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第 104 回 神戸市灘地方の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 10 月 27 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。 

一方、私は日本の銅像探偵団/l（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私

は珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけるこ

とを目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有

名人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と

言う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近

郊と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はそのような「スクープ銅像」の

候補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

私は本年の６月初旬に大阪に滞在し、大阪市阿倍野区の大屋晋三像を探索し、そ

の探索記を93 回の記事/fに記載した。本記事を書く過程で次のような事項を知った。

➀大屋氏は貧しい家庭に育ち、苦学して東京高商（現・一橋大）を卒業した。②大

屋氏は高商卒業後、神戸の鈴木商店に就職した。③当時、鈴木商店の主人は鈴木う

め女史であった。④大屋氏は鈴木商店傘下の帝人に出向して、社長にまで昇進した。 

私は鈴木商店にも興味を持ち、色々と調査した。その結果、鈴木よね女史の胸像

が、祥龍寺（神戸市灘区篠原北町 3-6-2）に設置されている事を見つけた。更に、

神戸市灘区や東灘区の銅像を調査すると、金鳥山中腹の保久良神社（東灘区本山町

北畑 680）に椎根津彦命像が設置されている事を見つけた。これらの銅像は、日本

の銅像探偵団/lのサイトには収録されていない。そこで、私は 10 月中旬に大阪に滞

在している間の 10 月 17 日に、両像を探索した。本稿はその探索記である。なお、

本稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載す

る。 

 

（２）祥龍寺の周辺地図 

 祥龍寺の最寄駅である阪急六甲駅の周辺地図を、次ページの図１上に示す。本地

図より、神戸大学も近くにあることが分かる。私は理研に在職時代、神戸大学理学

部化学科の加藤肇教授と研究交流を行っており、神戸大学には何回か訪問し、加藤

教授のマンションに泊めて頂いたことが一度あった。しかし、20 年ぶりに阪急六甲

駅に来てみると、その時の土地勘を全く見失っていた。 
 祥龍寺の周辺地図を次ページの図１下に示す。阪急六甲駅北口から「六甲登山

口」の交差点に行き、そこから六甲川に沿って坂道を登ると祥龍寺に着く。祥龍寺

付近の道順は分かり難いが、「厳島神社」や「微笑幼稚園」を目標にして行けば何

とか辿り着いた。 
（本文は、３ページに続く。） 
 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-93.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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図１．上：阪急六甲駅の周辺地図、本図は２）のサイト/5より借用。下：祥龍寺の

周辺地図、本図は３）のサイト/より借用。➀祥龍寺、②厳島神社 

 

 

 

 

➀ 

➀ 

② 

② 

https://www.u-com-net.com/original_page/709295
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M06005/28102/ILSP0061198657_ipclm/
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（３）祥龍寺の鈴木よね女史像 

 祥龍寺の正門を図２上に示す。祥龍寺境内の一段と高い所に鈴木よね女史像が設

置されていた。その写真を図２下に示す。 

 

 

 

図２．上：祥龍寺の正門、下：祥龍寺境内の鈴木よね女史像 
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図３．鈴木よね女史像 

 

 鈴木よね女史像と台座に刻まれた銘文を図３に示す。台座の背面には、本像の由

来が記載されていたが、足場が悪いため全文を撮影することが出来なかった。よね

女史の経歴や銅像建立の経緯は、４）のサイト/pに詳細に記載されている。これら

の資料より、本像の概要は次のようになる。 

鈴木よね女史像 
設置場所：神戸市灘区篠原北町 3-6-2 祥龍寺境内 

設置時期：1927 年５月 

銅像製作者：不明 
設置経緯：鈴木よね（1852-1938）は姫路出身。26 歳の時、鈴木岩次郎（1841-

1894）と結婚。夫の急死後、鈴木商店を継承。番頭の金子直吉（1866-1944）と柳田

富士松（1867-1928）の活躍で、鈴木商店は総合商社として大発展。1919（大正 8

年） - 1920 年（大正 9年）の全盛時代、鈴木商店の売上げは 16 億円に達した。こ

の額は三井物産や三菱商事を遥かに上回っていた。また、当時のスエズ運河を通過

する船の一割は鈴木商店所有といわれた。明治初年に廃寺となっていた神戸の臨済

宗「祥龍寺」再興の協力要請を受け、よね等の喜捨により 1927 年祥龍寺の再建が実

現した。 
 なお、ウィキペディア「鈴木商店」には、次のように書かれている。 

鈴木商店（すずきしょうてん）は、かつて存在（登記上は現存）した日本の財閥、商社。

樟脳、砂糖貿易商として世界的な拠点網を確立するとともに、製糖・製粉・製鋼・タバ

http://www.suzukishoten-museum.com/blog/kairo35.php
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%95%E7%89%A9%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E5%95%86%E4%BA%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%82%BA%E9%81%8B%E6%B2%B3
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コ・ビールなどの事業を展開。さらに保険・海運・造船などの分野にも進出し、ロンド

