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第 33 回 松原市の阿保神社と保田佐久三像 

筆者：林 久治（記載：2017 年４月７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。 
私は、本年の３月 19 日から３月 31 日まで大阪・北千里の息子宅に滞在した。そ

の間、私は運動を兼ねて、近畿地方の神社仏閣を参詣した。今年の桜は、日本中で

遅れている。予想では、東京の開花は３月２１日で満開は４月２日となっていた。

大阪の開花は４月１日で満開は４月９日の予想であった。そこで、桜散策を諦め、

29 日には大阪銅像の探索を行った。 

ヒロ男爵のサイトには「銅像指名手配」の項目があり、その大阪欄には次の銅像

が記載されている。与謝蕪村（淀川神社）、五代友厚（大阪市立大学）、やしきた

かじん（大阪・北新地・、2014/10 建立予定/計画とん挫？)、保田佐久三（大阪府

松原市）、役小角（大阪府箕面市）、科学と工業の先覚者（１１名：大阪府門真市

松下電工本社前広場/事前の見学許可要）。 

五代友厚像と役小角像は各地に沢山あるので、今回は探索をしなかった。「たか

じん像」は立ち消えのようである。門真市にあるパナソニック本社には、「松下幸

之助歴史館」がある。ここに電話して先覚者像の見学を依頼してみた。しかし、電

話口の男性にけんもほろろに断られたので、私は腹が立って「決して行ってやるま

い」と思った。結局、この日に探索したのは、与謝蕪村像と保田佐久三像であった。

前回の記事/fでは、淀川神社の蕪村像探索の紀行文を書いた。今回は、松原市の佐

久三像探索の記事を書く。 

 

（２）天王寺駅周辺 

図１に、天王寺駅周辺の地図を示す。松原市に行くには、近鉄大阪阿部野橋駅よ

り近鉄南大阪線を利用する。なお、この線の終点は「吉野」である。 

 

 

図１．天王寺駅周辺の地図 

１）のサイト/より借用 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-32.pdf
https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/access/
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 図１に示すように、天王寺は大阪の一大ターミナルで、地上にはＪＲ天王寺駅、

大阪阿部野橋駅（この駅は、日本一高い「あべのハルカス」ビルの１階にある）、

および路面電車の阪堺電車上町線の天王寺駅前駅がある。地下には、地下鉄の谷町

線と御堂筋線の天王寺駅がある。なお、阪堺電車の沿革は２）のサイト/が分かりや

すい。 

 

（３）河内松原駅周辺 

 近鉄南大阪線で松原市に行くには、阿部野橋駅で準急に乗れば、一駅で河内松原

駅に到着する。所要時間は約 10 分で大変便利である。河内松原駅から阿保神社や保

田佐久三像に行く地図を、図２に示した。なお、河内松原駅の周辺には、観光案内

所も観光案内地図もないので、図２を持参すると便利である。本稿では、私（林）

が散策した道順に従って紹介するより、松原市の歴史に従って紹介する方が分かり

やすいので、以下はそのように記載する。松原市の歴史については、４）のサイト

/lと５）のサイト/lが大変参考になった。なお、以下では、文献の説明文を緑文字

で、林の注釈を青文字で記載する。 

 
図２．河内松原駅の周辺地図 「３」は保田佐久三像、「４」は阿保神社、「５」

は海泉池満水石、「６」は地蔵堂前道標、「７」は阿保茶屋跡である。（本図は、

３）のサイト/dより借用） 

 

http://www.hankai.co.jp/outline/
http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
http://ameblo.jp/manabunc/entry-11935034478.html
http://www.m-syoren.org/nakakouyaroad
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（３）阿保神社 

