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第 142 回 大阪市の長瀬像、石井像、および藤井夫妻像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年 11 月 24 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、139 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。140 回の記事/fでは、11 月 5 日の神戸市と西宮市

の銅像探索記を記載した。前回の記事/fでは、11 日の宇治市での銅像探索記を記載

した。本稿では、9日の大阪市での銅像探索記を記載する。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。 

 

（２）長瀬産業の長瀬伝三郎像と長瀬徳太郎像 
 私は２）のサイト/lより、「長瀬産業大阪本社（以後、本社と書く）の２階ロビ

ーに長瀬社長の胸像が二基ある」ことを知ったので、11 月 9 日に本社を訪問した。

本社ビルと本社の周辺地図を図１に示す。 

 

図１．左：長瀬産業大阪本社ビル、右：長瀬産業大阪本社の周辺地図。  

本図は、３）のサイト/lより借用。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-139.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-140.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-141.pdf
http://106season2.blog15.fc2.com/blog-entry-2989.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000129607.html
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 ３）のサイト/lによれば、「大阪市では、西区の都市景観資源の発掘のため、西

区未来わがまち会議との連携により『わがまち自慢の景観』を募集し、大阪市都市

景観委員会の審議を経て、平成 23 年 7 月 1 日に 11 件を都市景観資源に登録しまし

た」そうである。この 11 件の中に、長瀬産業大阪本社ビル本館も選定された。その

理由と概要は次の通りである。 

長瀬産業大阪本社ビル本館 
所在地：西区新町 1 丁目 1 番 17 号 

概要：昭和 3 年（1928 年）竣工。設計者は初代通天閣を設計した設楽貞雄。中央のバルコ

ニーが特徴的で、外壁はスクラッチタイルを使用している。新館が昭和 57 年（1982 年）

に建てられているが、そのデザインは、立面の構成や窓の配列など旧館へ配慮している。

※スクラッチタイル…表面を櫛引きして平行の溝をつくり、焼成した粘土タイル 

講評〔大阪市都市景観委員会〕：外壁のスクラッチタイルが印象的であり、正面のバルコ

ニーとアーチ型の窓がモダンな印象を与える。隣接する新館や立体駐車場にも旧館のデザ

インが継承され、意匠面、景観面への配慮が窺うことができ、経営者の景観の保存に対す

る強い意識が感じられる。 

 私は 11 月 9 日の朝、本社に到着した。その写真を図２に示す。噂にたがわず大変

瀟洒なビルであった。本図に写っている玄関からビルに入ると、１階と２階にはロ

ビーがあり、２階ロビーに二基の胸像が設置されていた。１階ロビーに受付があっ

たので、私がそこのお姉さんに「銅像を撮影してよいですか？」と恐る恐る尋ねる

と、「どうぞ」と言う快い答えが返ってきた。私は「流石に大企業」と感心した。

１階ロビーから２階ロビーの銅像を撮影した写真を次ページの図３上に示す。また、

向かって右側に設置されていた胸像の写真を図３下に示す。 
（本文は、４ページに続く。） 

 
図２．長瀬産業大阪本社ビル 

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000129607.html
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図３． 
上：二基の胸像が設置さ

れている２階ロビー、 
下：長瀬傳三郎像。 
（向かって右側に設置） 
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図４．長瀬傳三郎像の台座銘板と説明額 
 
