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第 105 回 京都の関本 諦承像と大阪の岩本栄之助像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 10 月 29 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、私はネット記事を丹念に調査し、そ

のような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 

そこで、私は本年 10 月中旬に大阪に滞在している間に、そのような「スクープ銅

像」の幾つかを探索した。勿論、私の意に反して、空振りに終わることも多かった

が、成功例を紹介する。前回の記事/fでは、神戸市灘区の鈴木よね像と東灘区の椎

根津彦命像を紹介した。今回は、京都西山高校（京都府向日市）の関本 諦承像と大

阪中央公会堂（大阪市北区）の岩本栄之助像の探索記を記載する。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。 

 
図１．向日市の周辺地図と西国街道（赤線） 本図は、２）のサイト/gより借用。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-104.pdf
http://blog-imgs-45.fc2.com/d/m/t/dmtakatsuki/20101023map.jpg
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（２）京都府向日市の周辺地図 
 図１に、向日市の周辺地図を示す。本図の赤線で示された道路は「西国街道」で

ある。また、図１の「9：59」で示された地点に阪急京都線の東向日駅がある。本駅

の周辺地図を図２に示す。10 月 21 日に、私は東向日駅から京都西山高校まで行っ

た。図２の青線で示した道路が、私が今回歩いた西国街道の一部である。 
 

 
図２．阪急京都線東向日駅の周辺地図 本図は、３）のサイト/より借用。 

 

 東向日駅で下車すると、駅前に「西国街道」と書かれた大きな石標と立派な常夜

灯があった。それらの写真を、次ページの図３に示す。向日市の西国街道の紹介は、

４）のサイト/が優れている。本サイトによれば、本灯は「築榊講（つきさかこう）

の常夜灯」と呼ばれ、天保 13 年（1842）に建立された石灯籠で、向日市内に現存す

るものの中では最大である。なお、本灯の詳細は、５）のサイト/lで紹介されてい

る。 

 私は、図２に青線で示した道路を歩いて京都西山高校まで行った。所要時間は約

10 分だった。この道は西国街道の一部で、道の両端が敷石で舗装されており、沿道

には古い民家が点在し、情緒深い街道であった。 
（本文は、４ページに続く。） 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M08015/26208/L0384223/
https://kyototwo.jp/post/attractions/8670/
http://hideok.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-4020.html
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図３．東向日駅前にある「西国街道」の石標（上）と立派な常夜灯（下） 
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（３）京都西山高校（京都府向日市）の関本 諦承像 
 図４上に京都西山高等学校の校門と校舎を、図４下に校舎前に設置されている僧

侶の胸像を示す。胸像の台座正面には校訓が彫られており、これだけでは胸像主の

氏名が分からなかった。台座の裏には、「校祖 関本 諦承猊下」と彫られていた

（次ページの図５中）。また、台座横には建立の年月が彫られていた（図５右）。 

 

 
図４．上：京都西山高等学校の校門と校舎、下：校舎前にある僧侶の胸像。 
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図５．左：僧侶像、中：台座裏面の名前、右：台座側面の銘板。 
 
 本像の銘文、ウィキペディアの「京都西山高等学校」の項、６）のサイト/l、お

よび７）のサイト/mより、関本像の概要は以下の通りである。 
関本諦承猊下像 
設置場所：京都府向日市寺戸町西野辺 京都西山高校玄関前 

設置時期：1977 年 11 月 9 日 

銅像製作者：不明 
銅像寄贈者：同窓会 
設置経緯：関本 諦承（せきもと・たいじょう、1860-1938）は紀州（現・和歌山県

みなべ町）出身の浄土宗西山派の僧侶。幼名は音吉。貧農の生まれながら幼少より

聡明頴哲。宗学を本山専門寮で学び、高野山にて密教を、奈良において唯識、華厳

を更に東京に遊学して、宗教哲学を究め、内外の典籍をあさって本宗の宗義を鮮明

にされた。また幾多の著述もあり。特に「信仰講和」「信仰と実践」は、本宗の教

えを人々に伝える宝玉として現在にも輝いている。近代にまれな高僧として、今日

の「西山浄土宗」中興の祖として、宗内はもちろん、日本仏教界としてもわすれら

れない学徳兼備の名僧である。1906 年に西山派執事長、1918 年に総本山光明寺（京

都府長岡京市）第 69 世法主に就任。仏教の根本精神を「慈悲心」ととらえそれを養

うためには、女子の教育が極めて大切であると考え、1923 年には和歌山市に修徳高

https://wave.pref.wakayama.lg.jp/bunka-archive/senjin/sekimoto.html
http://www.naxnet.or.jp/%7Eshuho/shinkuushounin.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%91%E6%97%A5%E5%B8%82