ン・バルティック取引所で日本企業として 2 番目のメンバーとなる。 鈴木商店の子会社

の 1 つ、日本商業会社は岩井産業と合併し日商岩井へ、更にニチメンと合併し現在の双日

のルーツの一つでもある。 

1918 年（大正 7 年）7 月 23 日から始まった米騒動の際に大阪朝日新聞は、鈴木商店は

米の買い占めを行っている悪徳業者であると攻撃した。これにより、鈴木商店は米価の高

騰に苦しむ民衆の反感を買い、同年 8 月 12 日に神戸本店が焼き打ちされた。 

1927 年（昭和 2 年）3 月、当時の大蔵大臣・片岡直温の「とうとう東京渡辺銀行が破綻

した」との失言（片岡の発言時点では東京渡辺銀行はまだ破綻していなかった）により東

京渡辺銀行は実際に破綻、他行でも取り付け騒ぎが発生する。そんな中で同年 3 月 27 日、

台湾銀行は鈴木商店への新規融資打ち切りを通告。系列化していた鳥取発祥の第六十五銀

行に鈴木商店を支える体力はなく資金調達が不能となり、4 月 5 日、鈴木商店は事業停

止・清算に追い込まれた。  

その前日の 4 月 4 日に鈴木商店との絶縁を宣言した第六十五銀行であったが、鈴木商店

倒産のあおりを受け 4 月 8 日から一ヵ月あまりにわたり営業休止に追い込まれた。営業休

止は台湾銀行の台湾以外の店舗にも波及した（詳細は昭和金融恐慌も参照のこと）。第六

十五銀行は翌 1928 年 10 月に神戸銀行（現三井住友銀行）の源流となる神戸岡崎銀行に営

業譲渡のうえ清算された。  

商社部門は 1928 年、金子の部下だった高畑誠一を中心に鈴木商店の子会社だった日本

商業会社を日商と改め再出発を図る。また金子は、同じく鈴木商店の子会社だった太陽曹

達を太陽産業（1949 年解散。太陽鉱工の前身）と改め持株会社とし、同社の相談役として

鈴木家の再興を図った。一時は神戸製鋼所を系列に持つなどした。なお、この他の鈴木商

店の関連会社の殆どは鈴木商店を当時目の敵にしていた三井財閥の系列に統合されていっ

た。 

   

図４．左：柳田富士松の頌徳

碑、中：金子直吉の頌徳碑、

右：金子直吉の胸像。本図は

６）のサイト/pより借用。 

http://www.suzukishoten-museum.com/photo_archive/post-362.php
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 鈴木よね女史像の手前に、金子直吉と柳田富士松に対する頌徳碑が建てられてい