 長瀬傳三郎像の台座正面には「長瀬傳三郎翁寿像」との銘板があり、その下には

立派な説明額が置かれていた。それらの写真を図４に示す。説明額には、次のよう

に書かれていた。 
長瀬社長は慶応三年三代長瀬小兵衛氏の長男として京都に生まれ、明治十一年若くして家

督を相續し、父相伝来の家業を継承。専ら染料商として精励され業績の向上に伴い本店を

大阪に移し、取扱商品の多角化を図り業者に率先して直接貿易を開始し、国内海外各地に

営業拠点を設け大いに販路を拡張し、国内屈指の輸出入業者としての地位を確保され、大

正十一年個人経営を改め株式会社長瀬商店を設立、その社長に就任し現在に及ぶ。明治大

正昭和の三代に亘り国情激変の時代に処してよく時世の動向を察知し適切なる判断により、

幾多の困難を克服しながら当社今日の隆昌発展の基盤を築かれた功績は顕著でありその寛

容にして情緒豊かなる人格は全社員の斉しく敬慕するところである。昭和十二年二月古稀

の寿齢を迎えられるに当たり社員一同斯界の俊英笹野恵三先生に委嘱してこの寿像を建立

する。  
昭和十一年十一月 株式会社長瀬商店（なお、昭和十一年は 1936 年） 

 以上の説明文より、長瀬社長の略歴と長瀬商店の発展がよく分かる。ただ、社長

の没年が記載されていないので、別途調査した。その結果、４）のサイト/1に次の

ような記載を発見した。「昭和 13 年（1938）2 月 9 日 長瀬伝三郎歿、年七十二」

なお、５）のサイト/lには、本像作者・笹野恵三の略歴が「物故彫刻家一覧 笹野

恵三（1903-1978-79）白日会会員」と書かれていた。 

（本文は、６ページに続く。） 

https://shashi.shibusawa.or.jp/details_nenpyo.php?sid=7390&query=&class=&d=all&page=21
https://yuagariart.com/artist-labo/03.html
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図５． 
上：長瀬徳太郎像。 
（向かって左側に設置） 
下：長瀬徳太郎像の台座銘板と

説明額 
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 ２階ロビーの左側に設置されていた胸像の写真を図５上に示す。長瀬徳太郎像の

台座正面には「長瀬徳太郎翁寿像」との銘板があり、その下には立派な説明額が置

かれていた。それらの写真を図５下に示す。説明額には、次のように書かれていた。 
長瀬社長は明治十九年大阪市に生まれ、同三十七年大阪市立商業高等学校卒業。直ちに当

社の前身長瀬商店に勤務して営業部門を担当し、同四十三年以来欧米諸国に在住すること

十二年、海外取引の基礎を固め貿易増進を図り、大正六年当社設立の際取締役に選任され

爾来常務専務を歴任して、昭和十三年二代社長の重職に就かれ現在に及ぶ。明治大正昭和

の内外国情激変の時代に處して、高邁なる識見と卓越せる経営手腕を発揮し精魂を傾けて

当社今日の隆盛に寄与された功績は顕著で、その偉大なる人格は全社員の斉しく敬慕する

ところである。産業界に多年盡率貢献された功績によって昭和三十五年藍綬褒章を下賜さ

れ、同四十一年勲四等旭日小綬章授与の栄誉に浴された。当年八十一才の寿齢を迎えらる

に当たり斯界の権威菊池一雄先生に委嘱してこの寿像を建立する。  
昭和四十二年九月 長瀬産業株式会社 
（なお、明治十九年は 1886 年、同三十七年は 1904 年、大正六年は 1917 年、昭和十三年

は 1938 年、昭和四十二年は 1967 年である。） 

 以上の説明文より、長瀬社長の略歴と長瀬商店の発展がよく分かる。ただ、社長

の没年などが不明なので、それらを調査した。その結果、次のことが分かった。 
①６）のサイト/1：長瀬産業の社長を務めた長瀬徳太郎(1986－1972 年)は、1923 年(大正

12 年)に米イーストマン・コダック社（Eastman Kodak）の映画用フィルムの輸入販売を始

め、1935 年(昭和 10 年)には京都・太秦に極東現像所(後の東洋現像所)を立ち上げた。東

洋現像所はフィルムの現像により数々の劇場用映画作品をはじめ東京裁判の記録映像や

1964 年東京オリンピックの公式記録映画制作等に携わった。その一方で長瀬徳太郎は

1921 年(大正 10 年)に日本での自動車の普及を目標に大阪市北区に資本金 50 万円で日新自

動車株式会社を設立し、米車スチュードベーカー、英車オースチン等の輸入を開始した。 

②７）のサイト/0：長瀨德太郞 (第 8 版 [昭和 3(1928)年 7 月] の情報) 