４）のサイト/lは、阿保の地名の由来を次のように説明している。 
阿保は「アホ」ではなく、「あお」と読む。この地名の由来は、平城天皇の第 2 皇子で

ある阿保（あぼ）親王の別荘地からきたと言われている。親王は、平安時代初頭の 810 年

に起こった薬子の変（嵯峨天皇の時代、藤原薬子・仲成が平城上皇の復位をもくろんだ事

件）に関連して、大宰権帥として九州へ左遷されたが、のち許され、834 年に河内国丹比

郡田坐に別荘を造営したと伝えられている。田坐の地は、現在の阿保から田井城のあたり

に当たると考えられる。「続日本後紀」によれば、親王は性格が謙退で、文武の才能を兼

ね、絃歌に秀でていたといわている。しかし、842 年に 51 歳で亡くなった。六歌仙の 1 人

である在原業平は、阿保親王と桓武天皇皇女の伊都内親王との間に生まれた第 5 子である。 

阿保のほぼ全域（1 丁目－7 丁目）は阿保遺跡と呼ばれ、弥生時代から近世に継続する

集落遺構が見つかっている。このうち、阿保 5 丁目の阿保浄水場周辺や、長尾街道北側の

阿保 4 丁目では、平安時代の掘立柱建物跡が確認された。また、海泉池に接する阿保 5 丁

目からは、平安時代から鎌倉時代にかけての海泉池を利用した灌漑用の溝や井戸が検出さ

れている。親王の別荘を想定させる遺構は見つかっていないが、平安時代の開発の様子が

うかがえる。 

阿保親王が河内国丹比郡に別荘を造営したと伝える背景には、平城天皇の更衣（後宮の

宮女）であった母の葛井宿禰藤子との関わりが考えられる。葛井氏は百済系渡来氏族で、

飛鳥時代から奈良・平安時代にわたって、河内国志紀郡長野郷（藤井寺市）を本居として

いた。7 世紀半ばに建立された葛井寺は、葛井氏の氏寺であった。1510 年、三条西実隆が

記した寺記「西国三十三所名所図会」には、阿保親王が同寺を再興したと伝えている。親

王の母が葛井氏の出身であったことから、親王が当地に住み、伽藍の修復をしたと伝えら

れたのであろう。 

 
図３．阿保神社の案内塔。塔の後ろに、海泉池と道夢館が写っている。 
 

４）のサイト/lは、阿保神社の由緒を次のように説明している。 
海泉池の一部を埋め立てて、2014 年に「道夢館」（松原市立の体育館）がオープンした。

その北側に阿保神社が鎮座している。阿保神社は菅原道真を祭神とする。道真公が藤原氏

http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
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の讒言によって、太宰権之師として九州に流されて行く時（901 年）、浪速（大阪）にさ

しかかった。道明寺の尼寺には叔母の覚寿尼が住んでいたので、一夜のおいとまごいを許

され往きも帰りもこの阿保の土地を通られて休息なされた。そこでこの土地に菅原道真公

を祀る阿保神社が建てられた。本殿の北に並んで阿保親王を祀る親王社が合祀されており、

境内には「史跡阿保親王住居址」の石碑が建てられている。また、本殿の南側には、直径

143．5 センチ、高さ 16 メートル、根株張 5~6 メートルにもおよぶ「くす」の巨木が天を

おおっている。市内でも最古・最大級である。 

 
 

 
図４．上左：阿保神社の全景、上右：石碑、下：阿保神社の本殿と楠の巨木。 

石碑の文字 
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 図５に、阿保神社の境内にあった、「史跡阿保親王住居址」の石碑、阿保親王社

と厳島神社の案内板、および阿保親王社（左）と厳島神社（右）の写真を示す。 

  
 

 
図５．上左：「史跡阿保親王住居址」の石碑、上右：阿保親王社と厳島神社の案内

板、下：阿保親王社（左）と厳島神社（右）。 

 

（４）阿保の保田家  

松原市阿保５丁目には、立派な保田家住宅がある（場所は図２の「３」、写真は

次ペ－ジの図６に掲載）。しかし、当住宅は大津市坂本の住宅群のような文化庁の

「登録有形文化財」には指定されていない。保田家は阿保親王の子孫と称している。

私（林）がウィキペディアなどで調べた、阿保親王の経歴は以下の通りである。 
阿保親王（792-842）は平城天皇の長子として生まれたが、母親が藤原氏でなかったの

で皇位を継承できなかった。阿保親王は薬子の変（810 年）に連座して大宰府に流される
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が、平城上皇の死後（824 年）、叔父の嵯峨天皇によってようやく入京を許された。826

年、子息達に皇位継承権を放棄させ、「在原朝臣姓」を得て臣籍降下させている。その内、

３男・行平（818-893）と５男・業平（825-880）が有名。大江氏の祖である大江音人

（811-877）は阿保親王の隠し子との説がある。保田氏は業平の兄の仲平を初祖としてい

るが、保田氏は阿保親王の保の字をいただき、在原氏から改名して代々、阿保村に住んだ

と言われている。保田氏は平城天皇に繋がる高貴な家柄である！ 

 
図６．松原市阿保５丁目にある保田家住宅。当家には、「保田敬三」の表札があり、

隣家には「保田佐久男」の表札がある。 

 

