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第 140 回 神戸市と西宮市の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2020 年 11 月 17 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（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。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、宣言が解除されて

から、東京での銅像探索を再開している。詳しくは、前回の記事/fをご覧下さい。

一方、大阪に行くことは本年 2月から自粛してきたが、孫娘の七五三と私共夫婦の

金婚祝いのため、11 月４日から 11 日まで久しぶりに大阪に滞在した。そのついで

に近畿地方の銅像探索も行った。本稿は、その内の、神戸市と西宮市の銅像探索記

である。なお、本稿では資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意見は青文字で記

載する。 

 

図１．日本盛の煉瓦館 ここでは、利き酒などができる。場所は図６を参照。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-139.pdf


 2 

（２）神戸市六甲アイランド 

 神戸市には、六甲アイランドとポートアイランドとの２大人工島がある。図２上

に両島の交通地図を、図２下に六甲アイランド（以後、本島と書く）の交通地図を

示す。本島の建設は 1972 年に始まり、1988 年 3 月には、最初の住宅街が完成して

入居が始まっている。また、1990 年 2 月 21 日には、六甲ライナーが開業している。

ポートアイランドは港湾・神戸空港などの交通・産業の島であるが、本島は対照的

に高層マンション、学校、美術館などの住宅・文化の島である。本島の現在の人口

は約２万人である。 

 

 

図２． 
上：六甲アイランドとポートアイラン

ドの交通地図 

本図は、２）のサイト/1より借用。 

下：六甲アイランドの交通地図 

本図は、３）のサイト/より借用。 

https://kohnan.or.jp/rokko/about/overview/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9/accessp01
https://www.ferry-sunflower.co.jp/route/kobe-oita/boarding/


 3 

（３）六甲アイランド高校の楠公母子像 

 六甲アイランド高校に楠公母子像が設置された経緯や、本像の建立理由は、４）

のサイト/lや５）のサイト/7に詳しく紹介されている。このような anachronistic

な銅像を拝見するのも一興と思い、私は 11 月 5 日に本校を訪問した。ウィキペディ

アによれば、本校の概要は次の通りである。 

1998 年に、神戸市立六甲アイランド高等学校は神戸市立赤塚山高等学校（前身は神戸市立

高等女学校）神戸市立神戸商業高等学校（前身は神戸市立第三神港商業学校）との三校併

置で開校。2000 年には、併置両校廃校により単独校となる。 

 

 

 

図３．上：マリンパーク駅の周辺地図、①：マリンパーク駅、②：六甲アイランド

高校の正門、③：楠公母子像。下：六甲ライナーのマリンパーク駅から見た六甲ア

イランドの一部と六甲アイランド高校のグランド。 

① 

② 

③ 

https://www.sankei.com/column/news/200117/clm2001170003-n1.html
https://www.sankei.com/column/news/200117/clm2001170003-n1.html
http://www2.kobe-c.ed.jp/rki-hs/?action=common_download_main&upload_id=12977
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 図３上にマリンパーク駅（図３上の①地点）の周辺地図を、図３下に六甲ライナ

ーのマリンパーク駅から見た本島の一部と本校のグランドを示す。本校の正門（図

３上の②地点）から校舎までは離れており、その間には銅像が見当たらなかった。

私は「さて、銅像はどこだろう？」と思い、校舎の前にいた作業員らしきオッサン

に「楠公母子像を拝見したいのですが？」と尋ねてみた。すると彼が「事務所で聞

いて下さい」と言うので、私は校舎の玄関に入り、そこにいたオバサンに「楠公母

子像を拝見したいのですが？」と尋ねた。すると彼女は「教頭先生に聞いて来ま

す」と言って出て行ってしまった。 
しばらく待っていると、「教頭ですが」と言う人物が現れ、私に名刺をくれた。

それには「神戸市立六甲アイランド高等学校 教頭 津村真人」と書かれていた。

私は津村先生に「私は定年退職者で、趣味として全国の銅像を撮影しています。自

宅は東京ですが、子供が大阪に居るので今は大阪にいます」と言った。すると、津

村先生が「先生をされていたのですか？」と尋ねるので、私は昔の名刺を渡して

「大学で教えていたことも、研究していたこともありますが、それはもう過ぎた話

です」と答えた。津村先生は親切にも裏庭（図３上の③地点）にある楠公母子像に

案内して下さった。その写真を図４に示す。 
（本文は、６ページに続く。） 

 

