
Ⅳ「千日前地区」について

 １．「千日前」について 　千日前一丁目・千日前二丁目。 

・道頓堀の南東に位置し、演芸場や映画館などがある歓楽街で、道頓堀と同様、外国人を含

む観光客の人気スポットになっている。
・その名は、西側にある「法善寺」で千日念仏回向が行われていたことから ”千日寺” と呼ば
れており、その門前であることに由来している。 

・かっては、近郊農村地である西成郡難波村と西高津村の一部であり、”大坂の陣” のあと、
市内にあった墓地の整理が行われた際、”大坂七墓”の一つとして 「千日墓地」 と呼ばれる
大規模な墓地がこの地に設置され、刑場・焼き場も併設された。
・その後、元禄１５年（1702）に玉造の伏見坂町の東半が大坂代官の玉造口組屋敷地として
接収されたため、その代替地として道頓堀南東の西高津村領内が与えられて、元伏見坂町
が形成された。

ここに茶屋や見世物小屋が集まって賑わいを見せ、「坂町」と称する”南地五花街”の一つに
数えられるようになった。その後、坂町および南隣の難波新地1丁目は、天保の改革の際に
歌舞伎と浄瑠璃に携わる者の居住区にも指定されている。
・明治４５年（1912）１月に発生した”ミナミの大火”（難波新地四丁目の”百草湯”の火の粉が原

因）によって一帯が焼失し、遊郭も移転したが、これを機に「千日前通り」が整備されて市電

通りとなり、大正３年（1914）、焼け跡に一大娯楽センターの「楽天地」が建設されると、周辺
に映画館・演芸場が進出して、娯楽の街へと変貌していった。 戦災で再び焼け野原と化した

が、戦後、いち早く演芸街・飲食店街として復興を果たし、現在の歓楽街へと発展してきた。

「千日前通り」と地下街「なんばウォーク」

・大正橋交差点（大正通）から新深江交差点（内環状線）まで東西約７．２kmの幹線道路。
・明治４５年（1912）の”ミナミの大火”による焼け跡の利用および幸町の南を東西に流れて
いた桜川の埋立によって、大正３年（1914）に大阪市電九条高津線東線（新川～上本町６
丁目。昭和４４年廃止）が通る幅員１２間（約２２m）の道路として誕生した。

その後、昭和４５年（1970）には万博関連事業の一環として､大正橋東詰～上本町６交差点
間が一部を除いて幅員５０m（片側５車線・中央分離帯）に拡幅されたが、この拡幅にあた
っては、北側がかなりセット・バックされている。
・昭和４５年３月には、大阪メトロ（地下鉄）千日前線が新深江～野田阪神間で開通し、あ
わせて上本町６丁目から難波に延伸された近畿日本鉄道難波線が地下を走っている。

 地下街「なんばウォーク」（もと・「虹の町」）
・千日前通りの地下（地下鉄四つ橋線・なんば駅東側から地下鉄・日本橋駅まで）に設け

られた地下街で、昭和４５年３月に「ミナミ地下センター」として第１期が完成し、昭和４６年
１２月に全面開業した。　のちに「虹の町」と改称されたが、平成６年４月に改修工事が完
了し、現在の「なんばウォーク」に改称された。
・商店街は、南北２本の通路が東西に長く伸び、西から ”一番街”・”二番街”・”三番街” 
に分かれて、飲食・ファッション・雑貨など約２５０店舗が並び、「くじらパーク」・「フォレスト
パーク」など５つの広場が設けられている。また、平成１６年には”一番街”にシカゴ美術館

所蔵の複製陶板画を展示した 「シカゴギャラリー」 が設けられた。

(1)「法善寺」（水掛不動尊） 　難波１丁目２

・寛永１４年（1637）に中誉・専念法師が京都・宇治からこの地に移設された浄土宗寺院で、
専念法師は、人々の供養のため千日間におよぶ念仏回向（「千日念仏回向」）を勤められ、

民衆に寄り添う日暮らしを送られたことから、法善寺が ”千日寺” と呼ばれるようになり、
一帯の地域が 「千日前」 と称されるようになった。

・境内の「西向不動明王」は、“水掛不動尊”の名で親しまれ、水商売の人々を中心に毎日
願掛けの水を掛けてお詣りする人が跡を絶たず、緑あざやかな苔に包まれておられる。
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「法善寺横丁」
・法善寺の北側にある２本の細い路地で、長さ８0m、道幅３ｍに満たない石畳の路地に
は、老舗の割烹や洒落たバー、串カツ・お寿司など約６０軒の店が並んでいる。
・東西の門の字は、３代目・桂春団治（東）と藤山寛美（西）の揮毫による。

・平成１４年９月に南側にあった中座の解体工事によるガス爆発事故で店舗が焼失した
が、約２年間で順次、営業再開を果した。

・織田作之助の『夫婦善哉』や 藤島桓夫が歌う「月の法善寺横町」でその名が広まった。
水掛不動尊の前に、「行き暮れてここが思案の善哉かな」 と記された織田作之助の碑が

