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Random Walks （乱歩）：偏屈老人の気侭な紀行文 

第９回 河内湖のネット散歩（その３：野崎参りと片町線） 

筆者：林 久治 （記載：2016 年５月 16 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ました。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、最近、大阪湾の歴史を少々研究している。古代大阪湾の研究で、私は「日

下津」になぜか関心を持っています。そこで様々な歴史的な事件が起きています。

前々回（第７回/f）は、「神武東征」と「四條畷の戦い」を紹介しました。前回（第

８回/f）は、「三好長慶」と「大和川の付替え工事」を紹介しました。今回は、「野

崎参り」と「片町線」の紹介をしたいと思います。 
 
（２）野崎参り 
 私の小中学時代には、自宅にテレビがなかった。私はもっぱらラヂオを聞いてい

た。好きな番組は、「大相撲」、「落語」、「歌謡曲」などであった。その頃、

色々な歌謡曲を好きになったが、その一つが「野崎小唄」であった。この曲を一番

よく歌っていた歌手は、「東海林太郎」であった。子供の頃、私は「ショウジ・タ

ロウ」と「東海林太郎」は別人で、後者は「トウカイ・リンタロウ」だと思い込ん

でいた。東海林太郎はロイド眼鏡・燕尾服を着用し直立不動の姿勢で歌うという独

特の特徴があった。 

 

 

図１．昭和の名歌手 左：東海林太郎（1898-1972）、右：市丸（1906-1997）。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW7.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
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「野崎小唄」は彼の 1935 年におけるヒット曲の一つである。私の小中学時代は、

1948-1957 年であったが、彼の「野崎参り」はこの時代でもよく耳にした。 
「野崎参りは 屋形船でまいろ／どこを向いても 菜の花ざかり 
粋な日傘にゃ 蝶々もとまる ／呼んでみようか 土手の人」 

という一番の歌詞は、一幅の名絵を見るような、のどかな気分になり、東海林太郎

の端正な声も美しかった。東海林太郎の野崎小唄は、１）のサイト/cで動画を視聴

できます。 
 なお、「市丸」姐さんが歌う「野崎小唄」は、２）のサイト/Yで動画を視聴でき

ます。市丸は昭和期の芸者歌手で、江戸小歌中村派 17 世家元でもあり、その天賦の

美貌と美声が買われていた。二番と三番の歌詞も次に示す。 
「野崎参りは 屋形舟でまいろ／お染久松 せつない恋に 

  残る紅梅 久作屋敷／今もふらすか 春の雨」 

 「野崎参りは 屋形舟でまいろ／音に聞えた 観音ござる 
  お願かけよか 打たりょうか滝に／滝は白絹 法の水」 
 落語に関しては、私は上方落語は好きであるが、東京落語は好きになれない。上

方落語には、おおらかな諧謔を感じるが、東京落語には、人を見下した冷笑を感じ

る。（特に、私は林家三平の落語が嫌いである。）私が最も好きな上方落語の一つ

が「野崎参り」である。屋形船で行く参拝客と土手を歩く参拝客との掛け合いが、

底抜けて可笑しい。桂春団治（３代目：1930-2016）の「野崎参り」は、３）のサイ

ト/Aで動画を視聴できます。 
 「野崎参り」を表す典型的な絵を図２に示す。この絵は、「河内名所図会」の中

にある有名な「野崎参り」の絵（白黒の版画）を、現在風に色付けを施したもので

ある。 

 
図２．「野崎参り」の絵（本図は、 ４）のサイト/fから借用。） 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ojMb1huJBOc
https://www.youtube.com/watch?v=CtMpwEtmDtY
https://www.youtube.com/watch?v=POPSbHkNmeA
https://www.youtube.com/watch?v=POPSbHkNmeA
https://ja.wikipedia.org/wiki/1965%E5%B9%B4
http://www.rekisupo.com/image/event/pdf/rekiev.pdf
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河内名所図会は、1801 年 9 月に発行された六巻六冊の書物である。著者は秋里籬