職業：長瀨商店（株）常務取締役。生年月日：明治十九年十二月 (1886)。親名・続柄：

芝本半兵衞の二男。家族：妻 てる 明二六、七生、養父傳三郞二女、男 彰造 大七、

二生。記述部分：君は大阪府人芝本半兵衞の二男にして明治十九年十二月を以て生れ後京

都府人長瀨傳三郞の養子となり大正十年分れて一家を創立す 明治三十七年大阪高等商業

學校甲種科を卒業し現時長瀨商店常務取締役たり、家族は尚二男英三郞（大一三、二生）

あり。 
③ウィキペディア：菊池 一雄（きくち かずお、1908 年（明治 41 年）5 月 3 日 - 1985 年

（昭和 60 年）4 月 30 日）は、日本の彫刻家。菊池契月の長男として、京都市に生まれる。

1926 年（大正 15 年）に上京し、第一高等学校で藤川勇造から彫刻を学んだ。卒業後、

1929 年（昭和 4 年）に創設されたばかりの二科会の彫刻科に早川巍一郎らと共に所属し、

塑像を制作する。後の 1932 年（昭和 7 年）に東京帝国大学（現在の東京大学）文学部に

入学し、在学中に自身の作品が初めて入選された。卒業後、留学のためフランスに渡り、

シャルル・デスピオ（英語版）に師事する。1939 年（昭和 14 年）に帰国し、2 年後の

1941 年（昭和 16 年）に新制作派協会員の一員となった。同年、第 5 回同協会が主催する

作品展に出品された。この作品は緻密で奇抜なもので後に日本だけでなく海外でも注目を

浴び、一躍有名となった。その後も毎日芸術賞等多くの賞を受賞された。1952 年（昭和

27 年）から 1976 年（昭和 51 年）の退職までは東京芸術大学や京都市立芸術大学で教鞭を

執った。 

 以上の資料より、長瀬徳太郎氏は傳三郎氏の実子ではなく、婿養子であることが

分かった。傳三郎氏には男児がなかったので、先祖伝来の会社の後継者として徳太

https://afyon29.rssing.com/browser.php?indx=15227917&item=271
http://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/who/docs/who8-16450
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郎氏を婿養子に選んだことになる。その時点では、若き徳太郎氏の経営手腕は未知

数であったはずであろうが、彼を選んだ理由は何であろうか？兎も角、二氏の銅像

の概要は次の通りである。 

長瀬伝三郎翁寿像 
設置場所：大阪市西区新町 1-1-17 長瀬産業大阪本社２階ロビー 
建立時期：1936 年 11 月、製作者：笹野恵三（1903-1978/79） 
設置経緯：長瀬社長（1867-1938）は三代長瀬小兵衛氏の長男として京都に生まれ、明治

十一年若くして家督を相續し、父相伝来の家業を継承。専ら染料商として精励され業績の

向上に伴い本店を大阪に移し、取扱商品の多角化を図り業者に率先して直接貿易を開始し、

国内海外各地に営業拠点を設け大いに販路を拡張し、国内屈指の輸出入業者としての地位

を確保され、大正十一年個人経営を改め株式会社長瀬商店を設立、その社長に就任し現在

に及ぶ。昭和十二年二月古稀の寿齢を迎えられるに当たり社員一同この寿像を建立する。 
長瀬徳太郎翁寿像 
設置場所：大阪市西区新町 1-1-17 長瀬産業大阪本社２階ロビー 
建立時期：1967 年 9 月、製作者：菊池一雄（1908-1985） 
設置経緯：長瀬社長（1886－1972）は芝本半兵衛の二男として大阪市に生まれ、先代（長