建ち、側に”おしるこ屋”「夫婦善哉」（１人前ぜんざいを二つの椀で食す）の店がある。

(2)「千日墓地」
・元和元年（1615）、松平忠明が市街整理のひとつとして市中の寺院と墓地の移転廃合を
行い、ここ千日前（現・千日前通りの南側）に墓地・刑場・焼き場が開設された。
　内本町の西町奉行所近辺にあった牢獄から、本町橋を西へ向かって西横堀川を南下し、
道頓堀川を東へ向かって千日前刑場に向かうのが市中引き回しのルートであった。

・北側の黒門を入ると左手に高い塀で囲われた「刑場（（晒し台・磔台・獄門台）」があり、

その先の両側に「墓地」が広がって奥に「迎い佛」が建っていた。その先の「無常の橋」を渡
った左手に「六坊」（墓守の聖（ﾋｼﾞﾘ）が住む寺）が建ち、 一番奥に「焼き場」と「祭場」及び
その東奥に「灰山」（焼かれた人骨を積み上げ

た場所）があった。
「刑場」は、”大坂七墓”  のうちでも、この千日
墓地にのみ常設され、獄門刑が執行された。

なお、「千日前」の名は、六坊こと「千日山安養
寺」の前だから　という説もある。
・明治４年（1871）に刑場が廃止され、明治７年
に焼き場と墓地も阿倍野へ移設された。
・明治１８年（1885）１２月に阪堺鉄道（南海電
気鉄道の前身）の難波駅が開業して人並みが増えると、墓地の跡地に芝居小屋や寄席、

映画館などが立ち並ぶようになり、現在の千日前の原型が出来上がっていった。
・なお、墓地の北側（法善寺の南隣）にあった「竹林寺」でも千日回向が行われ、「千日寺」
とも呼ばれていたが、平成２０年１２月に天王寺区勝山（四天王寺のすぐ東隣）へ移転し、

その跡地には、現在、ボーリング場の「ラウンドワンスタジアム千日前店」が建っている。
㊟ 大坂七墓＝梅田墓地、葭原墓地、鳶（飛）田墓地、小橋墓地、蒲生墓地、南浜墓地と

　千日墓地 「榎地蔵尊」には、六坊にあった榎が祀られている。
・刑場の東隣にあった「自安寺」（後述）は、昭和４２年に堺筋東の現在地に移転し、その

跡地は、心斎橋の三津寺が管理する「三津寺墓地」（松林庵）になっている。

 ２．「千日墓地」の跡地周辺

「楽天地」 　南区難波新地四番町（現・中央区千日前）

・明治４５年（1912）１月に発生した”ミナミの大火” の焼け跡整理に際し、現在の千日前通
にあたる東西の通りが拡幅されて電車通りとなり、かっての「千日墓地」（西の墓地）付近

に大正３年（1914）３月、一大複合娯楽施設として「楽天地」が建設された。
・多くの尖塔を持つ３階建て建物の中央に円形ドームがあり、イルミネーションで彩られた。

その館内には大劇場と２つの小劇場があって、大劇場では外国映画が上映され、小劇場
「朝陽殿」は漫才などの演芸場、同じく「月宮殿」では琵琶少女歌劇が上演された。　この
少女歌劇の中から、後の名優・田中絹代が生まれている。

地下にはメリーゴーランド、ローラースケート場、水族館などもあり、ドーム屋上の展望台
からは大阪市内が見渡せて人気を集めた。 

・運営する千日土地建物が映画制作で多額の借金を抱えたこともあって昭和５年（1930）
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に閉鎖され、その跡地に、昭和７年、「大阪歌舞伎座」が開設された。

「大阪歌舞伎座」とアルサロ「ユメノクニ」 南区難波新地四番町

・昭和７年（1932）９月に「楽天地」跡地に出来た大劇場で、正面に巨大丸窓を据えた地上

７階・地下２階建ビルは、高層建築物が少なかった当時の大阪で異彩を放った。
　劇場はビルの１～４階部分に設けられ、東京・歌舞伎座を凌ぐ客席数と設備を誇った。
・その後、翌年には６階にアイススケートリンクが設置され、昭和１３年１０月、地階に映画
館「歌舞伎座地下劇場」が設置された。 昭和２０年には、６階が改装されて占領軍向けの

特殊慰安所（キャバレー「ドリームランド」）となった。このキャバレーは朝鮮戦争勃発時ま
で営業されたが、その後は「歌舞伎会館」という劇場に転換され、曾我廼家五郎劇と漫才
を上演していたが、この劇場は千日デパートに転換後、同デパート６階に開場した演芸場
「千日劇場」に引き継がれ、昭和４４年４月に閉館した。
・しかしながら、戦後の上方歌舞伎が衰退の一途を辿るとともに当時の関西での観劇人口
に対して大きすぎる劇場であったこともあり、昭和３３年４月の「新国劇サヨナラ公演」をも