嶋（生没年不詳であるが、1780 年に「都名所図会」を、1841 年に「京の水」を出版

している。）、画は丹羽桃渓（大坂の浮世絵師：1760-1822）である。本書は、河内

国十六郡を、およそ南から北にたどり、郡ごとに主として山川・地溝、名所旧跡・

寺社・陵墓等を対象に、しばしば古記・金石文の類を引用。詩歌、俳句を交えるな

どして現状・由来等を興味深く叙述し、さらに多数の見開き絵図を添えている。現

在、本書の復刻版をアマゾンで 8100 円で購入できる。 

私（林）は、子供時代から現在の老人時代までの半世紀以上の間、「野崎参り」

のことをすっかり忘れていた。今回、河内湖や日下津を研究し始めて、「野崎参

り」の舞台が日下津付近であったことに気付いた。江戸時代に大坂の町から、屋形

舟でのんびりと物見遊山を楽しむには、昔の河内湖の跡を辿るルートが適している。 
前回（第８回/f）に紹介したように、江戸時代の初期に大和川は付替えられて、昔

の河内湖は新田に開発された。しかし、水路は残っていたので、そこを屋形舟で生

駒山地の麓まで辿ったり、堤防をハイキングすることは、大坂町人の最も健全なレ

クリエーションの一つであった。 

「野崎参り」の行き先は、野崎観音である。「野崎観音」の通称で知られる「福

聚山慈眼寺」は、大阪府大東市野崎の生駒山地北部の中腹に位置し、境内からは大

阪平野を望むことができる。当寺は、天平勝宝年間（749-757 年）にインドから来

朝した婆羅門僧正が、行基に「野崎は釈迦が初めて仏法を説いた鹿野苑（サルナー

ト）に似ている」と語り、それを受けた行基が、白樺で十一面観音を刻んで当地に

安置したのが始まりと伝えられる。 

平安末期、「摂津の江口」（現在の大阪市東淀川区江口）は瀬戸内海から淀川に

入る船着場としてにぎわい、多くの遊女がいた。その中の一人、「江口の君」とい

う者が、ながのわずらいに苦しみ、大和の長谷観音に病気平癒の願をかけたところ、

河内の福聚山に参って病苦を免れるよう祈るがよいと教えられた。江口の君はさっ

そく慈眼寺に参り、七昼夜籠もって祈ると、たちまち難病が治った。よろこんだ江

口の君は感謝のため、堂于を再建した。そこで江口の君を中興の祖という。 

 

図３．「江口の君」の像 
この像（本図は、５）のサイト/lから借用）

は、「野崎観音」の「江口之君堂」に安置

されている。私は「一介の遊女が堂于を再

建出来たのであろうか？」との疑問を持っ

た。そこで、ネットで調べると、彼女はた

だの遊女ではなく、江口遊女の長者であっ

たようだ。「江口の君」のお蔭で、「野崎

観音」は「縁結び、子授け・安産、婦人病

などにご利益がある」との評判を得た。な

お、謡曲には「江口」という有名な題目が

ある。この謡曲の解説は、５）のサイト/lが
優れている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%90%8D%E6%89%80%E5%9B%B3%E4%BC%9A
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-8.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%88
http://www.harusan1925.net/1123.html
http://www.harusan1925.net/1123.html
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中世以後は戦乱により衰微し、特に 1565 年には三好義興・松永久秀の戦禍（東大

