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第 65 回 茨木市の上田徳三像 

               筆者：林 久治（記載：2018 年 10 月 12 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、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけている。 

私は６月下旬に大阪に滞在し、その間にそれらの銅像の幾つかを探索した。その

探索記を57 回の記事/f、58 回の記事/f、および59 回の記事/fで書いた。東京近傍

の銅像は、日本銅像探偵団のサイトで殆ど探索尽されている印象であった。しかし

最近、私が住んでいる練馬区近傍の銅像をネット調査すると、上記のサイトに収録

されていない銅像がゴロゴロ見つかって来たのは意外であった。そこで、東京で猛

暑が収まった８月 28 日から、私は東京の銅像探索を始めた。それらの探索記を61

回の記事/f、62 回の記事/f、63 回の記事/f、および64 回の記事/fに記載した。 

９月 28 日から 10 月９日まで、私は大阪に滞在していたが、その間に茨木市、豊

中市、および尼崎市で銅像探索を行った。本稿では、茨木市の探索記を記載する。

豊中市、および尼崎市の探索記は次回以降に記載する。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。 

 

（２）茨木市福井地区の歴史 

 

図１．茨木市付近の西国街道 （本図は、２のサイト/lより借用。青線は亀岡街道、

青い楕円の付近が福井村。） 

福井村 

西国街道 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-57.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-58.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-59.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-61.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-61.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-62.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-63.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-64.pdf
http://blog.livedoor.jp/osakawalker/archives/51359816.html
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 私は、３）のサイト/lなどで、茨木市の福井地区の真龍寺（しんりゅうじ）に上田

徳三翁の大きな赤錆びた銅像があることを知った。３）のサイト/lの著者は、上田翁

の経歴を知らないようであった。本像は日本銅像探偵団のサイトには収録されてい

ないので、私は本像を撮影して翁の経歴を調べることを試みた。茨木市福井地区の

周辺地図を図１に示す。 

 図１が示すように、西国街道は北摂津地方（北摂）では、山麓の微高地を通って

いる。一方、亀岡街道は大阪市の高麗橋を起点として、北摂を経由して丹波の亀岡

(現・京都府亀岡市)に通じていた旧街道である。古来から、丹波の薪炭・農産物の

大阪市内への輸送路であった。西国街道と亀岡街道が交差する地点に、三島郡福井

村があった。福井村は、1889 年に町村制の施行により、島下郡福井村・中河原村の

区域をもって発足。1896 年に、所属郡が三島郡に変更。1955 年に、茨木市に編入さ

れ福井村は廃止。 

 図２に、1909 年測量による福井村付近の地形図を示す。本図に、西国街道と亀岡

街道の経路が記載されている。この付近には、継体天皇陵、藤原鎌足廟、新屋坐天

照御魂神社、および真龍寺があり、古来から開けた地域であることが分かる。 

 
図２．1909 年測量による福井村付近の地形図 本図は、４）のサイト/lより借用。 

➀：福井村役場、②：真龍寺、③：新屋坐天照御魂神社、④：郡山宿本陣。 

 

（３）真龍寺で上田徳三翁銅像を探索 
 私（林）は 10 月２日に、JR 茨木駅に行き、そこから阪急バスで「福井宮の前」

まで行った。次ページの図３に、JR 茨木駅からのバス路線を示す。「福井宮の前」

には、81、181、86、および 87 系統のバスを利用する。これらのバスは、JR 茨木駅

北口の９番バス乗場から発車する。JR 茨木駅北口のバス乗場を、次ページの図４に

示す。昼間には、これらのバスは１時間に４本出ているので、あまり不便ではない。 

（本文は、４ページに続く。） 

➀ 

② 

③ 

④ 

http://blog.livedoor.jp/bunchousann/archives/47552122.html
http://blog.livedoor.jp/bunchousann/archives/47552122.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://massamens.com/bicycle_shikoku-henro_sekaiisantoujihe_3.html
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図３．JR 茨木駅からのバス路線 本図は、５）のサイト/lから借用。 

 

図４．JR 茨木駅北口のバス乗場 本図は、６）のサイト/Aより借用。 

 

https://www.hankyubus.co.jp/rosen/route/2131_iba2.html
https://www.suitaweb.net/bus/hankyubus.pl?name=%A3%CA%A3%D2%B0%F1%CC%DA
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 「福井宮の前」バス停の付近の地図を、図５に示す。バス停の付近には、案内板

の類はないので、真龍寺（図５の➀）に行く道はよく分からない。幸い、バス停前

に交番があるので（図５の②）、そこで道を聞くのが一番であろう。交番の反対側

に新屋神社がある（図５の③）。私は、神社に背を向けて小川の方に向かうと、

「一の鳥居」があった（図５の④）。鳥居の先の小川（佐保川）を渡り、右に曲が

り、次の角（図５の➄：次ページの図７上に示すように、角には「東福井二丁目

11」の標識がある）を左に曲がった。 

 

