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第 32 回 淀川神社と与謝蕪村像 

筆者：林 久治（記載：2017 年４月４日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 
私は、本年の３月 19 日から３月 31 日まで大阪・北千里の息子宅に滞在した。そ

の間、私は運動を兼ねて、近畿地方の神社仏閣を参詣した。今年の桜は、日本中で

遅れている。予想では、東京の開花は３月２１日で満開は４月２日となっていた。

大阪の開花は４月１日で満開は４月９日の予想であった。そこで、桜散策を諦め、

29 日には大阪銅像の探索を行った。 

ヒロ男爵のサイトには「銅像指名手配」の項目があり、その大阪欄には次の銅像

が記載されている。与謝蕪村（淀川神社）、五代友厚（大阪市立大学）、やしきた

かじん（大阪・北新地・、2014/10 建立予定/計画とん挫？)、保田佐久三（大阪府

松原市）、役小角（大阪府箕面市）、科学と工業の先覚者（１１名：大阪府門真市

松下電工本社前広場/事前の見学許可要）。 

五代友厚像と役小角像は各地に沢山あるので、今回は探索をしなかった。「たか

じん像」は立ち消えのようである。門真市にあるパナソニック本社には、「松下幸

之助歴史館」がある。ここに電話して先覚者像の見学を依頼してみた。しかし、電

話口の男性にけんもほろろに断られたので、私は腹が立って「決して行ってやるま

い」と思った。 

 

図１．淀川神社付近

の地図 

今回の道順 

① 天神橋六丁目駅 

↓ 

② 天神橋八丁目 

交差点 

↓ 

③毛馬橋 

↓ 

④淀川神社 

↓ 

⑤りくろーおじさん

の店 

↓ 

⑥淀川天神社 

 

１）のサイト/mより

本地図を拝借 

① 

② 

③ 
④ 

淀川（旧・中津川） 

旧淀川 
⑤ 

⑥ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://tyamaboushi.web.fc2.com/2009/090522kema_yodogawa.htm
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結局、この日に探索したのは、与謝蕪村像と保田佐久三像であった。今回は、蕪

村像探索の紀行文を書く。次回は、佐久三像の記事を書く予定である。 

 

（２）淀川神社の位置 

地図で調べると、与謝蕪村像のある淀川神社は、大阪市都島区毛馬町の旧淀川に

架かる毛馬橋の傍にある。なお、淀川神社の紹介は、２）のサイト/が詳しい。当日、

淀川神社に行った経路を図１に示す。天神橋六丁目駅（図１の①）より淀川神社

（図１の④）までは市バスが運行しているようである。しかし、道が渋滞している

ので、私はこの間を歩いた。約 20 分の歩行であった。 

図１からも分かるように、現在の淀川本流は「毛馬閘門」から西に流れている。

13 回の記事/fで書いたように、明治中期までの淀川本流は現在の旧淀川であった

（図２を参照）。1896 年に、中津川を広げて直線化する工事が完成し、淀川本流は

旧中津川となり、「毛馬閘門」を建設して大阪市内に流入する水量を調節するよう

になった。この工事により、大阪市内の洪水を防止することが可能になった。 

 
図２．淀川の古地図（「河絵図」 寛政９年 1797 年） 

３）のサイト/lより借用。 

https://www.yodogawa-jinja.com/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-13.pdf
http://katuozi.blogspot.jp/2012/02/httpatamatote.html
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（３）淀川神社の由緒 