瀬伝三郎）の婿養子となる。明治三十七年大阪市立商業高等学校卒業、直ちに当社の前身

長瀬商店に勤務して営業部門を担当し、同四十三年以来欧米諸国に在住すること十二年、

海外取引の基礎を固め貿易増進を図り、大正六年当社設立の際取締役に選任され爾来常務

専務を歴任して、昭和十三年二代社長の重職に就かれ現在に及ぶ。産業界に多年盡率貢献

された功績によって昭和三十五年藍綬褒章を下賜され、同四十一年勲四等旭日小綬章授与

の栄誉に浴された。八十一才の寿齢を迎えられるに当たり、長瀬産業株式会社はこの寿像

を建立する。 
 
（３）愛染橋病院の石井十次像 
 私は８）のサイト/で、大阪の愛染橋病院に石井十次像があることを知ったので、

長瀬産業の探索後に愛染橋病院に行った。本院の周辺地図を次ページの図６上に示

す。図６下には、本院の外観を示す。本院の玄関を入ると、そこは病院の受付にな

っていて、広いスペースに沢山の人達が居た。玄関を入った直ぐのロビーに１体の

胸像が設置されていた。その前に、案内係り（兼・守衛）のオジサンが居たので、

私は彼に「銅像を撮影してもいいですか？」と尋ねた。彼は「どうぞ」と快諾して

くれ、本像の周りにある物を整理して下さった。彼の態度は大変気持ちよく、病院

の患者に対する思いやりの心が現われていた。 

 後で本院の評判を調べると、大変よい評価であった。８）のサイト/の口コミ例を

以下に記載する。①綺麗な病院：父の胃カメラの検査について行きました。 綺麗な病院

で駐車場もタワーパーキングで係員の人も親切です。胃カメラの検査も嫌がっていた父で

すが、とても親切な対応に不安もなくなったようです。麻酔もよく効いて全く痛みなどは

なかったそうです。 産科があり、可愛い赤ちゃんや妊婦さんがいっぱいで幸せな気持ちに

なりました。大きな病院なので、色んな科があって、助かります！②親切でした！：小児

科の先生は、ベテラン揃いで親切に見てもらえます。色んな科があるので、風邪を引いた

時なんかはついでに自分も見てもらったりと、便利のいい病院です。オススメです。 

（本文は、９ページに続く。） 

 

https://www.ekiten.jp/shop_724708/
https://www.ekiten.jp/shop_724708/
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図６．上：愛染橋病院の周辺地図 本図は、９）のサイト/Eより借用。 

下：愛染橋病院の外観 

https://mapfan.com/spots/S3Y3Y%2CJ%2CNVUEE
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図７．左：石井十次像、右：台座正面の座主名。 
 
 図７左に石井十次像を、図７右に台座正面の座主名を示す。座主名には「社会福

祉の先駆者 石井十次の像」と刻まれていた。私は今回の探索まで、石井十次の名

前さえ知らなかった。本像の周りには、石井先生の業績を示す物は何も設置されて

いなかった。本稿を書く時に、先生の経歴を調べると、先生は「知る人ぞ知る偉人

であった」ことが分かった。 
 ウィキペディア（愛染橋病院）には、次のように書かれている。 
愛染橋病院は、社会福祉法人石井記念愛染園が大阪府大阪市浪速区日本橋に設置する病院。

1917 年 4 月に財団法人石井記念愛染園設立。1937 年 6 月に大阪市南区愛染橋（現・浪速

区日本橋東）に開院。1945 年 3 月に空襲により本館焼失。2005 年 8 月に現在の場所に新

築移転。総合周産期母子医療センターに指定されており、浪速区周辺における周産期、母

子医療において重要な役割を担っている。253 床のうち、母体胎児集中治療室(MFICU)9 床、

新生児集中治療室(NICU)18 床、回復治療室(GCU)20 床を備える。社会福祉法に基づく無料

定額診療事業を行っている。 
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 10）のサイト/oは、社会福祉法人石井記念愛染園について次のように書いている。 
①設立の趣旨：日本の社会福祉事業の先駆者である石井十次氏が、江戸時代から形成され

