかり焼いてくれる。 テイクアウトだけでな
く、店内でも食べられ、ほかほかのたこ焼きにはタコブツ
もしっかり入っていて文句なしの美味しさ。 味付けはシン
プルな昔風の、学校帰りに寄り道で食べた味。 歴史も長
く常連客の来店が切れないくらいの人気店だ。

森巣橋を渡り、四貫島商店街一帯の
アーケードに入ると、中央の大きな交
差地点で目を引くのが新鮮な精肉が
ずらりと並んだガラスのショーケース。 
肉の牛若の歴史は長く、このあたり一
帯の家の台所を担ってきた規模の大
きな精肉店だ。 毎日17時からはタイ
ムサービスがあり買い物客で賑わう。

街に生きる
リノベ感覚の喫茶店
❽café Rocher
此花区四貫島1-9-9　☎06-7508-6293　
7:30-18:30（冬期は～18：00）　木曜休

此花の台所はここにお任せ！
❼肉のグリーン牛若
此花区四貫島1-5-24（四貫島商店街内）　☎06-6461-0019
9:00-19:00　水曜休（お盆と年始も休）

ゼネコン発祥の地の名建築

❹旧鴻池本店
此花区伝法4-3-55 　☎および見学は非公開

17世紀後半より廻船業を営んで
いた鴻池家の一族の鴻池忠治郎
は、明治に入り土木や建設の仕事
に携わるようになり、今で言うゼネ

コンの創業者となった。 その町家形式の鴻池忠治郎
の旧宅と、レトロな洋風建築の旧本店が、伝法地区の
繁栄の歴史を今に伝えている。 明治43年（1910）築。 
白いモルタル壁と赤と白のタイルで構成された線が横
に走り、日本におけるウイーン分離派初期の作品と言
われている。 残念ながら内部は非公開。

43号線を渡り、線路の下の細い場
所を抜けて駅の東に歩くと、宝泉
寺と並んでいるのが、澪標住吉神社である。 なにわの
シンボル、水路の標識である澪標は遣唐使の航路の
安全を祈願し、延暦23年（804）に建てられたのが始
まりと言う。 境内前の道を挟んで鴻池組の旧本店が
見える。 ゆかりの深い鴻池組創業者らの名前の刻ま
れた鳥居などに、篤い信仰が奉じられた歴史が伺える。

大阪市でたぶん唯一の
漁協のある伝法港では、
堤防に描かれた
地元の小学生による壁画が
目を楽しませてくれる。

市民共済のよんどこ担当者が、
マップ片手に歩いてみました。 
詳細はフェイスブックにて！

小さな社ではあるが、
欄間に立派な猿の彫刻が
あるのが見どころ。
この地に昔、申（さる）村と言う
地名があったところから
名付けられた。
付近に庚申湯銭湯もある。

澪標に航路の安全を祈願

❸澪標住吉神社
此花区伝法3-1-6
☎06-6461-0775　参拝自由

みおつくし

こうのいけ

川施餓鬼に見る浪速の伝統行事

❷正蓮寺
此花区伝法6-4-4 　☎06-6461-2845　参拝自由

しょうれんじ

か わ せ がき

ほ ん ざ んもとまや でんぽうざんさいねんじ

秀吉ゆかりの鴉の伝承の神社

❺本宮鴉宮
此花区伝法2-10-18 　☎06-6461-3592　参拝自由

からすのみや

ロシェ

安治川の下を通る
全長約81mの川底トンネル。
トンネルまではエレベータ
（もしくは階段）で地下に降りて、
川底の地下道を通って反対側へ。
地元民にとっては、大切な
生活道路ならぬ生活トンネル。

文化教室や式典など、地域の人たちが
幅広く利用している。外観の丸い部分は
汽車をモチーフにしているとか!?
市民共済の窓口もあり。

昔の伝法川の河口で、
諸国船舶が入港して賑わっていたが、
元禄年間、安治川の開削により
入港は少なくなる。
戦後のジェーン台風で大被害を受けて
伝法川が埋め立てられ一部が漁港となり、
昭和39年(1964)水門が設けられた。

此花区西九条
案内人／弘津興太郎

此花区

伝法

千鳥橋

西九条
西九条

安治川口

此花図書館

此花会館
梅香殿

市民共済お客様窓口
此花会館梅香殿　此花区西九条5-4-24　
毎週火曜　14:00～16:00
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