 6 

等女学校（現：開智中学校・開智高等学校）を、1927 年には京都府向日市に西山高

等女学校（現：西山高等学校）を創建。本像は、本校の創立五十周年を記念して建

立。 

 浄土宗西山派の総本山光明寺（京都府長岡京市）は、図１が示すように、本校の

近くにある。従って、本校は総本山の近くの当地に建設されたのであろう。なお、

関本諦承の全身像が和歌山市の開智中学校・開智高等学校に設置されている。本像

を図６に示す。本像は、日本の銅像探偵団/lサイトの「和歌山市」欄には収録され

ていない。 

 
 
 参考のために、浄土宗西山派について少し調べてみた。その結果、９）のサイト/

に、次のような説明があった。 

浄土宗は、平安時代の終わりに法然上人の開かれた仏教の宗派です。当時、あまりに急速

に広まったために権力者からの弾圧を受け、法然上人の教団はちりぢりばらばらになりま

した。そのため浄土宗は、法然上人のお弟子によって、色々な宗派に分かれました。現在

も残るのは、➀弁長の鎮西派、②証空の西山派、および③親鸞の浄土真宗の３つである。 

なお、９）のサイト/は上記の３宗派の違いを解説しているが、本稿では省略する。

興味のある方は、このサイトをご覧下さい。 

 現在、浄土真宗は東本願寺、西本願寺などの真宗教団連合加盟の 10 派ほか諸派に

分かれている。浄土宗西山派も、現在３宗派に分裂している。ウィキペディアの

「西山浄土宗」の項では、次のような記載がある。 

1919 年（大正 8 年）4 月 30 日、浄土宗西山派がそれぞれの考えの違いから光明寺を総本

山とする浄土宗西山光明寺派（現在の西山浄土宗）、禅林寺を総本山とする浄土宗西山禅

林寺派、誓願寺を総本山とする浄土宗西山深草派の三つに分裂する。この三つを総称して

西山三派という。 

 10）のサイト/lに、次のような記事があった。 
トロッコ嵯峨駅にある「１９世紀ホール」に、SL とピアノの展示場があり、後者にはベー

トーベン、ブラームス、モーツァルト、シューベルトらの銅像があった。 

そこで、私は京都西山高校で関本 諦承像を探索した後、阪急嵐山駅に行き、「１９

世紀ホール」まで歩いた。そこには、色々なＳＬが展示されていたが、ピアノ展示

場は無くなっていた。これは「空振り」の一例であった。 

図６．和歌山市の開智中学校・開智高等学校に設

置されている関本諦承の全身像 本図は、８）の

サイト/lより借用。 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://true-buddhism.com/shuha/jodo/
https://true-buddhism.com/shuha/jodo/
https://ameblo.jp/hop-on-pop-kobe/entry-12291523485.html
https://www.kaichi.ed.jp/news/news21/entry-1848.html
https://www.kaichi.ed.jp/news/news21/entry-1848.html
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（４）大阪中央公会堂（大阪市北区）の岩本栄之助像 
 私は、10 月 23 日には、私は大阪市内で銅像探索を行った。先ず、地下鉄北浜駅

から大阪中央公会堂に行き、岩本栄之助像を拝見した。図７に中央公会堂の周辺地

図を示す。 
 

 
図７．中央公会堂の周辺地図 本図は、11）のサイト/より借用。 

 

 大阪中央公会堂の写真を、次ページの図８上に示す。ウィキペディアの「大阪中

央公会堂」の項には、次のような記載がある。 
大阪市中央公会堂（通称：中之島公会堂）は、1911 年、株式仲買人である岩本栄之助が

公会堂建設費として当時の 100 万円を寄付したことにより、1913 年 6 月に着工、1918 年

11 月 17 日にオープン。岩本栄之助は第一次大戦による相場の変動で大きな損失を出し、

公会堂の完成を見ないまま 1916 年に自殺した。 

建物は鉄骨煉瓦造地上 3 階・地下 1 階建て。意匠はネオ・ルネッサンス様式を基調とし

つつ、バロック的な壮大さを持ち、細部にはセセッションを取り入れており、アーチ状の

屋根と、松岡壽によって天地開闢が描かれた特別室の天井画・壁画が特徴となっている。

ロシア歌劇団の公演、アルベルト・アインシュタインを始め、ヘレン・ケラーやガガーリ

ンなどの歴史的人物の講演も行われた。 日本有数の公会堂建築であり、外観、内装とも

に意匠の完成度が高く、日本の近代建築史上重要なものとして 2002 年 12 月 26 日、国の

http://kitahama-forum.com/access/
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重要文化財に指定された。老朽化が進んだため、1999 年 3 月から 2002 年 9 月末まで保