てきた貧民街であったこの地（大阪市日本橋）に、1909 年住民の更生と児童の保護および

教育などを目的として、岡山孤児院附属愛染橋保育所および夜学校を開設し、さらに近く

の日本橋筋 5 丁目に同情館を設立して、無料職業紹介、宿泊施設、往診、試薬、困窮者の

保護などを始めました。これが現在の石井記念愛染園の前身であります。しかし、石井十

次氏は大正 3 年事業半ばでその 48 年の生涯を閉じました。故人と親交厚く、その事業の

援助者でもあった倉敷紡績株式会社社長大原孫三郎氏は、石井十次氏の人格と事業を記念

するために、1917 年私財を投じて財団法人石井記念愛染園を設立し、近代的隣保事業を開

始しました。 

②石井十次氏（事業創始者）：日本で最初の孤児院と言われる岡山孤児院を創設し、一時

は 1,200 名もの子どもたちを預かり、生涯を孤児救済に捧げました。このことから、｢児

童福祉の父｣と言われています。貧困の根絶を目指し、都会に出張所を設け、児童の教

育・職業訓練・就職斡旋等も手掛けましたが、1914 年志半ばにして急逝しました。 

③石井十次氏の年 譜： 
1865 年：宮崎県の高鍋で出生 

1882 年：岡山甲種医学校に入学 

1884 年：岡山キリスト教会で洗礼を受ける 

1887 年：岡山の上阿知診療所で実習を兼ね代診。巡礼の子どもなど 3 名を助けるその後

三友寺を借りて「日本孤児教育会」を設立（後岡山孤児院と改名） 

1889 年：医学書を焼き捨て孤児救済事業の道を選ぶ。このころ孤児 51 名 

（これ以降は、10）のサイト/oをご覧ください。） 

以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

石井十次の像 
設置場所：大阪市浪速区日本橋 5-16-15 石井記念愛染園附属愛染橋病院受付 

建立時期：不明、製作者：不明。 
設置経緯：石井十次（1865- 1914）は、日向国児湯郡上江村馬場原（現在の宮崎県児湯郡

高鍋町馬場原）で、高鍋藩の下級武士、石井万吉・乃婦子夫妻の長男として生まれた。明

治期の慈善事業家で、岡山孤児院を創設した人物である。その功績から、「児童福祉の

父」と言われる。彼は岡山で医師を目指して、岡山医学校（現在の岡山大学医学部）の医

学生として研修中であったが、生活に困窮する母親から子どもを預かったことをきっかけ

に孤児教育会を設立する。その後、預かる子どもの数が増え、育児事業に専念するために

医師として働くことを断念した。そして英国のキリスト者のジョージ・ミュラーをモデル

にして、キリスト教信仰に根ざした岡山孤児院を創設して、生涯を孤児救済に捧げた。岡

山孤児院はすでに存在しないが、その流れをくむ石井記念友愛社（宮崎県）と石井記念愛

染園（大阪府）が、各種の福祉活動をおこなっている。 

 

（４）ル・トーア東亜美容専門学校の藤井静夫・千代夫妻像 

私は11）のサイト/2で、大阪のル・トーア東亜美容専門学校に藤井静夫・千代夫

妻像があることを知ったので、石井像の探索後に本校に行った。本校の周辺地図を

次ページの図 8上に示す。図 8下には、本校の外観を示す。 

  

https://www.aizenen.or.jp/info
https://www.aizenen.or.jp/info
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%A2
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 12）のサイト/は本校の特長を次のように書かれている。 

理想の美容師を育てるための最高の環境と設備が整った校舎で技術と感性を磨きます時代

の要請とともに、つねに最新の施設・設備を整備しているル・トーア。NEO 館には、72 台

のシャンプー台がある(シャンプーホール)、96 台のハンドドライヤーが一同に使える(ブ

ローホール)、1200 名収容の映像ホール(グランドホール)、サロン実習を支える 88 名対応

の(グランドサロン)、現場に近いサロン実習が体験できる(ハイパーサロン)やより専門的

に学ぶための(メイクアップホール)・(エステティックルーム)・(ドレッシングルーム

〈着付け教室〉)・(ネイルホール)など、一流のスキルとセンスを磨くための最新の学習

環境を整備しています。最先端のプロ仕様の設備を使いこなし、第一線で活躍できるため

の高度な知識や技術を身につけます。 

図８． 
上：ル・トーア東亜美容

専門学校の周辺地図、 
本図は、12）のサイト/よ

り借用。本校の場所を

（＋）で示す。 

下：本校の外観 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M11008/27109/00014865_sg001/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M11008/27109/00014865_sg001/
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 上記に相応しい立派な校舎の玄関を道路から見ると、玄関ロビーに２体の胸像が

設置されていた。その写真を図９上に示す。 

 

 
図９．上：道路から見た２体の胸像、下：藤井静夫・千代夫妻像。 
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 私は玄関から本校に入り、受付のお姉さんの許可を得て２体の胸像を撮影した。