「ウィキペディア」によれば、淀川神社の由緒は次の通りである。 

当地には十五神社と八幡神社があったが、ともに創建年代は不明である。平安時代初期

に「毛志馬」（図２では、毛馬）や「鞆淵」（図２では、友淵）などの地名が見られるこ

とから、その頃から氏神社として祀られたものではないかとされる。当時、淀川河口の海

賊を取り締まる為の役人が当地に配備され、彼らによって全国に名高い 15 柱の神々を祀

った事から「十五神社」と呼ばれるようになったと伝えられている。1909 年、政府の命令

により、旧十五神社は都島区の櫻宮に、旧八幡神社は旭区の大宮神社にそれぞれ合祀され

た。それ以来、式神がいなくなった両地域の住民から神社の復興を求める声が高まり、

1953 年、社殿のみ残されていた旧十五神社の境内を利用して毛馬町、大東町、友渕町の総

鎮守として淀川神社が再建された。 

淀川神社は、全国で名高い以下の 15 柱を祭神としている。天照皇大神、八幡大神、住

吉大神、賀茂大神、廣田大神、松尾大神、熊野大神、稲荷大神、三十川大神、春日大神、

白山大神、大原野大神、子守大神、布留大神、および生野大神。 

当社の本殿前には江戸時代の俳人、与謝蕪村の銅像がある。蕪村は毛馬村の有力者の家

の生まれで、20 歳になる前に村を出た。その後は江戸や京都に移り住み、一度も故郷に帰

る事は無かったが、晩年、毛馬に帰省する少女を描いた俳詩「春風馬提曲」を作り、その

中で「春風や 堤長ごうして 家遠し」という俳句を詠んでいる。当社の蕪村像は大阪文化

の活性化を目指す NPO 法人により蕪村の生誕 300 年記念事業の一つとして発案され、神社

との協力の元で設置。2016 年 1 月 23 日に除幕式が開かれた。銅像は高さ約 65 センチ、幅

約 70 センチである。 

（４）淀川神社参詣と蕪村像拝観 

 ３月 29 日に、私（林）は図１に示したように、天神橋六丁目駅から淀川神社まで

歩いて行った。途中の道は、住宅と工場が混在した殺風景な街並みであった。大川

（旧淀川）に架かる毛馬橋を渡ると、右側の道端に淀川神社がすぐに見えた。予想

外に小さな神社であった（図３を参照）。 

 
図３．淀川神社の全景 
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図４．上：淀川神社本殿、 下：本殿に掲示された御祭神のリスト。 

 

図４上には淀川神社本殿を、 図４下には本殿に掲示された御祭神のリストを示

す。御祭神が 15 柱もおられることには驚きであった。しかし、私には日本人の神々

に対する大らかさが感じられて、微笑ましく思った。当地は淀川を通行する各地の

船舶を監視する役所があったそうで、そのために全国の有名な神々を祀る神社があ

れば便利であったのであろう。 
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図５．上：与謝蕪村像の全景、下左：蕪村像の上部、下右：台座側面の銘板 

 

 本殿に向かって左側に、与謝蕪村像があった。その写真を図５に示す。本像は、

2016 年１月 23 日の除幕で建立は新しいが、ネット上では多く紹介されている。除

幕式の詳細は、２）のサイト/に記載されている。淀川神社の境内は狭く、蕪村像の

向かいに小さな稲荷神社があるが、本稿では省略する。 

https://www.yodogawa-jinja.com/
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（５）毛馬橋と毛馬閘門 

 私は淀川神社に行く前に、毛馬橋を渡った。毛馬橋は大川（旧淀川）に架かる橋

で、橋の南側は何の変哲もない河川風景であったが、北側には毛馬閘門が見えた。

その写真を図６に示す。本稿の（２）節で記載したように、1896 年の淀川改修後は、

淀川本流は毛馬閘門の北側（閘門の向こう側）を流れるようになった。 

 

 
図６．毛馬橋から見た大川と毛馬閘門 

 

 毛馬橋には、次のような橋の由来が記載された石碑が建っている。 
毛馬橋之碑 

毛馬は俳人与謝蕪村の出身地として知られ、当地で青年期を過ごした蕪村は、晩年の作品

春風馬堤曲に、のどかな往時の風景を詠んでいる。毛馬の名の由来は、はっきりとはしな

いが、遠い昔この地が草の生え茂る淀川河口洲で、地上に生じる草木を一般に毛ともよび、

川洲の一つを毛志馬（けじま）と名づけられ、これを縮めて毛馬となったとする一説があ

る。昔この地は毛馬の渡しがあり、水上は名物の田楽餅、酒？汁などを売る煮売船で賑わ

っていた。 

大正３年（1914）に初めて木橋が架橋され、昭和 35 年に永久橋化され、その後昭和 44

年・54 年の拡幅工事を経て現在に至っている。南は中之島公園、北は万博公園に至る大阪

吹田自転車道の整備が行われ毛馬桜宮公園と共に、大阪市民の憩いの場となっている。 

平成７年３月 大阪市 
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（６）りくろーおじさんの店 

 
 

 
図７．上：「りくろーおじさんの店」の北区長柄店、下：当店名物のチーズケーキ 

 