寺大仏殿の戦い）にかかり、本尊を除いて全焼した。1616 年に青厳和尚によって再

興され、1682 年に「野崎参り」が始まる。元禄・宝永年間（1688-1710 年）までに、

同行事が盛んになるにつれて、門前が繁栄するようになった。 

現在でも、５月初頭（1 日〜 8 日）に、「野崎参り」が盛大に行われている。野

崎参りは正しくは「無縁経法要」といい、有縁無縁のすべてのものに感謝のお経を

ささげる行事。期間中は JR 野崎駅より、お寺までの参道に露店が並び、さまざまな

イベントもあって全国各地からの参詣者で賑わっている。その他、野崎観音では年

間を通じて、色々な行事がある。例えば、江口の君の命日（４月 14 日）には、「江

口の君大祭」が行われ、年に一度の「江口の君像開帳」があり、君堂にて子授け、

病気平癒の祈願・祈祷が行われる。 

話題１：お染久松の恋物語 

1710 年正月 6日に、大坂板屋橋の南詰にあった油問屋で、丁稚の久松が主人の娘

染と刃で心中した事件があった。この事件は大坂で衝撃を与え、歌舞伎や人形浄瑠

璃で数多く演じられた。同年、近松門左衛門は「心中鬼門角」と題するお染と久松

との悲恋物語を書いた。1780 年には、道頓堀の竹本座で近松半二の「新版歌祭文」

と題した人形浄瑠璃が上演された。 
「新版歌祭文」の「野崎村の段」では、十歳で野崎村の久作に預けられた久松が

油屋に奉公しお染と知り合う。ところが久作の後妻には連れ子のお光がおり、彼女

を久松の嫁にすることで話が進展する。そこへ大阪からお染が観音参りにかこつけ

久松に会いに来た。久作はお染にことのしだいを話し、彼女もそれを了解した。久

松とお光は祝言をあげることになった。だが嫁の座についたお光が綿帽子をとって

みると、思いがけなく黒髪をぶっつりと断ち切り、しかも白無垢に袈裟までかけて

いる。お光は久松とお染の間柄を見抜いて、自分から身を引いたのだった。そこへ

お染の身を案じた油屋の女房が来て万事はめでたくおさまり、お染は母とともに船

で、久松は陸を駕籠で油屋へ帰っていく。 
以上は「上の巻」の荒筋で一見ハッピー・エンド風であるが、「下の巻」では一

転して悲恋物語となる。詳しくは、６）のサイト/lをご覧下さい。 
話題２：西行と江口の君（能の伝説と物語「西行」第五回より引用） 
西行（1118-1190）が江口の遊女の家に宿を借りたことは、撰集抄第九に、次のよ

うに出ている。 「過ぎぬる長月二十日あまりの頃、江口といふ所を過ぎ侍りしに、

家は南北の川にさしはさみ、心は旅人の往来の船を思ふ。遊女の有様いとあはれに

はかなきものを見立ちし程に、冬を待ち得ぬ村時雨の、さえくらし侍りしかば、賤

が伏屋にたち寄り、晴間待つ間をかり侍りしに、あるじの遊女許す気色の見えざり

しかば、何となく、 『世の中を厭ふまでこそかたからめ、かりの宿りを惜しむ君か

な』 とよみて侍りしかば、あるじの遊女うちわらひて、 『世をいとふ人とし聞けば

かりの宿に、心とむなと思ふばかりぞ』 と返して、急ぎ内に入り侍りき。ただ村雨

のほどの暫しの宿とせんとこそ思ひ侍りしに、この歌の面白さに、一夜のふしどと

し侍りき。この主の遊女、今は四十余りにもやなり侍らん、みめことがらさまもあ

てにやさしく侍りき。」  
 「撰集抄」とは、作者不詳の説話集で、作者を西行に仮託している。あたかも西

行が語り手として、自らの諸国行脚の途中見聞を記したかのような体裁をとり、西

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E7%BE%A9%E8%88%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B0%B8%E4%B9%85%E7%A7%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E6%AE%BF%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E6%AE%BF%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc16/uta/ajiwau/kosei/kosei_01.html
http://blog.livedoor.jp/kotonohaan/archives/1176521.html
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行が第一人称で名乗り出る場面もある。観阿弥（1333-1384）がこの説話を基にして、

謡曲「江口」を書いた。この謡曲の解説は、５）のサイト/lが優れている。 
 
（３）「野崎参り」の水路ルート 
 江戸時代と明治初期には、大坂は「水の都」と呼ばれ、交通は水運が中心であっ

た。物資の運搬や人々の往来は、船が主な手段であった。その時代、大坂の交通の

ターミナルは「八軒屋」（図４の①）であった。「八軒屋」から、京都に行く三十

石船や讃岐の金毘羅詣への船はここから出ていた。また、全国から船で大坂に来た

人々はここで降り、各所に赴いた。ここは熊野街道の起点にもなっていた。野崎参

りの屋形船も、ここから出発した。 

 

 

図４．野崎参りの水路ル

ート 
上図：寝屋川流域（８）

のサイト/lより借用。） 
下図：野崎駅前（９）の

サイト/lより借用。） 
① 八軒屋船着場を発つ。 
② 寝屋川に入る。 

③ 角堂浜を通る。 

④「谷田川浜」から谷田

川に入る。 

⑤「観音浜」に到着。 

⑥「野崎観音」に到着。 

① 

② 

③ 

③ 

④ 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑥ 

⑥ 

http://www.harusan1925.net/1123.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/seibi/neyakyogikai_01.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/seibi/neyakyogikai_01.html
http://daitouburari.web.fc2.com/rekisan/nozaki.html
http://daitouburari.web.fc2.com/rekisan/nozaki.html
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「野崎参り」の水路ルートを、以下に示す。（図４と合わせてご覧下さい。） 
①「八軒屋船着場」を出港。船は「大川」を少し溯る。 
②「寝屋川」に入る。ルートの大部分は寝屋川の遡行。春には、両岸は菜の花畑。 