って閉鎖された。　その後、難波に「新歌舞伎座」が新設されたが、その経営主体であった
「千土地興行」も程なく上方歌舞伎の興行を打ち切ったため、新歌舞伎座では大物歌手や

俳優による歌謡ショーを中心とした興行が行われるようになった。

アルサロ「ユメノクニ」

５階には大食堂が設けられていたが、昭和２５年８月にアルバイトサロン「ユメノクニ」が
開場した。 ”アルサロのはしり” （第１号は「大劇サロン」との説も）とされ、「バーでもキャ
バレーでもビヤホールでもない」 をうたい文句にして一世を風靡した。
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ある書によれば、ホステスは、アルバイトで公募された女子学生やＯＬ・主婦などを日給

２００円（当時の国家公務員の初任給は約４２００円）で採用し、ビール２００円とつきだし
１００円にサービス料２０％の計３６０円が基本料金で、指名料２００円の半分はホステス
の取り分だったそうである。（キャバレー太郎こと福富太郎・著『昭和キャバレー秘史』）

店の前に飾られた看板には、「来る日も来る日も／会社と家の往復／その中間に／ユ
メノクニがある／あすの為に今日がある／はたらく為にレジャーがある／あなたの為に

ユメノクニがある。」 と書かれた宣伝文句が掲げられていた。
その後、西向いのアシベ劇場がある「アシベビル」に移設されたが、平成２年に「アシベ

劇場」が取り壊されたため閉鎖された。
・「大阪歌舞伎座」の建物は、改装されて「千日デパートビル」となった。

「大阪歌舞伎座」

「楽天地」

「千日デパート」 　千日前２丁目１０

・大阪歌舞伎座ビルの内部が改造され、昭和３３年（1958）１２月に「千日デパート」として
開業した。　５階までがデパートで、６階に演芸場の「千日劇場」、７階にはアルサロの「プレ
イタウン」があった。　また、屋上には昭和３５年に観覧車が設置され大阪名物でもあった。
・昭和４７年５月１３日、閉店直後の２２時２７分頃に３階の婦人服売場から出火し、死者

１１８名・重軽傷者７８名を出す日本のビル火災史上最悪の大惨事となった。　火災発生
時に、ビルの階段室が煙突の役目を果たし、建材の燃焼により発生した有毒ガスを含む
煙が階上に充満した。その際、７階にあったアル

サロの従業員が、パニックに乗じて客が”飲み逃
げ”しないように、避難扉を外側から施錠したこと
が惨事を大きくした。逃げ場を失った客の多くは
窓ガラスを割って飛び降り、２１名が全身挫折や

頭蓋骨折などで死亡したとされる。 他の死者も
焼死ではなく、殆んどが一酸化炭素中毒死であ
った。　なお、出火原因は工事関係者のたばこ
の不始末によるとされている。
・火災後、焼け跡は長い間放置されていたが、昭和５５年２月に取り壊され、跡地に「プラ
ンタンなんば」が建設された。

 「千日劇場」
・昭和３３年１２月、千日デパートの６階に開場した演芸場で、別称：「千日ホール」、通称：
「千劇」と称した。曾我廼家五郎劇や演芸（川上のぼる、チャンバラトリオら）、漫才（鳳啓助・
京唄子ら）が上演されていたが、経営主の「日本ドリーム観光」が演芸部門から撤退したこ
とから、昭和４４年４月に閉鎖され、跡地はゲームセンターに転用されていた。

「プランタンなんば」から「ビッグカメラ・なんば店」へ 　千日前２丁目１０

・千日デパートの跡地に、昭和５９年（1984）１月、地上９階・地下３階建てビルが新築され、

地下１階から７階までが「プランタンなんば」として、テナント９３店舗が入居した。全フロア
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とも顧客対象を２０代前後に絞り、ハイテク・ハイタッチ感覚を全面に出した異色百貨店で、

かつて千日デパートで営業していた専門店も入店し、専門店街は 「エスカールなんば」 と
名付けられていた。
しかし、間もなく、プランタンとともに他のテナントも売上が伸びなかったため、顧客層の見

直しとインショップの導入、衣料品の拡大化が図られダイエー直営店として再スタートした。
・平成１２年３月にプランタンの名称使用契約が満了することから、「カテプリなんば」と業態

変更を行ったが、売上不振が続いて赤字が見込まれたことで、同年１２月に完全閉店し、
ビル名を再び 「エスカールなんば」 と名称変更したうえ、平成１３年５月には１階から７階

に「ビッグカメラ」の関西進出１号店として「ビッグカメラ・なんば店」が開業し、現在に至って

いる。　８階には「ビックカメラアウトレット店」と１００円ショップ「キャンドゥ」が置かれている。

「芦邊劇場」と「アシベニュースハウス」 　千日前２丁目９（もと刑場）

・大阪歌舞伎座（「千日デパート」）の東向かいにあった映画館で、もとは「芦邊倶楽部」と
称する演芸場、映画館と娯楽場であったが、大正３年（1914）に改造された。この改造工事
での屋外電飾工事において松下幸之助がその指揮を執ったことが知られている。