 淀川神社からの帰りは、図１の矢印で示すように、「天満橋筋」を通った。「長

柄東交差点」を左に曲がって直ぐの場所（大阪市北区長柄東 2-8-36）に、「りくろ

ーおじさんの店」の北区長柄店があった。４）のサイト/が本店の公式サイトである。 

最近の大阪では、「りくろーおじさんのチーズケーキ」が評判になっているよう

だ。私も食べて見たが、中身の柔らかいチーズの食感が快い。なによりも、６号

（18ｃｍ）１ケで 685 円という安価が信じ難い。（なお、図７下の写真における価

http://www.rikuro.co.jp/
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格は旧価格であろう。）当店は大阪府内のみに 11 店舗があり、各店舗に併設された

キッチンで 1回に 12 個ずつ 1日に何回も焼き上げられている。客は行列をなして焼

き上げを待っている盛況である。ＪＲ新大阪駅中央出口にも、当店の店舗がある。

ただし、ここのチーズケーキは、消費期限が冷蔵で 3日なので、全国に発送するこ

とは出来ない。 

 ４）のサイト/によれば、このような独特のチーズケーキを考案した西村陸郎さん

（1933-2007）の経歴は次の通りである。 
昭和 8 年 3 月に兵庫県淡路島の山村に生まれる。 16 歳のときに大阪の菓子問屋「銭屋

本舗」に奉公するが、和洋菓子の技術習得を目的に 2 年足らずで村上製菓に再就職する。

23 歳で独立。昭和 31 年に千鳥屋を創業。昭和 59 年、北加賀屋店の開店と同時に発売した

焼きたてチーズケーキの焼印として「りくろーマーク」が誕生。平成元年 1 月になんば本

店を開設。その後店名を「りくろーおじさんの店」に統一する。社運を賭けて取り組んだ、

焼きたてチーズケーキは「りくろーおじさんの店」の看板商品として多くのファンをもつ。

大阪市内に 11 店の直営店を経営する、リクロー株式会社の創業者。  

 

（７）淀川天神社 

図１の⑥地点に、淀川天神社があった。その写真を図８に示す。５）のサイト/6

に、当社の由緒が詳しく記載されている。 

 
図８．淀川天神社（場所は、図１の⑥地点） 

 

 ５）のサイト/6は、淀川天神社の由緒を次のように記載している。 
このあたりは、今でこそ長柄東、中、西と東西に三分割されてますが、かつては（長柄

は）南北にわかれ、そのすぐ南に国分寺村がありました（図２を参照）。で、淀川天神社

は、国分寺村の氏神さんです。というわけで、この近辺には、長柄八幡宮、南長柄八幡宮、

http://www.rikuro.co.jp/
http://kita-ku.jugem.jp/?eid=206
http://kita-ku.jugem.jp/?eid=206
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淀川天神社と、狭い地域なのにもかかわらず、ちゃんと村々に氏神さんが祀られている、

なかなか文明の発達した地域だったということがわかります。 

いつごろ建立された寺院なのかはよくわかってないのだけれども、江戸中期に発行され

た「浪華往古圓」によると、その時点ですでに古い神社であるという認識があったようで

す。石碑には、天平 10 年（738 年）、行基がこの地を訪れた際に開拓の守護神として天穂

日命を祀り、天神社と称した、とあります。 

明治末期、行政主導による神社合祀、つまり統廃合の嵐が吹き荒れ、各地で村の氏神さ

んが失われていき、この淀川天神社も統廃合される運命にあったのですが、地元の人々の

熱心な反対運動により、近隣の神社に合祀されることなく存続。それどころか、ずっと南

の砂原屋敷の稲荷を取り込んで末社にしてしまったというので、当時の地元の人々の、こ

の神社への執着はかなり強いみたいです。 

なお、現在の神殿（瓦葺流造）は、明治 43 年に中島村（東淀川区）の神社神殿を買い

受け建て替えたもので、享保年間の社殿と推察されています。古い建造物としては、裏門

の鳥居（明治末期まで表門）、明和・寛政年間の石燈籠、宝暦 5 年の木造彩色狛犬、文化

8 年の石狛犬などがある、と。空襲で焼けなかったのだな。 

 