４）のサイト/lは、阿保の名族・保田家を次のように説明している。 
阿保 5 丁目の阿保神社や西徳寺あたりは、今も古い町並みが残っており、入り組んだ路

地が曲がりくねっています。その社寺の西側に、保田敬三さん宅があります。阿保は、江

戸時代には東阿保村と西阿保村に分かれていましたが、保田家は西阿保村の庄屋層の家柄

でした。東西阿保村は、1875 年に合併して阿保村になりました。 

 現在の保田家は、土間から居室に入る踏み台として使われていた板裏に「文化元年

（1804 年）二月、大工□、六十二歳」と書かれた墨書が残っていることや、古材の建築手

法から 18 世紀中期を降らない築造とみられます。1804 年に増改築されたのでしょう。現

状は桁行十四間、梁行五間半という平入瓦葺（元は茅葺）の大きな構えです。市域では、

現存するものとして、17 世紀前半の天美我堂 7 丁目の西川宏家住宅に次ぐ古さです。 

保田家の過去帳では戦国時代の 1561 年に保田家を興こし、1589 年に亡くなった保田惣

左衛門を初代としています。のち、江戸時代の 1619 年に没した二代の仁兵衛より幕末に

至るまで、保田家当主の多くは代々、仁兵衛を名のりました。江戸時代半ば以降、西・

東・北・南などの保田氏に分かれていきました。阿保神社に接する真宗大谷派の西徳寺が

檀那寺でした。 

 阿保神社（阿保 5 丁目）の拝殿に「阿保神社 親王嫡裔 41 代従五位保田元實謹書」の

扁額が掲かっています。保田元實は、西保田家の当主元義の子として 1882 年に生まれま

したが、元實は大正前半までには阿保を去り、大阪に移りました。元實は、近衛兵から陸

軍少佐となり、軍馬にまたがり故郷阿保をよく訪れたということです。現在、保田家墓所

の前に、元實が 1942 年に父母を顕彰した墓碑が建っています。元實の父元義は 1920 年、

http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
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母辯子は 1925 年に亡くなったことが西徳寺の過去帳に記されています。ちなみに、最後

の松原町長で、1955 年の市制発足とともに初代松原市長となった保田俊一郎は、保田家二

十一代の当主でした。 

 
 

  
図７．上：保田佐久三像の全体、下左：人物像、下右：台座正面。 
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（４）保田佐久三像 