存・再生工事が行われ同年 11 月にリニューアルオープン。 

 

 
図８．上：大阪中央公会堂の外観、下：地下１階の「岩本栄之助コーナー」。 
 
 本公会堂の地下１階の展示室には「岩本栄之助コーナー」があり、岩本氏の胸像

と遺品が展示されていた。その写真を図８下に示す。銅像は逆光環境により、鮮明

な写真を撮影することは困難であった。次ページの図９上に、岩本像の写真を示す。 
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 胸像の台座正面には「中央公會寄贈者 岩本栄之助氏像」の銘板が貼られていた。

台座側面には「昭和三十三年十一月建立」の銘文と「そごう謹製」の銘文（図９

下）が貼られていた。「株式会社そごう」は、本像の建立当時は大阪を代表する勢

いのある新興企業で、倒産する運命にあるとは夢にも想像できなかった。 

図９．上：岩本栄之助氏像、 

下：「そごう謹製」の銘文。 
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図 10. 岩本像の横に展示されていた説明板 
 
岩本像の横に展示されていた説明板を図 10 に示す。本板には、次のように記載さ

れている。 
中央公会堂の寄贈者 岩本栄之助 

大阪市中央公会堂は、岩本栄之助の寄付により、1918 年に竣工しました。岩本栄之助

（1877-1916）は、明治時代後半から大正時代にかけて、大阪の株式界で活躍した人物で

す。栄之助は 1906 年、父・栄蔵の営む株式仲買業を継ぎ、1907 年の株式相場の高騰など

で大きな利益をあげました。1909 年、渋沢栄一を団長とする渡米実業団に参加し、アメリ

カの進んだ産業・文化を視察。渡米中、父の訃報に接した栄之助は、欧米の富豪が公共事

業や慈善事業に熱心であることに共感して、帰国後株式市場で得た利益の寄付に動き始め

ました。 
100 万円の寄附金の用途としては、はじめ商業学校の設立や学生の奨学金にあてるなど

の案もありましたが、最終的には公会堂の建設が選ばれました。建設は㈶公会堂建設事務

所により行われ、設計競技（コンペ）を行った後、1913 年より工事が開始されました。 
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しかし、1916 年、株式相場で苦境に陥った栄之助は、公会堂の完成を待たず自らの手で

その生涯を閉じました。 

栄之助の没後も工事は続けられ、1918 年 11 月 17 日、落成奉告祭が行われました。栄之

助の娘から大阪市長に公会堂の鍵が手渡され、公会堂は大阪市に寄贈されました。 

 以上の資料より、岩本像の概要は以下の通りである。 
岩本栄之助氏像 
設置場所：大阪市北区中之島 1丁目 1-27 大阪市中央公会堂地下 1階展示室 

設置時期：1958 年 11 月 

銅像製作者：そごう謹製 
銅像寄贈者：大阪証券取引所、大阪証券業協會 
設置経緯：岩本栄之助（1877-1916）は大阪市南船場生まれの株式仲買人。1906 年

に家督相続。彼は 1909 年に財界が結成した米国視察団に加わり、米国大都市の公共

施設の立派さや富豪たちによる慈善事業・寄付の習慣に強い印象を受けた。彼は父

の遺産と私財をあわせた 100 万円（現在の数十億円）を大阪市に寄付した。市は本

寄付金を用い、衰退していた中之島に公会堂を建設することにした。公会堂は 1913

年６月に着工、1918 年 11 月 17 日にオープン。しかし、栄之助は第一次世界大戦に

よる相場の変動で大損失を出し、1916 年 10 月 22 日にピストル自殺を図り、その５

日後に死亡。 

図８上の写真でも見えるように、中央公会堂正面大アーチの屋上には２神像が飾

られている。それらを望遠で撮影した。その写真を図 11 に示す。 

 
図 11．中央公会堂正面大アーチ屋上の２神像（右：ミネルヴァ、左：メルクリウ

ス）。 
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２神像の概要は以下の通りです。 
設置場所：大阪市北区中之島 1丁目 1-27 大阪市中央公会堂正面大アーチの屋上 