（８）戦前の天神橋駅 

 本稿の容量が少し余っているので、蛇足として戦前の天神橋駅を紹介しよう。戦

前の駅ビルの写真を図９に示す。現在は、この地に「天神橋六丁目駅」（図１の

①）があり、阪急・千里線と地下鉄・堺筋線が相互乗り入れをしている。しかし、

地下鉄が出来る前には、ここに「阪急・天神橋駅」があり、一時は大阪－京都間の

阪急のターミナル駅であった。その当時は、駅前には路面電車の路線が縦横に走っ

ており、大阪市内への交通も便利であった。なお、天神橋駅の紹介は、６）のサイ

ト/2が優れている。 

 
図９．戦前の天神橋駅（写真は、６）のサイト/2より拝借。） 

 

 「ウィキペディア」を参考にして、天神橋駅の概要を以下に紹介する。 
 1925 年 10 月 17 日、 新京阪鉄道が大阪側のターミナルとして天神橋駅を置いた。これ

が現在の天神橋筋六丁目駅の直接のルーツである。翌年地上 7 階建ての駅ビルが完成する

が、この駅ビルはアメリカのパシフィック電鉄の駅をモデルにしたものと言われ、日本に

おけるターミナルビルの先駆として名高い。プラットホームはビルの 2 階部にあり、櫛型

のホーム 5 面と軌道 4 線を備えていた。駅の 3・4 階には「新京阪マーケット」が入って

おり、安さと品揃えの良さで人気を集めた。このほか、5・6 階に新京阪の本社、7 階に新

http://k-conny.blog.so-net.ne.jp/2011-07-12
http://k-conny.blog.so-net.ne.jp/2011-07-12
http://k-conny.blog.so-net.ne.jp/2011-07-12
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E4%BA%AC%E9%98%AA%E9%89%84%E9%81%93
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京阪会館と北大阪倶楽部が入居しており、新京阪が京阪に合併されると、阪急に戦時統合

されるまで当駅に京阪の本社事務所が置かれた。 

新京阪のターミナルであったことから、戦前には特急や急行はその多くが当駅発着であ

った。新京阪鉄道では、車両は当時の最高水準を実現していた。最速の「超特急」で天神

橋-京阪京都間を 34 分（表定速度 75.3km/h：途中停車駅は淡路のみ）で結んだ。また国鉄

東海道本線の特急「燕」を並行区間で追い抜いたという逸話で知られる。新京阪鉄道の沿

線は人口過疎地域であったため、都市間輸送に専念するしか乗客獲得が見込めなかったこ

とが、このような高性能電車を生む結果となった。 

戦時中に新京阪が阪急と統合され京阪神急行電鉄となったのち、戦後 1950 年に特急が

復活した時は当駅発着であったものの、1956 年以降はすべて梅田駅発着となり、当駅に発

着するのは普通列車のみとなった 1970 年の大阪万博開催に備えて堺筋線が建設され、千

里線と相互直通運転を行うことになった。地下化後、駅ビルは改装され天六阪急ビルとな

って存続し駅のホーム跡もはっきりと認めることができたが、再開発計画に伴い 2010 年

に取り壊された。 

なお、1931 年 3 月 31 日、新京阪鉄道が西院駅から四条大宮（京阪京都）駅まで

延伸した。四条大宮- 西院間は、日本国内では宮城電気鉄道仙台駅（1925 年開業：

現在の JR 仙石線仙台駅にあたるが別位置）、東京地下鉄道（1927 年開業：現在の

東京メトロ銀座線）に次ぐ、近畿初の地下線であった。現在の大阪‐京都間の電車

の所要時間と料金は次の通りである。ＪＲの新快速は 30 分で快速は 40 分で 560 円、

阪急・梅田‐四條河原町は 43 分で 400 円、京阪・淀屋橋－祇園四条は 50 分で 410

円である。これらのデーターから、戦前の大阪の私鉄は、現在と殆ど同じ水準であ

ったことが分かる。 

 
図 10. 1931 年の新京阪電車沿線案内図（６）のサイト/2より拝借。） 

 

 次回は、大阪府松原市の保田佐久三像、阿保神社、西徳寺を紹介する予定である。 
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３）のサイト：http://katuozi.blogspot.jp/2012/02/httpatamatote.html 

４）のサイト：http://www.rikuro.co.jp/ 

５）のサイト：http://kita-ku.jugem.jp/?eid=206 

６）のサイト：http://k-conny.blog.so-net.ne.jp/2011-07-12 

 

天神橋駅 四條大宮駅 
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