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古き良き風景と新しい
街が混ざり合う場所
奈良県香芝市の二上近辺を特集。ここにしかない街
を楽しんでほしい。今ここに住んでいる人から、これ
から住もうと考えている人にも、もっといいところ
があると気づいてほしい。ここに根づく歴史と人と
の関わりをまとめました。
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炭火焼き鳥くちばしstationは友達
から家族まで集まる賑わう居酒屋

ヒトヒラは二上駅近くの小さな花屋
さん。可愛らしい花や植物が並びます。

panya junyaは老若男女のお客さま
で賑わっているパン屋さんです。

COCO COFFEEは様々な種類の
コーヒーが楽しめるお店です。

大坂山口神社は、近世では長尾街
道に面する交通の要衝でした。

お惣菜・お弁当 はじめはお店の中
でも食べることができるお店！

式内社大坂山口神社は、古代大坂越えの大和から
河内に至る入口に位置し、近世では長尾街道に面
する交通の要衝に鎮座されます。
本殿は三間社流造の銅板葺きで、文化十三年の再
建とされますが、寛永ニ年以来の棟札が残されて
います。それには、背後の山の石巌を掘削して神
域を広げたことを記すもの、祇園宮寺とみえ、神
宮寺の存在が確認できるものがあります。拝殿は
間口五間、奥行ニ間の割拝殿で、棟札によると延
享元年の再建になります。また、平成元年三月には、
本殿屋根を銅板葺きに改修、あわせて拝殿脇殿、
上段の塀、手水舎などが新築されています。

近世の『大和志』には、「在穴蒸村 今称牛
頭天王」とみえ、牛頭天王社（祇園宮）と称
されていたことがわかります。秋の大祭には、
この牛頭天王に奉納する宮相撲が行われ、
「馬場のお宮さんの相撲」といい、相当な賑
わいであったといわれています。拝殿には、
文久二年や明治十九年の奉納板番付があり、
境内には馬場組記念碑や石垣を組んだ桟敷
席があり、近年まで土俵も残されていました。
この馬場組をリードしたのは、大阪相撲で活
躍した地元出身の力士、大の松為次郎で、
大正四年境内で引退相撲を行ったあと、素
人相撲の世話役として活躍されました。
また、近世以降、当麻・勝根・鎌田・五位堂・
良福寺など、村名を冠した相撲組が『竹園
日記』などにみえ、周辺の墓地には古い力
士墓があります。二上山麓の村々では相撲が
大変盛んであったことがわかります。
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「暮らしの根はどこまでも伸びる」
NEとはより豊かな家の買い方を提案するために、SOUSEI株式会社から発行される広報誌。
街に根をはり、より豊かに暮らしていけるように、地域と暮らしの関係を取材しています。

境内には馬場組記念碑や石垣を組んだ桟敷

「馬場のお宮さんの相撲」といい、相当な賑

する交通の要衝に鎮座されます。

宮寺の存在が確認できるものがあります。拝殿は
域を広げたことを記すもの、祇園宮寺とみえ、神

席があり、近年まで土俵も残されていました。



二上の街でお店を開く の思いとは?人５
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以前は地元の奈良県吉野で車での移動販売
をしていました。そろそろお店を持ちたいと
考えた時に、交通の便がいい二上なら暮らす
場所としてもとてもいいし、需要があるかなと
思って6年前に移住しました。今年でpanya 
junyaも6周年を迎えます。

お店をだす場所に
二上を選んだ理由は？

子育て中のママからお年寄りの方まで、
幅広い年齢層の方が買いに来てくださ
います。県外から移住して来られた人も
多いので、いろいろな好みにあうよう、ソフト
パンからハードパンまで様々な種類のパン
を用意しています。

どんなお客様が
来てくれますか？

panya junyaは土日祝日も営業していま
すが、日曜日の朝ごはんを買いに来るお客
さまは、実は男性が多いんですよ！
家族に頼まれて買いに来ているのかな～と
思います。家族サービスの場所として使って
いただけると私も嬉しいです！

お店をしていて
嬉しいことは？

お客さまと直接お話をしたいと思って、
オープンスタイルのお店にしました。
地域に密着したお店になってほしいと思って
います。今では、老若男女、ほんとうに幅広
い層の方が来てくださり、いろいろなお話が
できてとても楽しいです。

どんなお店にしたいと
考えていますか？

panya junya パンヤ ジュンヤ
〒639-0251  奈良県香芝市逢坂6-736-1
TEL 0745-78-6868
営業時間／平日7：30～　定休日／月・火曜日
土日祝 7：00～ なくなり次第閉店
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香芝市出身なので、店を出すにあたって
二上、下田、五位堂を候補に考えていました。
二上は住宅街があって駅の乗降客も多いの
に、それに比べてお店が少ない。それが一番
の理由です。落ち着いた雰囲気を出したかっ
たので、黒い外観の店にしました。

お店をだす場所に
二上を選んだ理由は？

曜日によって客層はいろいろです。平日は
男性のお客さまが何人かで来られることが
多く、金曜日は一人客が多い。土曜日には
女子会やママ友会も。最近では、別の駅を
利用している方がわざわざ途中下車して
来店されるようになりました。