 

図４．楠公母子像 
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図５．上：子（楠木正行）の像、下：母（楠木久子）の像。 
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 以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 
楠公母子像 
設置場所：神戸市東灘区向洋町中 4-4 神戸市立六甲アイランド高校裏庭 
建立時期：1936 年 2 月、新校舎落成式と同時に銅像除幕式 
設置時期：2001 年当地に移設 
作者：岩崎光仁（高村光雲の高弟） 
設置経緯：湊川の戦いで敗れた楠木正成（？-1336）の首が河内に送られてきたとき、嫡

子・正行（？-1348）は自害しようとする。それを母の久子が「朝敵を滅ぼせとの父の遺

訓を忘れたか」と命がけで諭した。「太平記」で有名なこの場面を、本像は表している。

本校の前身の一つ、神戸市立第一高等女学校の新校舎建設に合わせて昭和 11 年、教職員

や生徒らが浄財を出し合い、建立された。第一高等女学校は、正成殉節地・湊川神社（神

戸市中央区）に近い場所にあった。しかし戦後、校舎は移転し、像だけが残されていた。

いずれ撤去されてしまうのではと憂慮した卒業生たちが、移設先探しや募金活動に奔走し、

1998 年に設立された本校に移設した。 

 兎も角、楠木一族は後醍醐天皇に使い捨てにされたのは哀れである。なお、本像

と同型像が大阪府富田林市の楠妣庵観音寺にも設置されている（６）のサイト/2）。 

 

（３）西宮市の伊藤保平像 

神戸市六甲アイランドの近くにある阪神西宮駅から日本盛の本社・工場まで歩い

て行ける。私は酒を飲まないので、日本盛のことはよく知らないが、昔「日本盛は

よいお酒」という TV コマーシャルを聞いたことがある。そこに、伊藤保平像が設置

されていると言う記事（７）のサイト/5）があったので、撮影に行った。その周辺

地図を図６に示す。（本文は、８ページに続く。） 

 

 

図６．日本盛の周辺地図 本図は、８）のサイト/lより借用。 

https://blog.goo.ne.jp/omorotondabayashi/e/4b885216478e8631986e43ee438366d2
https://nishinomiya.mypl.net/mp/douraku_nishinomiya/?sid=36665
https://www.nihonsakari.co.jp/company/map.html
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図７．上：日本盛の本社入口、下左：伊藤保平像、下右：銘板。 
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日本盛の本社入口の写真を図７上に示す。銅像は道路から見える位置に、道路を

背にして工場向きに設置されていた。本像は本社敷地内にあるので、守衛さんに撮

影許可を貰った。全くの逆光環境で、撮影に苦労した。図７下左に本像を、図７下

右に台座正面の銘板を示す。後者には「伊藤保平翁寿像」と書かれていた。 

 

 

図８．上：銅像背面の作者署名、下：台座背面の銘文。 
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 図８上に銅像背面の作者署名を、図８下に台座背面の銘文を示す。私にはこの作

者署名から製作者名が分からなかったが、彫刻の専門家なら自明のことであろう。

台座背面の銘文には次のように書かれていた。 

日本酒造組合中央会は、全国同業の有志を諮り 
朝倉文夫氏に嘱して伊藤保平翁の壽像二基を制（本像は朝倉文夫作と判明。） 
作し、その一を新築の日本酒造会館に安置し、 
その一を翁に贈呈せらる。翁が本年八十の壽を 
機とし、わが西宮酒造株式会社において亦た 
賀頌の企望ありたれば、翁よりこれを請貰し、 
翁が社長また会長としてわが社を宰すること五 
十年。屡次の災疫時艱を凌ぎ、以って今日の盛（屡次（るじ）は「たび重なること」。） 
を致せる功績を永く傳えるべく、翁と交誼篤き 
池田勇人首相の題署を乞い、これを本社の前庭 
に建つ。時に昭和三十七年十二月初吉なり  （昭和三十七年は 1962 年。） 