その写真を図９下に示す。２体の胸像の台座正面には銘板が貼られていた。向かっ

て左側の胸像には「藤井静夫理事長之像」と記されており、右側の胸像には「藤井

千代校長之像」と記されていた。また、胸像背面には製作者のマークらしき印と

「1965-9-5」との制作時期らしき日付が彫られていた（図 10 を参照）。 

 
図 10．胸像背面の署名 
 
それ以外に、夫妻の業績、建立時期、製作者名などの案内文は全く無かった。た

だ、胸像の背後に、本校の理念が次のように書かれていた。 
より良き美容師である前に より良き社会人であれ 

美容師だからといって、髪のことだけが出来ればいいんじゃない。メイクや着付けはもち

ろんファッションのことなどにも眼を向けなければならないし、広く社会の動きや世界に

も眼を向け、多くの知識や常識も身につけなければならない。職人としての矜持を持つこ

とはもちろん大切だが、手元しか見えぬ美容師ではいけない。 

二代理事長 藤井士郎（1938-1992） 

 そこで、本稿を書く時に、藤井夫妻の経歴や本校の沿革を調べて見た。しかし、

藤井夫妻の情報は少ししかなかった。それらを以下に紹介する。 
①ウィキペディア（ル・トーア東亜美容専門学校）には、次のように書かれている。 

学校法人藤井学園が運営する大阪市天王寺区にある専修学校。コース選択なしで、学生全

員が男女の区別なくヘア・メイク・ネイル・エステ・着付け・アイラッシュエクステンシ

ョン・色彩・アロマ・デッサンなど美に関する全てを学ぶカリキュラムとなっている。沿

革は次の通り。 

1946 年 - 藤井静夫・千代夫妻により『東亜美容講習所』が設立される。 

1973 年 - 学校直営サロン『エレガントハウス・フジイ』を OPEN。いち早く、現役美容師

による実践的な授業を展開する。 

1986 年 - 現在の美容学校 2 年制に先駆け、2 年制一貫教育課程『Le TOA PROS コース』を

スタートさせる。 

1990 年 - 世界的な美容組織ＣＡＴ（セー・アー・テー）の美容・理容世界大会を日本に

誘致。国際大会としては初めてヨーロッパ以外の国で開催される。 

1990 年 - 藤井妙子校長が、学校直営サロン『SALON DE COIFFURE TAEKO FUJII』をパリ・

オペラ通りに OPEN させる。 

2002 年 - HCF 日本会長に藤井妙子学校長、CAT 日本会長に藤井静児理事長が就任。 
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（この文章にから、藤井妙子校長や藤井静児理事長は国際的に活躍しているようだ。しか

し、彼らと創業者夫妻との関係は不明である。13）のサイト/lによれば、H.C.F は「フラ

ンス高等美容連盟」） 

②14）のサイト/に、藤井夫妻の本校創立時の状況が次のように書かれている。 
創生から理念の形成へ（1946-1965）：1946 年 10 月 25 日、ル・トーアは誕生しました。