のちに新興演芸の演芸場になり、戦時中は松竹の実演劇場となった。その後、大映封切
館になったが、昭和４５年７月をもって映画興行を打ち切り、再び実演劇場に転換した。
平成２年には劇場も閉鎖されてパチンコ店他になるも、現在は建物も解体され、跡地には
複合商業ビルの「アムザ１０００」が建っている。

「アシベニュースハウス」
・昭和１２年（1937）、芦邊劇場の南側に開館したニュース映画専門館で、もと洋食レスト

ラン「アシベ食堂」が改築されたもの。　戦後、「アシベ小劇場」と改称された。

  「千日前中央ビル（アムザ1000）」 千日前交差点の東南角（ビッグカメラの東向い）

・平成３年に「芦邊劇場」跡地に竣工した地上１２階・地下１階建て複合商業ビルで、４階
までは飲食店などが店舗を構え、５階以上には、サウナ＆カプセル「アムザ」がある。

「大阪劇場」（大劇） 　千日前２丁目８（もと焼場・祭場）

・昭和８年（1933）8月に映画館「東洋劇場」として開設されたが、翌年には経営に行き詰ま
って松竹傍系の「千日土地建物（通称・千土地）」が買収し、「大阪劇場」に改称された。

大阪松竹少女歌劇団（OSSK）を専属として、映画とレビューの二本立て興行が行われた。
・昭和２０年の大空襲にあったが、突貫工事で修復（地上５階建。座席数：２７８０に）され、
大阪松竹歌劇団（現・OSK日本歌劇団）のレビューと松竹映画との組み合わせ興行を主
体としが、人気歌手（三波春夫・田端義夫・美空ひばり・橋幸夫ほか）の歌謡ショーや大物
映画スター（長谷川一夫・市川右太衛門・嵐 寛壽郎・高田浩吉ほか）の実演のほか、エノ
ケン・アチャコらの喜劇公演がたびたび上演された。

・昭和２５年には、地下１階の遊戯施設跡にアルバイトサロン（アルサロ））の嚆矢とされる
「大劇サロン」が開場し、のち「大劇アルバイトサロン」に改称された。
・昭和４２年に劇場公演を打ち切って複合ビルに改装し、４階には成人映画の「大劇シネ
マ」、５階に「大劇名画座」が設けられたほか、新たにジャズ喫茶「大劇ダンス天国」やボウ
リング場、ダンスホールが設けられて一大娯楽施設に転換された。
・又、１階には飲食店（「百番」・「千房」など）のほか、千日デパート火災で移転を余儀なく
されていた一部名店街も入店して活況を呈していたが、平成３年に大劇ビルも取り壊され

てしまい、その跡地には平成８年に「なんばオリエンタルホテル」がオープンした。

　「なんばオリエンタルホテル」　…　９階建て・２５８室

「TOHOシネマズ なんば別館」（もと「敷島シネマ」）　千日前２丁目１１（もと西墓地）

・明治４４年（1911）に劇場「敷島倶楽部」として開業し、当初は芝居小屋だったが、やがて

外国映画も上映するようになり、昭和１０年（1935）からは東宝映画のロードショー館となっ
た後、「東宝敷島劇場」と改称された。
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・昭和３１年に改築されて、「東宝敷島劇場」（洋画系）と「敷島シネマ」（邦画系）の２館体制

となったが、平成１１年に閉館となり、解体された。平成１２年には跡地に「東宝敷島ビル」
が建設され、同ビル４階に３スクリーン体制（ミニシネマ３館）による「敷島シネポップ」が開
設されたが、平成２３年５月に「なんばマルイ」内の「TOHOシネマズなんば」と統合し、現在

の名称に改称された。

グランドキャバレー「ミス大阪」 千日前２丁目７（もと河原町１丁目1547）

・昭和１２年（1937）５月、日本橋４丁目で開店。 昭和１９年２月に戦災で焼失したため昭
和２２年２月に現在地で再オープンした。 昭和２７年２月に失火により全焼したが、６月に

再建されて現在に至っており、３００坪のフロアに２００人のホステスを擁している。
・斜め向い側には、姉妹店としてナイトラウンジ「ミスパール」（１００席）がある。
　　平成１９年１０月、難波１丁目からここに移ってきた。

 ３．もと千日前墓地の西側

「千日前国際シネマ」、「千日前国際劇場」 　　　難波３丁目１　  

・昭和２１年（1946）に､新東宝の封切館として「千日前国際シネマ」がオープンしたのが始
まりで、その後､隣接していた「南地劇場」と統合し､昭和３１年１２月に日活系映画館「千日
前国際日活」と名画座「国際地下劇場」の２館が増設された。 「国際シネマ」は、その後、