設置時期：2002 年（二代目） 

銅像製作：古写真や下絵をもとに復元 
設置経緯：初代の像は 1943 年に金属供出されたが、2002 年完成の保存・再生工事

で再現。ミネルヴァ（写真右）は医学・知恵・商業・製織・工芸・魔術を司るロー

マ神話の女神（ギリシャ神話ではアテナ）。メルクリウス（写真左）は商業を司る

ローマ神話の男神（英語読みでマーキュリー、ギリシャ神話ではヘルメース）。 
 12）のサイト/によれば、公開堂の最初の模型では、アーチの上には大黒様のよう

な日本の神像が載っていたそうである。しかし、洋風の外観に日本の神様はそぐわ

ないと、ミネルヴァとメルクリウスの像が選ばれたそうである。なお、12）のサイ

ト/は、岩本栄之助の経歴や大阪市中央公会堂の紹介が優れている。 

 昨年の 12 月 12 日付けの72 回の記事/fで、私は次のように書いた。 
私は 2018 年 10 月 23 日の京都新聞で、次のような記事を見つけた。「薬の町として知

られる大阪市中央区の道修町にあり、神農さんと親しまれている少彦名神社で、約１５０

年前に行方が分からなくなった神農像が兵庫県芦屋市の薬店で見つかり、同神社に寄贈さ

れる還御祭が２３日、開かれた。」 
そこで、私は 11 月 27 日の朝、少彦名神社を参詣した。当社は薬の町である道修町の

街並みの奥にあった。その入口を図２下に示す。当社はこじんまりした神社で、私は境内

を物色したが神農像は見当たらなかった。そこで私は当社の授与所におられた男性に「神

農像はどこにありますか？」と質問した。彼は「今は工事中で公開していません」と答え

たので、私が「いつから公開ですか？」と聞くと、彼は「12 月３日からです」と言った。 

私は 12 月４日に当社を再訪したが、神農像は見当たらなかったので、当社の授与所に

おられた女性に「神農像はいつから公開ですか？」と聞いた。すると彼女は「まだ公開し

ていません。公開日は未定です」と答えた。私は少しムットなって、「ここの男性が 12 

月３日から公開と言ったじゃないか」と文句を言おうと思ったが、大人気ないので黙って

引き下がった。それにしても、私は件の男性には腹が立ったが、「来年また、ここに来て

みよう」と思い直した。 

 以上のような経緯で、私は大阪市中央公会堂での銅像検索の後、少彦名神社を

再々訪問した。（なお、本神社の場所は図７に載っているので、ご覧下さい。）拝

殿の奥には件の神農像が置かれていた。その写真を、次ページの図 12 上に示す。見

たところ、本像はブロンズ製ではなく、木像のようである。しかし、傍に行って確

認することは出来なかった。従って、本像を日本の銅像探偵団/lサイトには投稿し

ないこととした。これも、銅像探索の空振り例である。 

 本年の３月 12 日付けの83 回の記事/fで、私は読売テレビ大阪本社の新社屋前に

設置された「少年探偵団像」を紹介した。当時は、新社屋の開業前で、内部を探索

出来なかった。私が「本年 9月 1日から新社屋より放送を開始し、１階ロビーは入

場自由である」との情報を得ていた。そこで、私は少彦名神社から読売テレビ新社

屋に行ってみた。 

 新社屋の回りには、「少年探偵団像」しか設置されておらず、全く殺風景であっ

た。１階ロビーにも入場してみた。私は「そこに務臺光雄前社長の銅像がある」こ

とを秘かに期待していた。しかし、ロビーには「少年探偵団像」関係者らしい２体

https://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00784/
https://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00784/
https://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00784/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://83%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-83.pdf
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の色彩人形が置いてあるのみで（図 12 下）、ここも全く殺風景であった。私は「読

売テレビは一般視聴者を慇懃無礼に馬鹿にしている」と、読売グループへの反感が

増々強くなった。これも、銅像探索の空振り例である。 

 

 
図 12．上：大阪市中央区の少彦名神社にある神農像、下：読売テレビ大阪本社の

新社屋ロビーに飾られた色彩人形。 
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