
「大阪名所 じっくりMAP」 大阪市の無形民俗文化財に指定された
「砂持の神事」
❼菅原天満宮 
東淀川区菅原2-3-27　☎06-6328-1882　参拝自由

菅原道真が淀川を下りこの地に上陸した際、堤から東を眺
めて京への名残を惜しんだとされる場所に建つ。 天保の頃
の代官、築山蔵左門（ちくざんぞうざえもん）が、「堤防崩壊
禁止令」として堤防の盛り土を命じたことに由来する「砂持
の神事」が有名。 砂の運び手は隣接する幼稚園の園児たち
がつとめており、砂がたっぷり入った両天秤を持って石段を
登っていく姿は、神 し々くも愛らしい。 毎年10月25日に開催。

明治の頃は19,000坪の敷地を有した名社
❹中島惣社 
東淀川区東中島4-9-41　☎06-6322-9929　参拝自由

弥生式土器が多数発見されるなど、創建は白雉2年
（651）と古く孝徳天皇が難波長柄豊碕に遷都した頃。 豊
臣家が崇信していたという記録が残っているが、古文書な
どは大坂の陣で消失。 現在の社殿は戦後に立て直された
もの。 中島郷48村
の親宮であることか
ら「惣（総）社」とされ、
明治末期に近隣の
神社を数多く合祀。 
当時は19,000坪ほ
どの境内を持つ大
神社だったそうだ。

淀川の治水の歴史
淀川は縄文時代は海の底、中世は無数の川が縦横
無尽に流れていて、洪水が日常的に起こっていた。 
その後、豊臣秀吉が河川改修工事に取り組み、淀
川の原形が誕生。 しかし明治時代になって大洪
水が相次ぎ、明治29年
（1896）に「淀川改良工
事」が行われ、ほぼ直線
的な現在の淀川の流れ
が整ったそうだ。

なかなかお目にかかれないお宝がぎっしり
❽アジア図書館 
東淀川区淡路5-2-17　☎06-6321-1839
10:30～18:30　月曜、祝日休（その他長期休館有）
入会金2,000円、年会費3,000円、一日閲覧500円

多様なアジア文化と出会い、学ぶため、36年前に開
館した民間の図書館で蔵書は何と50万冊にも及ぶ。 
アジア各地の言語で書かれた書物や辞書、漫画など、
おびただしい種類の本が手作りの本棚にぎっしり陳列。 
公営の図書館では置かれていないような貴重な本も
あるので時間をか
けて探してみよう。 
また長年培ってき
たネットワークを
活かした語学教
室なども開催（詳
しくはHPまで）。

研修・講演会・音楽練習など多目的に使える
❺大阪市立青少年センター　
　KOKO PLAZA 
東淀川区東中島1-13-13　☎06-6370-5421
9:00～22:00　第3水曜休（祝日の場合は振替）

舞台発表などの小ホールから会議室、音楽練習、レコー
ディングなど、様 な々目的で利用が可能な10階建ての巨大
施設。 9～10階は「新大阪ユースホステル」になっていて
宿泊ができる。 貸室としての利用はもちろん、参加可能な
イベントも開催。1Fには、
山形豚を使ったハンバー
グが人気の「 K O K O  
CAFE」もあり、ふらりと
立ち寄っても使えそう。 
イベント情報などはHPで
チェックしてみよう。

柴島という地名の
元となった言い伝えが
❻柴島神社 
東淀川区柴島3-7-30　
☎06-6322-6609　参拝自由

貞永元年（1232）この地域が大洪水に襲われ、高台に避
難していたところ、柴に乗った小社が漂着。 その夜に里長
の夢に老翁が現れ、「我らを祀ればこの地は平安になる。 
地名は柴島と名付けるのがよかろう」と言い残した。 以来、

水害に悩まされることはなく
なったという伝説が残る。 淀川
改修工事により、明治34年
（1901）現在の場所に移転。 
境内には、古くから界隈で盛ん
だった「柴島晒（さらし）ゆかり
の地」の碑が残る。

陸の玄関口にひしめく
ナニワの味の集合体
❷新なにわ大食堂
☎06-6221-3535（京阪ザ・ストア）

地下鉄新大阪駅北改札口
と直結する駅ナカ飲食・物
販施設。 店と店の間の仕
切りはなく開放的で気軽
に楽しめる雰囲気ながら、
大阪を代表する店々が並
ぶのが嬉しいところ。

BELLOTA＋
ベジョータ マス 
☎06-4866-6988
ランチ10:00～15:00、
ディナー15:00～23:00

イベリコ豚の中でもドングリ
のみを食べたものに限られ
る「ベジョータ」という黒豚の
うち、片足の重さ9kg以上、熟成期間は42ヶ月以
上のものだけを使用する専門店。 しっとりとした口
当たりとまろやかで濃厚な脂の旨味が特徴。

魚屋スタンドふじ 
☎06-6151-9444　10:00～23:00

市場から新鮮な魚介を仕入れ
るのは1日2回というだけあっ
て、いつ訪れてもプリプリでツ
ヤツヤのお造りが食べられる。 
3段重ねの器が登場するだけ
でワクワクし、さらに器を開け
ると驚嘆の声が上がることも。
昼のお造り定食はこのボ
リュームで950円。