東映の封切館となった。
・昭和４６年に日活がロマンポルノ路線に転換したのを機に、国際日活は「千日前国際劇
場」と改称して松竹の洋画ロードショー館に転向し、国際地下劇場はポルノ映画上映館と

してオールナイト興行も行われた。

・平成２０年に閉館し、平成２４年３月にパチンコ店「マルハンなんば新館」が開店した。

「精華小学校」と「精華小劇場」 　難波３丁目２（旧：南区難波新地５番町）

・明治６年（1873）２月に南大組第十四区小学校（阪町小学校）として開校し、明治３３年に
現在地に移転して「精華小学校」となった。昭和４年（1929）に４階建て校舎が竣工し、平成
７年３月、「大阪市立南小学校」に統合されて閉校となった。
・その跡地は、「精華小劇場」と生涯学習ルームに転用されていたが、地元住民にコミュニ
ティ施設用地として貸付けられた部分を除いて売却された。　精華小劇場は、小学校体育
館を改修した公立の小劇場（２００席）として平成１６年にオープンしていたが、平成２３年３
月に閉館し、跡地は「エディオンなんば本店」 となっている。

「エディオン なんば本店」 　難波３丁目２

・もと精華小学校の跡地に令和元年６月にオ－プンした。地上９階、地下１階建ビルで、
１～８階に「エディオン なんば本店」が入り、９階には有名ラーメン店９軒が入る「ラーメン
一座」がある。　ビル外観の一部には精華小学校の外壁が復元され、ビル内には”精華
小学校メモリアルホール”　も置かれている。

「ナンバ マルイ」（東宝南街ビル） 　難波３丁目８

・「南街会館」（後述）の跡地に平成１８年９月に竣工した地上
１２階・地下２階建ての複合ビルで、地下１階から７階までに
ファッション「丸井」がキーテナントとして入り、８階から１１階
には全９スクリーンを持つシネマコンプレックスの「TOHOシネ
マズ なんば本館」がある。
・「丸井（マルイ）」は、首都圏を中心にファッションビルなどの 「ナンバ マルイ」

商業施設を展開する企業。（昭和６年創業で、本社は東京都中野区）

 ４．千日前地区にあったその他の映画館・劇場

「常盤座」
・明治４２年（1909）に大阪劇場の西側に演劇の劇場として開場した。その後改築・改装を
経て、昭和２１年（1946）から日活の封切館となっていたが、昭和３６年（1961）に閉館した。
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「大阪ニュース館」（のち「テアトルＡ&Ｐ」） 　千日前２丁目８

・昭和１２年（1937）に大阪劇場と常盤座の間に開館した大阪最初のニュース館。
・昭和４７年に「千日会館」と改称し、春・夏・冬休みシーズンには子供向けアニメ作品も上
映されたが、平成１６年には成人映画館「テアトルA&P」となり、平成２５年４月に閉館した。

「千日前 弥生座」 　難波千日前１２

・もとは新派劇を中心とした劇場であったが、昭和１２年（1937）、ニュース映画専門館に転
向したもので、平成１６年５月に閉館した。

「千日前 ＯＳスバル座」 　難波１丁目３（と竹林寺の敷地内）

・昭和２２年（1947）に「大阪スバル座」として開館し、昭和２６年にＯＳ映画直営館となった。
・昭和４５年に「南ＯＳビル」建設のため一旦閉館されたが、昭和５０年４月に同ビル５階に
再館（座席数：５０５席）した。昭和４６年１２月に竣工した「南ＯＳビル」（通称：南OSプラザ）
には折からのボウリングブームで３フロアがボウリング場であったが、ブームが下火となっ
たため５年ぶりに映画館として復活した。
・平成１８年９月、「TOHOシネマズなんば」の開業に伴い閉館。「南ＯＳビル」自体も平成２０
年６月に売却され、改築後、平成２４年４月に「ラウンドワンスタジアム千日前店」となった。

「南街会館」（もと「南地演舞場」） 　難波３丁目８

・もとこの地には、明治２１年（1888）に開場した歌舞練場があり、明治３０年にフランスの
リュミエール兄弟製作によるシネマトグラフが上映されて日本で初めて入場料を徴収した
ことから、その跡地に建った「南街会館」が ”映画興行発祥の地” とされているが、東宝
創業者の小林一三は 、「私はその事実を知らずして南街会館建設を企画したのである。
誠に奇しき因縁と思っている。」 として、その記念碑が現在も残されている。
また、「南地演舞場」の落成を記念して、難波新地（南地）の芸妓（ｹﾞｲｷﾞ）による「あしべ踊
り」が催行され、その後、昭和１２年に戦争で中断されるまで、毎年４月に公演された。
・昭和１３年（1938）、東宝系映画館の「南街映画劇場」として開館。