保田敬三氏の住宅（図６）の左隣りに保田佐久男氏の住宅があり、そこに保田佐

久三の立派な全身銅像があった。この銅像は北を向いているので、逆光で写真撮影

には苦労した。佐久三像の写真を図７に示す。 

４）のサイト/lは、阿保佐久三氏の経歴や業績を次のように説明している。 
 幕末のころ、保田家当主は十九代の仁兵衛でしたが、弟の源左衛門は分家して、名も忠

太と改めました。6 年後の 1866 年 3 月、忠太に男の子が生まれました。佐久三と名づけら

れ、忠太が 1886 年に亡くなった後、佐久三は二代当主となったのです。保田さん宅に、

佐久三の銅像が建っています。正面台石に「保田佐久三君像 子爵加藤高明 書」とあり、

向かって右側に佐久三の事績が藤澤黄鵠によって記されています。左側には、「大正十二

（1923）年六月上旬建立」、「発企人」として、松原村の人々の名が 27 名刻まれていま

す。裏側には原形制作の黒岩淡哉、銅像制作の高尾定七の名が見られます。 

 佐久三は、1889 年の松原村発足とともに初代収入役となり、1903 年には三代助役に就

任しました。1907 年まで助役をつとめた後、1909 年には二代松原村長につき、1922 年ま

で村政を担いました。その間、佐久三は 1907 年から 19198 年まで、大阪府議会議員にも

なりました。とりわけ、1911 年から 19154 年まで、府会郡部会副議長として、中河内郡を

代表する政治家として活躍しました。当時は、今と違って村長をつとめながら、府会議員

を兼務することができたのでした。佐久三像は、1923 年に、松原村の人々が地域行政に尽

くした佐久三を称えて建立したものです。 

 本像が歴史的に意義を持つのは、一つには加藤高明が佐久三銘を書いたことがあげられ

るでしょう。加藤は政党の立憲同志会や憲政会の総裁として、桂太郎内閣や大隈重信内閣

の外相となった後、貴族院議員に選ばれ、1924 年には内閣総理大臣になりました。二つ目

は、儒学者であり衆議院議員でもあった藤澤黄鵠が碑文を書いていることです。黄鵠は、

大阪の儒学の塾として有名な泊園書院の藤澤南岳の長男で、漢詩の才能は父に劣らないほ

どでした。三つ目は、関西彫塑界の生みの親ともいうべき彫刻家の黒岩淡哉が制作したこ

とです。淡哉は東京美術学校教員として、朝倉文夫や高村光太郎を指導しました。大阪へ

移った後、四天王寺の普賢菩薩像、四条畷の小楠公像、山科の蓮如上人像の大作を残しま

した。また、高尾定七は大阪市東区瓦町 4 丁目で鋳造を行った工人で、京都の北野天満宮

の銅製狛犬や広島県大野町の子持観音像が有名です。 

 保田佐久三は 1940 年、77 歳で亡くなりました。 

 図６の説明文で示したように、同地には「保田敬三宅」と「保田佐久男宅」が隣

あっている。上記の説明から推測すると、前者が本家で、後者が分家であろう。な

お、６）のサイト/t（南船北馬集 第十四編）に保田佐久三の名前が掲載されてい

る。「南船北馬集」は、東洋大学の創立者である井上円了先生（1858-1919）が全国

各地を講演して廻った記録集である。６）のサイト/tに次のような記載がある。 
 大阪府巡講日誌 

大正六年二月二十三日 穏晴。三河国より夜行に駕し、朝五時半、大阪駅着。天いまだ明

けず。待合室にて休憩すること一時間半、これより腕車にて難波駅に至り、電車に乗り込

み、泉州浜寺駅に降り、一力楼に入る。これ関西における屈指の大旅館兼料理店にて、客

室を有すること百以上に及ぶ。しかしてその連楼は地下トンネルをもって接続をなすの装

置あり。ともに白砂青松の間に介立して、海に面し山に対す。六甲および淡州の連山と海

を隔てて対座し、呼べばまさに答えんとする勢いなるはすこぶる壮観なり。左に拙吟一首

を録す。（中略） 三月九日 雨。湊町より汽車に駕し、平野駅に降り、車行一里半にし

て中河内郡松原村〈現在大阪府松原市〉に至る。途中、大和川に架する朽敗せる明治橋を

渡る。やや危険の思いを浮かぶ。本村は農村にして木綿織を副業とす。会場は小学校、主

催は郡教育会、宿所は西得寺、発起は住職千賀了岩、村長保田佐久三、校長千賀了隆三氏

http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
http://www.toyo.ac.jp/text-db/text/INOUE15/15-02_nansenhokubashu14.txt
http://www.toyo.ac.jp/text-db/text/INOUE15/15-02_nansenhokubashu14.txt
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とす。夜に入りて暖加わり、雨ますますはなはだし。（下線は林が加筆。西得寺は西徳寺

の間違いであろう） 

 

（５）西徳寺 

 阿保神社と阿保佐久三像の近くに、西徳寺がある。その写真を図８に示す。当寺

の本堂や山門は 2010 年の再建で大変新しい。寄進者名簿（次ページの図９）を見る

と、多くの方々が多額の寄進をしていることが分かる。田舎の人々は付き合いが大

変であろう。1000 万円を寄進した筆頭の千賀正榮氏は、西徳寺の現在の住職である。

現住職が自分の寺の造営に資金を出しても、常識では寄進者に列しないのではなか

ろうか？また、500 万円も寄進した人達が６名もおられる。その内に、保田家当主

と思われる保田敬三氏も加わっている。彼の現在の職業は不明であるが、当地の名

家として屋敷の維持や体面の保持に大変なようだ。 

 

 
図８．西徳寺の全景 

 

 ４）のサイト/lによれば、西徳寺の縁起は次のようだ。 
2010 年 4 月 18 日、真宗大谷派の西徳寺（阿保 5 丁目）の本堂と山門が再建され、盛大

な落慶法要が営まれました。また、来年は宗祖親鸞聖人の 750 回御遠忌にあたりますので、

あわせて御遠忌法要も厳修されたのでした。お寺では、これを記念して住職の千賀正榮さ

んが編者となって、『本堂山門再建のあゆみ』と題する立派な御本も発行されました。 

 西徳寺は、室町時代の 1506 年 4 月の創立と伝えています。道入が、本願寺 8 世の蓮如

に帰依して法名を与えられ、道場を建立したことが始まりです。江戸時代に入って、4 代

住職浄了の 1632 年 4 月に本尊の木仏尊像（阿弥陀如来像）が、本山・東本願寺 13 世の宣

如から下されました。1666 年には、東本願寺十五世常如より、2 月に聖徳太子真影、11 月

http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
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に七高僧真影や宣如上人真影・親鸞聖人真影を下されています。旧本堂は、10 代了教が