大阪の水がめを訪ね、
当たり前の凄みを知る
❶柴島浄水場／水道記念館
東淀川区柴島1-3-14／東淀川区柴島1-3-1　
☎06-6320-2874（大阪市水道局総務課）

明治時代に大阪で「コレラ」が大流行したことに加
え、「新町焼け」と呼ばれる大火事が発生したことか
ら、都島区桜ノ宮に日本で4番目の水道が誕生した。 
その後、大阪市の人口が増加し供給が追いつかなく
なったため、大正3年（1914）に当時は東洋一とも言
われた柴島浄水場が開設された。 現在は甲子園球
場約12個分の敷地で、供給量は1日最大118万ト
ン、安心・安全な水を提供するための水質検査の項
目は200種類以上で、まさしく大阪の水を支える屋台
骨だ。 淀川から水を汲み上げて飲料水になるまでの
行程は、事前に申し込みをすれば見学可能（2名以
上、無料）。 当たり前のように飲まれて
いる水道水が、いかに複雑で繊細な行
程を経ているのかを知れば、水の大切
さが実感できる。 また、国の登録有形文
化財にも指定されている水道記念館は
現在リニューアル中。 2017年10月以
降に新たに「学び」の視点を追加した学
習施設として開館予定。

※料金はすべて税込みとなります。

洪水からこの地を救った英雄が祀られる
❸さいの木神社 
淀川区西中島7-7　参拝自由

江戸時代、度々洪水
に見舞われていた
この界隈。 何とかし
ようと3人の庄屋が
立ち上がり幕府に
直訴するも許可が
下りず、無許可で、
しかも私財を投げ
打って工事に乗り出
す。 それで完成したのが東淀川区から此花区まで続いた
中島大水道だ。 しかし禁を犯した3人は、その責任を負って
「細目木（さいのき）」と呼ばれていたこの場所で自決。 今は
ビル街の片隅にひっそりと眠る。

〈第11回〉 淀川、治水の歴史と菅原道真ゆかりの地

―淡路～柴島―

中島大水道は、江戸時代に
排水に悩む農民が自力で掘った
排水路で、明治32年（1899）の
淀川改修まで使われていた

知って
ました

!？

カリッ、サクッ！の黒糖風味の揚げまんじゅう
❾英華堂 菅原本店
東淀川区菅原7-5-7　☎06-6329-5668
9:30～17:30（日・祝は～17:00）　無休

気鋭のつけ麺専門店のセカンドブランド
10フェニックスの涙
東淀川区菅原3-18-14　☎06-6459-9390
11:30～15:00、18:00～23:00　無休

地元の和菓子屋「英華
堂」が、大阪一円で人気
を博すようになったのは
「大阪華かりん」の誕生
から。 今ではイベントな
どで出店すると売り切れ
御免の人気商品だ。 油

で揚げてあるので外側はカリッと。 しかし噛み締める
と柔らかく、優しい甘みの餡の風味が口の中に広がる。 
かわいらしくて食べやすいひと口サイズもヒットの要
因。 写真は、大阪華かりん「こしあん」とスイートポテ
ト餡の「スイポかりん」（6個入り702円～）。

地元で愛される庶民派イタリアン
11とんがらし
東淀川区東淡路4-18-16 淡路ハニービル1F　
☎06-6322-2016
11:30～14:00、18:00～22:30　火曜、第3月曜休

親子２代、淡路エリアで約30年続くイタリアンレスト
ラン。 厳選された食材を丁寧に手作りし、リーズナブ
ルだけど本格的なイタリアンとして地元民に定評の
あるお店だ。 「お客様に少しでも満足してもらえるよ
うに」と、ひとつひとつの料理はどれもボリューム満
点。 人気のAランチ（写真、1,404円）は、アンティパ
スト5種盛りとサラダに加え、具材がたっぷり入った

パスタが並ぶ。

西中島の人気店「時屋」の姉妹店として2017年2月
にオープン。 無化調、自家製麺、食材に対する愛情な
どのこだわりは本店そのままに。 加えて、全粒粉を麺
に使用したり独自メニューを増やすなどオリジナリティ
も垣間見える。 写真は、高火力で一気に豚骨を炊き
上げたダシが自慢の濃厚パイタンつけ麺（880円）。
暴れるように口中を通り抜けるブリブリの麺にガッツリ
と濃いめのダシがしっかり絡み、感動的な旨さ。

濃厚パイタンつけ麺（���円）

菅原道真

砂持の神事

水道記念館

対岸の河川敷からは
スカイビルなどキタの
高層ビル群が見える

「よいしょ、よいしょ」
砂持の神事では
子どもたちが大活躍！

全長約1,400ｍの有料道路。
通行料が100円だったので
「100円橋」とも呼ばれていたが、
今は無料に

柴島で盛んだった「柴島晒」。
淀川河川敷に布木綿を晒す様は
「浪花百景」にも描かれている
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