（ミナミの興行街は、松竹が道頓堀を、千日土地建物が千日前をそれぞれ本拠にしており、

　新興勢力で梅田が拠点の東宝はミナミに劇場を建設できない事情があった。）

・昭和２８年１２月に、４館の劇場・映画館からなる「南街会館」が建設された。
「南街劇場 」(816席)…宝塚歌劇と洋画上映。シネマスコープで当時、大阪最大の劇場。
「南街東宝 」(417席)…東宝邦画系
　昭和５８年に南街劇場の１階席と２階席を分割し、１階を「南街劇場」、２階を「南街東
　宝」としてリニューアルされた。
「南街シネマ 」(452席)…日劇系
　昭和３０年に「南街ミュージックホール」（トップレスダンサーのレビューとコントを上演）
　として開館したが、土地柄から人気が出ず昭和３３年に「南街シネマ」に改装された。
「南街スカラ座 」(567席)…日比谷スカラ座系
　昭和２９年開館の「南街文化劇場」（ニュー東宝シネマ）がその後リニューアルされた。

・その後も「ゴジラ」・「スター・ウォーズ」・「ドラえもん」などのシリーズ物や「タイタニック」・
「千と千尋の神隠し」等で多数の収入を記録したが、建物の老朽化が進んだため、平成
１６年２月、南街劇場での『七人の侍』上映を最後に５０年の歴史に幕を閉じて解体された。
跡地には、平成１８年に「東宝南街ビル」（前述）が建設され、「なんばマルイ」と「TOHOシネ
マズなんば」が入っている。

「トリイホール」 　千日前１丁目７

・「上方ビル」４階に設けられた客席数１００席の小劇場で、平成３年４月の開館。
前身は、落語家や歌舞伎役者、新派役者などの常宿であった旅館「上方」（平成元年・
廃業）であったが、廃業時に常客だった桂米朝等の要請があり、若手の常設小屋として
開設された。　落語や講談・浪曲会やコンサート、演劇公演などが定期的に催行されて
いたが、天満天神繁昌亭が出来たこともあり、令和２年３月をもって閉館した。
なお、同ビル３階には、平成２４年開設の「千日亭」（客席数７０）もあった。

・現在のオーナーは、隣接する千日山「弘昌寺」（平成２４年・開山）・住職の鳥居弘昌で、
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閉館後は、弘昌寺の本堂が建てられる予定。

「戎橋松竹」
・元来は映画館であったが、昭和２２年（1947）に改装して演芸場に転換された。
終戦直後における大阪唯一の寄席として知られ、戦後の上方落語界を支えた ”落語四天

王” （６代目松鶴・３代目米朝・５代目文枝・３代目春団治） らが新人として修行を重ね、爆
笑漫才の中田ダイマル・ラケットや３代目旭堂南陵などがここで腕を磨いたとされる。
・昭和３２年１月、新歌舞伎座の建設資金捻出のため北海道拓殖銀行に敷地を譲渡して

閉鎖され、現在は、跡地に近鉄難波ビルが建っている。

 「近鉄難波ビル」 　難波４丁目１（御堂筋と千日前通りの西南角）

・昭和５５年（1980）竣工の９階建てテナントオフィスビル。　野村證券なんば支店のほか
近鉄グループのオフィスが入る。　地下階は近鉄・阪神電鉄の「大阪難波駅」に直結。

 ５．「千日前商店街」
・道頓堀商店街の太左衛門橋・南角から千日前通りに抜ける南北の商店街（千日前筋）。

・平成２９年１０月２８日は、２０２０年東京オリンピックの開幕からちょうど１０００日前にあた
ったことから、千日前商店街で東京オリンピック１０００日前イベントの一環として「千日前で
わろてんかギャグ１０００発やりなはれ！」 が開催され、「１０月２８日は東京２０２０まで千日
前」 と掲げた看板も設置された。 

「東洋のハリウッド・「帝国キネマ」の源流 ”三友倶楽部” 創業の地」碑
　　…　千日前通りから約５０ｍ北の東側アーケード柱に、平成２０年２月に設置された。
「111年前の明治３０年に，日本最初の映画娯楽興業が打たれた大阪のミナミ。千日前の

この地にも活動写真館「三友倶楽部」が開館し，明治末にはオーナーの山田吉太郎氏が
連鎖劇の製作に乗り出した。撮影所は当時の鶴橋村小橋に設けられ、… 大正９年には
北浜の株式界の資金を得て「帝国キネマ演芸株式会社」（通商・帝キネ）を創立。　… …
大正１４年に敷地１万坪の長瀬大撮影所を建設し，「東洋のハリウッド」 と賞賛された。… 
昭和１４年には新興キネマ演芸部が新設され，昭和１７年の戦時統制で，日活・振興・大
都が合併し「大日本映画株式会社」（後の大映）が創立。 この地に創業した「三友倶楽部」