どんなお客様が
来てくれますか？

比較的治安がよくて住みやすいし、交通の
便もいい。公園も多いですし、子どもを育て
るにはいい街だと思います。周りの知り
合いには、いったん大阪に引っ越して行っ
たけど、香芝市に戻ってきて家を建てる人も
多いんですよ。

この街（二上）の
魅了はなんですか？

もともと料理人だったので、焼鳥がメイン
の店ですが、一品料理もあれこれ揃えてい
ます。
特にこだわりは、新鮮な鶏のお造り！ 毎朝
必ず自分で買いつけに行って、自分の目で
選んだ新鮮な鶏をご提供しています。

特にこだわっている
ことを教えてください。

炭火焼鳥 くちばしstation
〒639-0252  奈良県香芝市穴虫22-1
TEL 0745-47-2117
営業時間 ／ 17:30～24:00（L.O.23:00）
定休日 ／ 日曜日・第一月曜日
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以前は東京のコーヒー屋さんで働いていま
した。この辺りで駅が近くて小さな物件がない
かと探していたら、たまたまネットでいい物件
を見つけたんです。それまで二上駅に降りた
ことはなかったんですが、街の雰囲気を見に
来て「ここだ！」と決めました。

お店をだす場所に
二上を選んだ理由は？

小さなお子さま連れの方から年配の方まで、
ほんとうにいろいろ。
平日の昼間はお子さま連れの方が多いで
すね。小さな店なので、よく来てくださる方
はお客さま同士で顔なじみになられること
もあるんですよ。

どんなお客様が
来てくれますか？

二上には、もともと住まれている方だけで
なく、移住されてきた方も多いという印象が
ありますね。若い方やご家族にやさしい街
だなと思っています。静かな住宅街ですが、
いろいろな種類のお店がちょこちょこあって
暮らしやすいのも魅力です。

この街（二上）の
魅了はなんですか？

毎日の生活の中でコーヒーを楽しめる、そん
な時間をつくりたいと思ってお店をはじめ
ました。よくイベントや個展もしているので、
気軽に楽しめるコンテンツをいろいろな
カタチで提供して、そこにコーヒーがあれば
いいなと思っています。

どんなお店に
していきたいですか？

COCO COFFEE
〒639-0251  奈良県香芝市逢坂6-1-1
TEL 050-5273-6463
営業時間 ／ 土日 7:00～18:00
水木 9:00～22:30　定休日 ／ 月・火・金曜日

Q1 Q2 Q3 Q4

去年の7月にオープンしました。この場所を
選んだのは、二上がベッドタウンだということ
がひとつ。それと二上駅前という立地にも
こだわりました。駅前だから通勤帰りの方も
多いし、主婦の方も多い。駅前だからこそ
できる惣菜の店をつくりたかったんです。

お店をだす場所に
二上を選んだ理由は？

昼間はお子さん連れのお母さんがお弁当
を買いに来られたり、年配の方がランチに
来られたり。夜は居酒屋になるので仕事
帰りのサラリーマンの方が立ち寄ったり。
どちらかというと一人の方が多いかな。
一人飲みを楽しめる店になっています。

どんなお客様が
来てくれますか？

地元色が濃いように見えて、実は意外と
ウェルカムな感じ。昔から住んでいる方も
新しく来られた方も仲良くやっています。
世話焼きな方も多くて居心地がいいで
すね。私自身も地元の方のお世話になっ
ているのでありがたいです。

この街（二上）の
魅了はなんですか？

わざわざ店に来て「おいしかった」といって
くださると嬉しいですね。料理はすべて注文
を受けてから手作りしていますし、素材にも
こだわっていて、たとえば米は100％奈良
県産。あたたかくて、体にいいものを食べて
ほしいと思っています。

お店をしていて
嬉しいことは？

お惣菜・お弁当 はじめ
〒639-0252  奈良県香芝市穴虫10-4
TEL 0745-47-7321
営業時間 ／ 11:00～20:00
定休日 ／ 日曜日

Q1 Q2 Q3 Q4

ピンときたんです！この物件に出会ったのは
ほんとうに出会い。普通は住んでいる人以外
あまり通らないはずの道なのに、たまたまこの
物件の前を通りかかったんです。お店を出す
ことが決まって、住まいもこちらに移しました。
引っ越してから2年になります。

お店をだす場所に
二上を選んだ理由は？

若い男の子からおばあちゃんまで、老若
男女いろいろです。卒業シーズンは自転車
に乗った小中学生が来てくれたり。あとは
SNS効果。週2、3回SNSに写真をアップ
しているので、それを見て他府県からも
来てくださいます。時代ですね！

どんなお客様が
来てくれますか？

二上は、いい感じに田舎だし、でも便利で
大阪にもすぐに出られるのが魅力。引っ越
してきた当初は「受け入れられるかな？」と
不安もありましたが、隣近所の人たちとは
すっかり仲良しになりました。暮らしやすい、
品のいい街だと思っています。

この街（二上）の
魅了はなんですか？

お客様の想いに、とことん寄り添います！
こだわりや完成形への想いが強いから、お
待たせする事もありますが（笑）
風通しの良い居心地のいい空間作りを目指
しています！

お店のこだわり、
譲れないことは？

ヒトヒラ
〒639-0252  奈良県香芝市穴虫82-1-101
TEL 0745-43-6087
営業時間 ／ 10:00～19:00
定休日 ／ 木曜日

Q1 Q2 Q3 Q4
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