柘植櫛の行商から身を起こした藤井静夫。千代夫妻は、同年の全国理容連盟設立に伴い、

女性の職業自立を求めて「東亜美容講習所」を開設しました。戦後の荒廃期にあって両氏

が目指したのは、技術を身に付けることによる女性の社会的自立、「これから女性も手に

職を…」が氏の口癖でした。 

③15）のサイト/lによれば、藤井妙子先生の年齢は「（2017-04-18 時点で）83

歳」だそうである。さすれば、妙子先生は 1934 年頃の生まれとなる。 

④「アマゾン本」で「藤井妙子」を検索すると、次の本が出てきた。 

美容家 藤井妙子 エレガンスを極めた女性の舞台裏 （松尾成美著 | 2011/1/1） 

世界を駆ける美容師たち―東亜美容専門学校 藤井士郎・妙子の美容革命（鶴蒔靖夫著 | 

1991/1/1） 

④の両書とも現在は絶版で中古品しかない。前者は高価なので購入しなかったが、

後者は安価だったので早速購入した。本書にはつぎの内容が書かれていた。 

p.216-217:妙子の生家は船場商人であったが、これからの女性は職を持たなければ、と母

親に勧められて通ったのが、東亜美容講習所であった。創設者の藤井夫妻には子供がなか

ったので、日参で養女にして欲しいと頼まれて、20 歳の時に養女になった。妙子自身の気

持ちとしては、後を継ぐといっても「木造建てで、木のドア、ドアを開けれたらミシ、ミ

シという、そんな汚いボロ学校継いでどうするんだ」と思って、嫌々ながら養女になった

のだそうだ。先代の人柄にほだされたものがあったのだろう。面白い先代で、妙子が 23

歳のときに副校長に抜擢した。 

p.222:藤井士郎は、大分県県杵築市で高校生活を送り、大学入学で上京し、卒業後はデザ

イナーとして銀座で「メゾン・ド・シロー」を持っていた。 

p.114-106: 藤井士郎の父は医者で次男坊だが、叔父は衆議院議員。士郎という名前は、

叔父の朋友の作家・尾崎士郎の名前をもらった。父親は士郎の幼稚園に始まって高校まで

PTA 会長をしていた。 

p.105-106:藤井妙子が渡米、渡仏した昭和 36 年から 38 年は、まだ日本人の海外渡航が自

由化されていなかった。外貨持ち出し枠一人 500 ドルの制限付き。「ビザをもらうのも一

苦労する時代でしたから、悲壮感と勉強しに行くのだという真摯な気持ちでした」と藤井

は語る。 

p.173-174: 藤井妙子が 30 年前にパリに渡ったのも、単にヘアモードの本場にいって美容

を勉強しようと思ったからではなかった。「ヘアは、所詮、洋服があってヘアがあるとい

うのが私の考え方です。ですから、トータルファッションというものに目を向けたのが、

美容界のなかでは私が一番早かったと思いましね。」士郎との出会いも、そういうなかで

生まれた。妙子は次のように言った。「彼がちょうど服飾デザイナーとして脚光を浴びた

時でした。『女性セブン』に、すばらしい服飾デザイナーとして、彼の大きな写真がパン

と載っていました。みたとたんに私は、にやけた奴だと思ったんです。でも、作品はすば

らしいと思いました。その時、美容雑誌の編集部の紹介で知り合ったんです。ファッショ

ンショーの案内状をもらってみに行ったわけですが、きざな奴で嫌らしい、本当に東京の

プレイボーイの代表みたいな奴だと、ものすごい反感持ったんです。向こうは向こうで、

http://inouebeauty.com/profile.html
https://www.toa.ac.jp/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E6%B2%BF%E9%9D%A9/
https://ameblo.jp/sokka777/entry-12266846139.html
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これみよがしに大阪のイモ姉ちゃんがジバンシーなんか着て、と反感持っていたらしいで

すよ。それが結婚することになりまして…」 

p.183：その日、藤井夫妻と、子息の静児の三人は、… 

 上記の内容から、士郎は藤井妙子と結婚して、藤井姓となり、服飾デザイナーを

捨てて美容界に転身して、大阪に移住したことが分かった。静児はこのような藤井

夫妻の子息で、士郎の早世（1992 年）により、理事長職を早期に継承したようだ。

以上の資料などにより、藤井夫妻像の概要は次の通りである。 

藤井静夫・千代之夫妻像 
設置場所：大阪市天王寺区筆ケ崎町 2-85 ル・トーア東亜美容専門学校玄関ロビー 
製作時期：1965 年 9 月 15 日 

製作者：不明。 
設置経緯：拓殖櫛の行商から身を起こした藤井静夫・千代夫妻は、本校の前身である「東

亜美容講習所」を 1946 年に設立した。静夫は藤井学園初代理事長に、千代は本校初代校

長に就任した。本校では、コース選択なしで、学生全員が男女の区別なくヘア・メイク・

ネイル・エステ・着付け・アイラッシュエクステンション・色彩・アロマ・デッサンなど

美に関する全てを学ぶカリキュラムとなっている。夫妻の養女である藤井妙子は現在、二

代目校長であり、妙子の夫・士郎（1938-1992）が二代目理事長で、その息子の静児が三

代目理事長である。 
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