 以上の銘文より、本像建立経緯の一端は理解できる。しかし、伊藤氏の略歴を知

ることは出来なかったので、他の資料を当たり彼の略歴を調査した。 
 ウィキペディア（日本盛）には当社の概要が次のように書かれている。 
日本盛株式会社は、日本の酒造会社ならびに同社が発売する酒造ブランドである。本社は

兵庫県西宮市用海町。灘五郷の一角を担うメーカーで、大関、白鹿などと並ぶ、日本酒の

一大産地西宮市の酒造メーカー。日本酒の生産技術で培われたノウハウを生かし、「米ぬ

か美人シリーズ」などの化粧品事業や健康食品事業などの分野にも進出している。 
蔵元の「日本盛」は明治 22 年(1889)世襲が主流の酒造業界にあって、若手実業家 18 人の

出資により創業。明治 22 年(1889)「西宮企業会社」設立。同 26 年(1893)株式会社化。同

29 年(1896)「西宮酒造株式会社」に改称。平成 12 年(2000)現在の社名に変更。日本全国

諸会社役員録 明治 32 年（社長・森本甚兵衛）、日本全国諸会社役員録 明治 35 年（社

長・森本甚兵衛、常務取締役・伊藤米蔵）、西宮現勢史大正 5 年（取締役社長・伊藤保

平）、日本全国諸会社役員録 第 30 回大正 11 年（社長・伊藤保平）、日本全国諸会社役

員録 第 40 回昭和 7 年（社長・伊藤保平）とある。 

ウィキペディアには、伊藤保平の項はないが、伊藤米蔵の項には次のように書か

れている。 

伊藤 米蔵（いとう よねぞう、1861 年 3 月 11 日（文久元年 2 月 1 日）- 没年不明）は日

本の実業家。西宮酒造常務取締役。西宮開運取締役。西宮銀行取締役、同監査役。族籍は

兵庫県平民。養子・保平（1882 年 - ?、兵庫、大岡佐平治の二男）。 

 ９）のサイト/lには、日本盛の歴代社長の学歴が記載されており、それによると

「伊藤保平は慶応義塾大学卒」とある。10）のサイト/mには「元日本酒造組合中央

会会長、前参院議員 伊藤保平」の記載がある。本文により、日本酒造組合中央会

が本像を制作した理由が判明した。又、伊藤氏は参院議員であったことも分かった

ので、その方面も調査した。すると、11）のサイト/lに次のような記載があった。 

第１回参院選(1947) 全国区：候補者別結果 

順位：13  票数：289807（1.43%）  伊藤 保平（男 66 新  1  無所属）     

https://presidenthouse.net/blog-entry-211.html
http://library.main.jp/index/jst25266.htm
http://poliele.blog.jp/archives/26583602.html
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以上のように、伊藤氏は日本酒造組合中央会の組織票により堂々13 位で当選し、

6年議員を 1期（1947-1953）務めた。これで、池田勇人首相に座主名を書いていた

だく関係が出来たようだ。伊藤氏はかくのごとき有名人であるが、ネット検索では

氏の没年は不明である。以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

伊藤保平翁壽像 
設置場所：兵庫県西宮市用海町 4-57 日本盛株式会社本社玄関前 

建立時期：1962 年 12 月 
作者：朝倉文夫 
設置経緯：伊藤保平翁（1882-？）は日本盛の創業者の一人。翁は大岡佐平治の二男とし

て生まれ、1900 年 5 月伊藤米蔵の養子となる。慶應義塾大卒。日本盛の社長、会長を歴任

し、日本酒造組合中央会の会長を務める。第１回参院選(1947)では全国区で 13 位当選し、

１期 6 年間議員を務める。日本酒造組合中央会は翁の傘寿祝いに胸像を二基制作し、日本

酒造会館と日本盛本社に設置する。翁と交誼篤き池田勇人首相の題署を乞う。 

なお、養子縁組の時期は、12）のサイト/9による。 
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