る。それらの写真を図４に示す。それらの全文は次のようである（５）のサイト/p

より）。 
金子直吉翁頌徳碑文 

金子直吉翁は、土佐の産。資性高潔識見高邁、奇策縦横の士也。身を貧婁に起し苦学力行

す。21 歳の時、神戸鈴木商店に仕え、終生献身忠誠を盡くす。同店が 50 有余の事業会社

を興し、之を海外貿易に結合して驚異の世界的発展を遂げ、其の名声を四海に轟かし、或

いは第一次世界大戦当時の日米船鉄交換の如き何れも翁の天稟と努力に因る。而して翁伝

統の遺業は、帝国人絹、神戸製鋼、播磨造船、豊年製油、クロード式窒素工業等皆人口に

膾灸し、其の商略店風は日商産業等に継承せられ、各々国家に貢献する處頗る大なり。晩

年同店蹉跌の後、太陽産業に據り挽回に奮闘したるも惜しいかな業半ばにして逝く。 

維持昭和 19 年 2 月 26 日 享年 79 歳也。 

柳田富士松翁頌徳碑文 

柳田富士松翁は、大阪の侠商・松原恒七の長男に生まれ、姻戚柳田家を嗣ぐ。資性謹直質

朴穏健の士なり。19 歳の時、鈴木商店に入り、店主夫妻の薫陶を愛く。長ずるに及んで

同店砂糖部を擔任し、店主没後は専らよね刀自を佐け、大いに才腕を振るい商権を拡張し

て主家発展の基礎を築き、金子翁共に同店の二大柱石として世に知らる。金子翁が天衣無

縫の躍進の陰には常に翁が緊密周到の守備あり。終生管鮑の交わりをなし、互いに輔佐扶

掖し、克く我が財界に鈴木商店の大をなさしめたり。 

昭和 3 年 2 月 9 日 脳溢血の為に逝く。 享年 62 歳也。 

頌徳碑裏面の発起人氏名 （金光庸夫、田宮嘉右衛門、高畑誠一、長崎英造、久村清太、

杉山金太郎 他賛同人 265 名） 
 ５）のサイト/pによれば、両頌徳碑の建立経緯は次の通りである。 

金子直吉翁頌徳碑および柳田富士松翁頌徳碑は、昭和 25(1950)年鈴木商店元社員（有志）

並びに元関連企業による「頌徳会」により両翁の偉業を頌えるため、鈴木商店ゆかりの祥

龍寺に建立された。 

 金子直吉の経歴は、６）のサイト/pに詳しく紹介されている。また、彼の胸像は

出身地（高知県吾川郡仁淀川町）にある「山村自然楽校しもなの郷」の金子直吉資

料室に飾られている。しかし、日本の銅像探偵団/lの「高知県欄」には収録されて

いない。 

なお、蛇足であるが、鈴木よねの記事に「鈴木よね刀自」と書かれている場合が

ある。博学の私でも、刀自の意味が分からなかった。「鈴木商店が破産して、よね

女史は自刃したのかな？」とも思った。大辞林 第三版に、次のような説明がある。 
「とうじ（刀自）」は「とじ（刀自）」の転。とじ（刀自）は戸主（とぬし）の意。「刀

自」は当て字。①  一家の主婦。いえとじ。②  老女の尊称。とうじ。③  他家に仕えて雑

役をする女。④  宮中の台盤所・御厨子所・内侍所などに仕えた下級の女官。 
 
（４）保久良神社の椎根津彦命像 
 金子よね像を探索した後、私は阪急六甲駅から阪急岡本駅に行き、保久良神社の

椎根津彦命像を探索した。岡本駅から保久良神社までの地図を、次ページの図５に

示す。現地では、駅から保久良神社までの道順が分かり易く表示されていないが、

７）のサイト/dに詳しく紹介されている。 

http://www.suzukishoten-museum.com/footstep/area/kobe_suburb/post-125.php
http://www.suzukishoten-museum.com/footstep/area/kobe_suburb/post-125.php
http://www.suzukishoten-museum.com/photo_archive/post-362.php
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://blog.goo.ne.jp/mixi1goo/e/35930fc42049541f639f15f68e3302ed
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図５．阪急岡本駅から保久良神社までに地図。本図は７）のサイト/dより借用。

➀：西光寺、②保久良神社の参道入口、③保久良神社の鳥居。 
  

 岡本駅から保久良神社までの道順が、図５に赤線で示されている。先ず、駅から

阪急神戸線の北側を東に行くと、「西光寺（図５の➀）」か「谷商店」に着く。そ

の角を左に曲がり、登り坂を北に行くと、「保久良神社参道入口（図５の②）」の

標石がある。この標石の角を左に入り、登山道を登ると「保久良神社の鳥居（図５

の③）」に到着する（海抜は 185ｍ）。 

ここの登山道はセメントで舗装されており、かなり急峻であったので、外反母趾

を持つ私には大変登り難かった。また、登山道には、「早朝登山はしずかに！」と

の注意書きがあった。保久良神社登山は大変盛んなようで、早朝から大声で話しな

がら登る人達が少なくないようだ。（本文は、10 ページに続く。） 
 

➀ 

② 

③ 

https://blog.goo.ne.jp/mixi1goo/e/35930fc42049541f639f15f68e3302ed
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図６．岡本駅から保久良神

社参道までの道順。 

上：西光寺（図５の➀）、 

中：「しずかに！」との注

意書き、 

下：保久良神社参道入口

（図５の②）。 
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図７． 
上：保久良神社の鳥居

（図５の③地点）、 

下：椎根津彦命像 
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 保久良神社の鳥居周辺の写真を図７上に、椎根津彦命像の写真を図７下に示す。