48 歳の 1856 年 4 月に上棟されたものです。その時の棟札「奉納棟札記」によると、阿保

村庄屋の保田仁兵衛らから前年の 11 月に大坂西町奉行所に「再建願御免」が出され、新

堂村（松原市新堂）の利助が大工棟梁となりました。棟札には、釈迦如来の金言とともに、

天照大神の託宣も受けていると記し、本堂が神仏に守られていると考えられていたのです。 

 1872 年、小学校が誕生する前に郷学校と称する初等教育機関ができ、市域にも 9 か所の

郷学校が設置されました。西徳寺も、そのうちの一つとなって生徒 45 名（男 30、女 15

名）が学び、11 代住職の千賀了雄（1844-1893）が習字教師として教えています。1874 年、

松原小学校が上田に設置されますが、同校初代校長は了雄の三男であった了彦が就任し、

次男の了隆も第 3 代校長を勤めました。西徳寺の歴史の中で、千賀氏が地域の学校教育に

も関わったことが知られるのです。 

 「南船北馬集」や上記の説明によれば、阿保の千賀家は西徳寺の住職や地域の小

学校を代々務めておられたようだ。 
 

 
図９．西徳寺本堂山門造営寄進者の名簿を刻した石碑。 

 

（６）日露戦争碑 

 上田 1丁目と阿保茶屋交差点南西側（図２の「７」：中高野街道と長尾街道が交

わる広場）にこの石碑が建っている（次ページの図 10）。４）のサイト/lによれば、

表面上部に「日露戦役紀念碑」「松原村出征軍人」と横書きしている。その下に、

松原村（上田・阿保・田井城・高見・新堂・岡・立部・西大塚・西野々）の兵士を

戦死者 2名を筆頭に 124 人の名を記している。左端に「明治三十九年五月建立」と

ある。 

 日露戦争に出征した松原市民の碑は、この他に４ケ所残っているそうである。私

（林）はこのような日露戦役紀念碑を見たことがない。松原市民の愛国心を讃えた

http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
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い。私は、日露戦争では日本側に多数の戦死者を出した印象を持つが、この地域で

は戦死者が少なかったようである。 

 
以下に、私が参考にした「松原市・歴史ウォークの資料（４）のサイト/l）」を示

す。 

23.阿保親王の別荘造営 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10,107,51,261,html 

101.西阿保村の保田家住宅 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10,148,51,259,html 

102.文化遺産の保田佐久三像 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10,147,51,259,html 

103.戦争遺跡の日露戦争碑 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10,146,51,259,html 

156.阿保・西徳寺の歴史 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10,30242,51,425,html 

157.阿保親王を誇った保田元實 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10,30243,51,425,html 

171.倉辻先生墓と千賀了雄墓 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10,48700,51,426,html 

図．10 日露戦役紀念碑 

この石碑は、図２の「７」地

点にある。 

http://www.city.matsubara.osaka.jp/sp/index.cfm/10%2C0%2C51%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10%2C107%2C51%2C261%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10%2C148%2C51%2C259%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10%2C147%2C51%2C259%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10%2C146%2C51%2C259%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10%2C30242%2C51%2C425%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10%2C30243%2C51%2C425%2Chtml
http://www.city.matsubara.osaka.jp/index.cfm/10%2C48700%2C51%2C426%2Chtml


 12 

（６）阪堺電車 

 本稿の容量が少し余ったので、蛇足として阪堺（はんかい）電車を紹介しよう。

私は小学校の修学旅行で、郷里の徳島市から高知市に行って、高知では路面電車が

走っているのを見て感動した。私は「徳島と高知は同程度の都市なのに、どうして

徳島には路面電車がないのだろうか」と悲しくなった。それ以来、半世紀以上経っ

ているが、徳島は依然として全国唯一の電車のない県である。兎も角、私は高知で

初めて路面電車を見て、路面電車のファンとなった。 

 その当時は、東京を始めとして全国の殆どの大都市には路面電車があった。それ

から高度経済成長社会になるにつれて、路面電車は道路の邪魔者と見なされて、

次々と廃止されて行った。昔は、近畿地方でも路面電車が沢山走っていたが、現在

はほんの僅かしか残っていない。その僅かに残っている一つが、阪堺電車である。 

  

 
 

  
図 11. 阪堺電車の天王寺駅前駅 
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 図１に示すように、近鉄阿部野橋駅の近くに、阪堺電車の「天王寺駅前駅」があ

る。そこで、今回、松原市に行った帰りに、阪堺電車を見物して来た。図 11 に、阪

堺電車の天王寺駅前駅の写真を示す。現在、阪堺電車は南海電車の 100％子会社と

して、天王寺から堺市内を運行している。私は「住吉大社はこの路線で便利に行け

そうである。今度、住吉大社を参詣する時にはこの電車に乗ろう」と思った。 

 

 次回は、四天王寺の五重塔と四天王寺支院・真光院の周辺を紹介する。 
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