は、帝国キネマ，新興キネマを経て大映と名前を変え，戦後も映画の黄金期をリードし
続けたのである。この地は「大映」と「松竹芸能」の源流である。　」

「たこ昌 道頓堀本店」 　道頓堀１丁目４

・昭和５４年創業の、たこ焼きと明石焼きの専門店
”大阪出るとき 連れてって～！” のＣＭで知られる。

純喫茶「アメリカン」 　道頓堀１丁目７

・昭和２１年、喫茶「風月」として創業。　昭和３０年に現在地に移り、名称変更された。

 ６．その他の主な施設や店舗

「味園ビル」 　千日前２丁目３

・昭和３１年建築の地上５階・地下１階建て複合商業ビルで、当時としてはモダンで高級感
ある外観が評判を呼び、高度経済成長期の好景気も手伝ってかビル内のキャバレー、ダ

ンスホール、スナック、宴会場、サウナ、飲食店は連日、大繁盛であった。
歌手の和田アキ子は、デビューするまで、ダンスホールの専属歌手であった。

・地下１階にあった大型キャバレー「ユニバース」も評判を呼んだが、平成２３年１１月に閉
店し、貸しホールになっている。
・現在もビル外壁に輝く「味園」のネオンは健在で、２階には「千日前二番街」と称した若者

中心のユニークな店が並び、３～４階は昭和レトロなホテル「味園」、５階は４００名以上が
入れる大広間を持つ宴会天国 「味園 」になっている。
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「丸福珈琲店」 千日前１丁目９

・昭和９年（1933）に新世界で珈琲専門店「丸福珈琲店」を開業し、戦後まもなく現在の相
合橋商店街に移転。平成２年に現在の３階建てビル（１・２階が喫茶店）が完成した。
馴染み客に、新国劇の辰巳柳太郎とその付き人だった緒方拳、田辺聖子、『東京ブギウ
ギ』の笠置シズ子や松竹新喜劇の曾我廼家五郎八ら多才な著名人がいた。
・いち早く、甘くて（加糖）冷たい「コールコーヒー」を人気メニューとし、一時「冷コー」とも呼
ばれたが、今では「アイスコーヒー」の呼称で、好みにより加糖と無糖を提供している。
　㊟ 相合橋商店街は、千日前商店街の一筋東にアーケードの設置された南北の商店街。

「アラビアコーヒー」 難波１丁目６（法善寺横丁入り口の西側）

・昭和２６年（1951）２月創業の２階建て店。　創業者の奥さんは、昭和２５～３０年頃人気
があった女子プロ野球選手（「ＯＮＮシスターズ」所属）であった。

「千日前 いづもや」 千日前２丁目１１（ミナミ千日前商店街の南西角）

・大正３年（1914）創業のうなぎ専門店であったが、平成２０年３月に閉店し、平成２１年８
月に開店の「いづもや 船場」に引き継がれた。
屋号は、出雲の天然うなぎを直送したことの因んだものとされる。

「ナンバヒップス」 難波１丁目８

・平成１９年竣工のユニークな外観を持つ地上１２階・地下２階建て複合レジャービルで、
アミューズメントフロア、ゴルフフロア、スパフロアを備え、８～１０階に飲食店街がある。

 ７．堺筋より東の地区 　

「黒門市場」について 日本橋２丁目４

・日本橋筋一つ東の「黒門筋」（幅４ｍ）を中心に、千日前通りから南へ約３８０ｍ、東西に
１４０ｍにわたって広がる鮮魚を中心とした市場で、日本橋筋に面して出入口がある。
・文政５年(1822) 頃から魚商人が日本橋周辺で魚の売買を始め、明治３５年(1902)２月に
生魚市場として公認された。　
・当初は、近隣の寺に因み 「圓明寺市場」 と称されたが、昭和初期頃、かっての圓明寺の
山門が黒かったことから黒門筋と呼ばれ出し、徐々に「黒門市場」の名が定着していった。
・現在では､全長約５８０ｍのアーケードに約１５０店舗が並ぶ。市場内は ”クエ・鯛・えび・
マグロ・カニ・ふぐ・たこ” の７ブロックに区分けされ、それぞれに巨大な魚介類のモニュメ
ントが飾付けられている。　特に、夏のハモ、冬のフグが名物として知られ、鮮魚店の１割
ほどがフグ専門の看板を掲げている。
・かっては、”大阪人の台所” と称され、大阪人の間では”おせち料理の材料は黒門で揃え
る” との言葉もあったが、近年では、イートインコーナーも設けられ、店舗に並ぶ商品を買
食いするインバウンドの外国人観光客で朝から終日、賑わっている。

 ふぐ「太 政」 「千日前本店」（食事処）＝千日前２丁目７

・昭和２３年創業のふぐ料理専門店で、未だ一般に食されていなかった”ふぐ”に人生を
懸けて仕入れから調理法まで体得し、独自に工夫した「ちり酢」で客を呼んだ。
・黒門市場内店は、セットの持ち帰り専門になっている。