③「角堂浜」は恩智川との分岐点で、大いに賑わった。「住道」地名の由来。 

④「谷田川浜」から谷田川に入る。 

⑤船は「観音浜」に到着。ここで船を降り、歩いて「野崎観音」（⑥）に行く。 

 「野崎参り」の水路ルートは、江戸時代から明治初期にかけて大いに賑わった。

これに目を付けた「浪速鉄道」は、1895 年８月 22 日に「片町線」（片町駅－四条

畷駅：12.98ｋｍ）を開業した。その結果、水路ルートは衰退した。 

  
図５．野崎参りの水路ルートの要所 左：「八軒屋船着場」（図４の①）、 

右：「角堂浜」（図４の③）。 
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図６．野崎参りの水路ルートの要所 左：「観音浜」（図４の⑤）、右：「野崎観

音」（図４の⑥）。 

 

（４）片町線の歴史 

 片町線の歴史を wikipedia を参考にして、簡潔にまとめた。 

1895 年 8 月 22 日：浪速鉄道により片町駅 - 四条畷駅間（12.98km）が開業。全線

単線。片町駅・放出駅・徳庵駅・住道駅・四条畷駅が開業（図７を参照）。 

1897 年 2 月 9 日：浪速鉄道が関西鉄道に路線を譲渡。 

1898 年 9 月 16 日：木津駅まで延伸開業し、現在の奈良線である奈良鉄道線に接続。 

1899 年 5 月 15 日：野崎仮停車場が開業。 

 
図７．片町線の路線図 交通公社時刻表（1980 年 10 月号）より 

住道 

野崎 

四条畷 
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1907 年 10 月 1 日：関西鉄道が国有化される。 

1932 年 12 月 1 日：四条畷駅 - 片町駅間が関西の国電区間では初めて電化された。 

1987 年 4 月 1 日：国鉄民営化により、西日本旅客鉄道株式会社（JR 西日本）となる。 

1988 年 3 月 13 日：学研都市線の愛称使用開始。快速列車が運転開始。 

1989 年 3 月 11 日：木津駅 - 長尾駅間が電化され、片町線の全区間が電車で運転。 

1997 年 3 月 8 日：JR 東西線が開業。福知山線（JR 宝塚線）・東海道本線（JR 神戸

線）との直通運転を開始。同時に京橋駅 - 片町駅間が廃止された。正式な線名とし

ては、「片町線」が残っている。 

2005 年 4 月 25 日：「JR 福知山線脱線事故」が発生。 

 「JR 福知山線脱線事故」とは、2005 年 4 月 25 日午前 9時 18 分頃、宝塚発 JR 東

西線・片町線（学研都市線）経由同志社前行き上り快速列車（７両編成）が、福知

山線塚口駅 - 尼崎駅間の右カーブ区間で、5両が脱線し、先頭の 2両が線路脇の分

譲マンション「エフュージョン尼崎」に激突。先頭車は 1階ピロティ部の駐車場へ

突入、2両目はマンション外壁へぶつかり、外壁にへばりつく様な状態で原形をと

どめない程に大破した。 

 近隣住民および下り列車に対しての二次的被害は免れたものの、直接的な事故の

犠牲者は死者 107 名（当該列車の運転士１名を含む）、負傷者 562 名を出す未曾有

の大惨事となった。学研都市線には大学が多く、多くの学生が被害に遭った。学研

都市線には「同志社前」という駅があり、同志社大学では 3名の学生が亡くなり 34

人の学生が負傷した。 

 
引用したサイト 
１）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=ojMb1huJBOc 
２）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=CtMpwEtmDtY 
３）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=POPSbHkNmeA 
４）のサイト：http://www.rekisupo.com/image/event/pdf/rekiev.pdf 
５）のサイト：http://www.harusan1925.net/1123.html 
６）のサイト：http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc16/uta/ajiwau/kosei/kosei_01.html 

７）のサイト：能の伝説と物語「西行」第五回 
８）のサイト：http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/seibi/neyakyogikai_01.html 
９）のサイト：http://daitouburari.web.fc2.com/rekisan/nozaki.html 
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