鳥居も銅像も新しい。これは、阪神淡路大震災（1995 年１月 17 日）の二十周年に

完成した復興工事で建設されたからである。保久良神社の紹介記事は、７）のサイ

ト/d、８）のサイト/、９）のサイト/l、10）のサイト/などが優れている。それら

を総合して、椎根津彦命像の概要は次のようになる。 
椎根津彦命像 

設置場所：神戸市東灘区本山町北畑 680、金鳥山中腹の保久良神社鳥居横 

設置時期：2015 年８月 11 日 

銅像製作者：藤井治紀（富山県砺波市） 
建立者： 保久良神社震災復興奉賛会 
設置経緯：椎根津彦命（シイネツヒコノミコト）は保久良神社（ホクラジンジャ）

の祖神である。阪神淡路大震災（1995 年１月 17 日）二十周年を迎えるにあたり、

震災を受けし当神社の震災復旧、社殿修復、境内外整備の復興諸工事完了を記念し

て、祖神御尊像の銅像建立。 

なお、亀に乗った銅像（亀趺銅像）は、日本では他に数体しかない。その例を以

下に示す。➀江戸東京博物館の徳川家康像、②京都丹後半島にある元伊勢籠神社の

倭宿禰命(やまとすくねのみこと)、③香川県荘内半島の浦島太郎像。（②と③は

11）のサイト/lを参照）これら３体の銅像は、日本の銅像探偵団/lのサイトに収録

されている。 

鳥居から海側を見ると、立派な石燈籠（灘の一ツ火）が建っており、その向こう

に神戸港がよく見える。その写真を図８に示す。 

 

 
図８．保久良神社の鳥居から見た神戸港 本図は10）のサイト/より借用。 

https://blog.goo.ne.jp/mixi1goo/e/35930fc42049541f639f15f68e3302ed
https://blog.goo.ne.jp/mixi1goo/e/35930fc42049541f639f15f68e3302ed
https://trip-nomad.com/trip/japan/hokura-ikikata/
https://ameblo.jp/sbi39/entry-12380530699.html
https://higashinada-journal.com/spot/8519/
https://www.densetsu-tobira.com/urashima/index.html
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://higashinada-journal.com/spot/8519/
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 ウィキペディアの「保久良神社」の項には、次のような説明がある。 
保久良神社（ほくらじんじゃ）は、兵庫県神戸市東灘区本山町の保久良山（金鳥山中

腹）に鎮座する神社である。旧社格は式内社。 須佐之男命、大国主命、大歳御祖命（お

おとしみおやのみこと、須佐之男の子供の出雲の神様）、椎根津彦命（しいねつひこのみ

こと）を配祀する。 

創立に関する詳細は不明であるが、境内外に多数の磐座群が見られ古代祭祀の場であっ

たと考えられる。境内外地より石器時代、青銅器時代、弥生時代後期の弥生式土器や石斧、

石剣など種々の遺物、特に有名な物として約 20cm の銅戈(重要文化財)が出土している。

その何れもが儀礼的用途をもつものと考証され、祝部土器、玻璃性勾玉も発見され祭祀は

非常に古い時代から行われていたと考えられる。 

椎根津彦命は保久良神社の南に位置する神戸市東灘区の青木（おおぎ）の浜に青亀（お

うぎ）の背に乗ってこの浜に漂着したという伝承があり、それが青木の地名の由来となっ

た。 吉井良隆は当社を「椎根津彦命は大阪湾北側を支配する海部の首長であったとされ、

西宮夷の奥夷社の元宮」と推測している。 
社頭の灯明台の神火は「灘の一つ火」と呼ばれる常夜灯である。その言われは、日本武

命が熊襲遠征の帰途、夜に航路がわからなくなった時、保久良神社の灯火が見え無事に難

波へ帰りつけた事にあり、以来「沖の舟人 たよりに思う 灘の一つ火 ありがたや」の

古謡通り、広く崇敬され、航海者の一針路となっていた。 市街に近いので再度山、高取山、

旗振山らと同じように、「毎日登山」が行われており 1000 回以上の登山者が多数いる。 

上記の説明により、保久良神社の祭神は、須佐之男命、大国主命、大歳御祖命、

および椎根津彦命である。４神のうち椎根津彦命以外は出雲神で、本社が出雲３神

を祀っている理由は不明である。私（林）の意見は次の通りである。 

本社の元々の祭神は椎根津彦命で、出雲３神は何らかの理由で後から祀られたのであろ

う。「椎根津彦命は大阪湾北側を支配する海部の首長」と言う説は興味深い。そもそも、

海部族の本貫は徳島県海部郡である。古事記阿波説は、「伊の国（後の阿波国）を本拠と

していた天孫族が、摂津国や大和国（現在の大阪府、兵庫県、奈良県）に進出して、天皇

家となった」と主張する。海部族も天孫族に従って、大阪湾北側に進出したのであろう。

「椎根津彦命が亀に乗って神戸市東灘区の青木に来た」という伝説は、「椎根津彦命の舟

隊が、徳島県海部郡から青木に進出した」という史実を反映しているのであろう。 

 

図９．保久良神

社境内にある

「立岩」と呼ば

れる磐座。 
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保久良神社の境内外には、多数の磐座群が見られる。その一つ「立岩」を図９に

示す。なお、10）のサイト/によれば、保久良神社は古代文明「カタカムナ」の聖

地であるようだ。私は「カタカムナ」に詳しくないので、興味のある方は12）のサ

イト/mをご覧ください。 
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