「二つ井戸」と粟おこしの「津の清」について
「高津入堀川」と「二つ井戸町」

・道頓堀川を日本橋より東にいくと、下大和橋の手前で南向きに「高津入堀川」が分流
し、クランク状に折れ曲がったあと国道２５号の手前で西へ向かい、南海本線を潜った
地点で北へと向きを変え、浪速区役所の南東で難波入堀川から鼬川に合流していた。
享保１９年（1734）に開削されたあと延伸されたもので、昭和４３年に埋め立てられた。
・分流地の東部で道頓堀川南側にあたる地が「二つ井戸町」と呼ばれた。 この地に井桁
の中央を石板で仕切って造られた二つ並びの井戸があったことからこの名がついた。
当時、石を「四ッ組」にした井戸として珍しがられ、浪速名所のひとつとされていた。
かって、3代将軍・家光により大坂三郷の地子銀が免除された折に造られた「仁政の鐘」
を鋳造する際に使われた井戸水が、この二ッ井戸であると伝えられている。
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粟おこしの「津の清」（つのせ） 「高津入堀川」に架かる「清津橋」を東に入った所

・「津の清」は、初代・津の國屋清兵衛が宝暦２年（1752）３月に創業した粟おこし店で、
それまでの”おこし”は、手で握ったつくねのようなものや竹筒に入れた形状であったが、
板状に延ばした現在の長方形のものを始めて売り出し、お米（引割米）を砕いた粒が粟
のように見えるため、”粟のようなおこし” すなわち「粟おこし」と名をつけ有名になった。
・喜多川守貞の『守貞漫稿』（右図）にも、「大阪
道頓堀二ツ井戸西 津の国屋清兵衛 専ら之を
製し売りて今世名物となり、各月毎日所要の黒
糖を用ふること海内一とす」 と記され、「二ッ井
戸 津の清の粟おこし」 として有名であったが、
現在は、住吉区長居西１丁目５に移っている。

「国立文楽劇場」 日本橋１丁目１２

・昭和５９年（1984）４月、市立高津小学校の旧跡地に竣工した、黒川紀章設計による地上
５階・地下２階建てで４番目の国立劇場。
・大小２つの劇場と展示室などからなり、大ホールでは人形浄瑠璃の文楽（ユネスコ無形
文化遺産）の公演を中心に演劇や舞踊などが、小ホールでは奇数月に落語・漫才・浪曲
などの興行「上方演芸特選会」が開かれている。

 「大阪市立高津小学校」
・明治５年（1872）９月、「南大組第２大区１２番小学校」として創立され、明治２０年に「大阪

市高津尋常小学校」と改称された。
・昭和２１年（1946）に大宝国民学校に統合され休校するも、昭和２７年に「大阪市立高津

小学校」として復興・再開校し、昭和４５年４月に高津３丁目４（現在地）に移転した。

「自安寺」 道頓堀１丁目東５番１３（道頓堀通り・北側）

・寛保２年（1742）に千日前・刑場の西隣に日蓮宗の門跡寺院（大本山本圀寺の末寺）とし
て創建され、妙見大菩薩を祀ることから ｢千日前の妙見さん｣ の名前で親しまれた。　特に
その縁日の｢午の日｣には、現在の湊町付近から日本一付近まで「夜店」が出店し、「大阪
の三夜店」の一つに数えられて、昭和初期まで続けられた。
・その後、５度にわたる火災と戦災で境内は狭小されたが、昭和４２年の大阪市都市計画
によって、現在地に移転し、昭和４３年１２月に現在のビル寺院が完成した。

「サテライト大阪」 日本橋１丁目４

・平成１９年３月に開設された会員制競輪場外車券売場（地上６階・地下１階建て）。

 ８．御堂筋より西の地区（西道頓堀）
「道頓堀橋」

・御堂筋の拡張に伴い昭和１１年(1936)に架橋された橋で、幅４３．６ｍは市内で最も広い。

「新戎橋」と「出世地蔵尊」
・御堂筋の一筋西の筋に架かる橋で、明治２６年(1893)に架橋された。現在の橋は昭和３８
年(1963)に架けられ、平成２０年(2008)に拡幅・修景整備された。
・橋の南東詰に「出世地蔵尊」が祀られている。かってこの地は「九郎右衛門町」と呼ばれ、
北岸の宗右衛門町と色街の一画で、そうした町の人々から願懸け地蔵として親しまれてい
た。大空襲で一時行方不明であったが、数年後に土中から見つけ出され祀られている。

「大国橋」
・元和元年(1615)に道頓堀川が開削されて間もない頃、現・四ツ橋筋に架けられた橋で、
初めは「難波橋」や「下橋」と呼ばれていたが、木津の「大国主神社」への参道にあたること
から、この名が定着した。

「北極星」（オムライス発祥の店）
・大正１４年(1925)、創業者が胃の悪い常連客に、マッシュルームと玉葱をケチャップで炒
めたものを卵で包んで出したところ喜ばれたため、「オムライス」を始めたとされる。
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