図５.「福井宮の前」バス停の付近の地図 本図は、７）のサイト/より借用。 

 

図６．新屋神社の「一の鳥居」 

➀ 

② 
③ ④ 

佐保川 

➄ 

⑥ 

⑦ 
亀岡街道 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M11006/27211/L27105010500000000079/
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私は「東福井二丁目 11」の標識（図５の➄）を左に曲がり、しばらく直進すると、

右の角の先に「真龍寺霊園」の大きな看板（図５の⑥）が見えた。この看板の前に

来て左に曲がると、真龍寺に向かう参道（図５の⑦）に到着した。 

 

 

 

図７． 

上：「東福井二丁目 11」の

標識（図５の➄地点）、 

中：「真龍寺霊園」の大き

な看板（図５の⑥地点）、 

下：真龍寺に向かう参道

（図５の⑦）。 
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図８．上田徳三翁寿像 

 真龍寺の本堂に向かう角に、図８に示すような「上田徳三翁寿像」が建立されて

いた。本像は等身大の２倍くらいある大きな像で、なぜか赤錆が酷かった。銅像の
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周辺には全く説明が無かった。そこで、３）のサイト/lの著者は「上田徳三翁なる銅

像。どうやらかつての国会議員先生だったようだが、詳しいことはわからなかった。」と

書いている。本像の台座には銘文が彫られていたので、私はそれらを撮影した。そ

の写真を図９に示す。 

  

図９．本像の台座に刻まれた銘文 

 

 図９上左の写真より、本像は 1973 年 11 月に、森野圓象により制作されたことが

分かった。現在で、建立 45 年になるが、こんなに赤錆が酷いのは、野外の日当たり

の強い場所に建っていたためだろうか。８）のサイト/lによれば、彫刻家森野圓象氏

の略歴は次の通りである。 
 日展参与の彫刻家森野圓象（えんしょう）は 1989 年 11 月８日午後零時 35 分、心不全

のため東京都世田谷区の三軒茶屋病院で死去した。享年 85。1903 年 12 月 18 日、神奈川

県横須賀市に生まれる。本名円蔵。工学院大学を卒業し、1922 年より木彫家内藤伸に師事。

1925 年第６回帝展に「旅」で初入選。以後、新文展、日展と出品を続ける。1931 年内藤

伸を中心とする日本木彫会の創立に参加する。1933 年第 14 回帝展にボールを追う男性３

人の群像「蹴球」を出品して特選となり、翌年第 15 回帝展には牛と組み合う人物をあら

わした彩色木彫「力闘」を出品して２年連続特選受賞。運動する力強い人体群像を彫り出

す木彫家として注目される。戦後は人々の生活に取材した制作が続くが、昭和 30 年代に

入って東洋の古話、伝説に取材するようになり、1963 年第６回改組日展出品作「このはな

さくや姫」で文部大臣賞を受賞する。裸体像、着衣像ともに対象にデフォルメを加え、ノ

ミ跡を残して素材の質感と木彫技法の性格を生かした。ブロンズ像の制作も行ない「池田

勇人像」等の作品がある。1980 年、日展参与となった。 

台座に彫られた上田翁の経歴は、文字が風化して判読が容易ではない。私が分か

った範囲での経歴は以下の通りである。 

http://blog.livedoor.jp/bunchousann/archives/47552122.html
http://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9910.html
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上田徳三翁は 1896 年に福井村に生る。農業に従事する一方、運送業を営み三島運輸㈱を

創立。室戸台風では、府下全域の自動車を動員して、大阪港湾復興に挺身奉仕する。1946

年衆議院総選挙に立候補（したが落選）。（1947 年の総選挙には、）元総理大臣幣原喜十

郎氏立候補に及び、（上田翁は）選挙事務長総参謀として終始御世話す。1945 年以来、茨

木市に合併（1955 年）まで、村長歴任。農協共済二十数年組合長として農地農道及び水路

を改修し、旱魃又は水害の憂いを除く。（中略；全国的にも活躍、叙勲など）真龍寺筆頭

総代として、1969 年以来、本坊庫裏、末寺無量寺本堂、新築境内整備に心血を注ぐ。1973

年歴代村長顕彰の為、地区を挙げて総意を結集し、新屋神社境内に記念碑を建立。1973 年

11 月 元運輸大臣原田憲（本文に対する私の意見を、図 10 の説明文の下に記載した。） 

なお、上田翁の経歴を書いた原田憲氏はつぎのような人物である。原田 憲（はら

だ けん、1919 年 2 月 12 日 - 1997 年 1 月 29 日）は、大阪府出身の政治家。衆議院議員

（14 期）、運輸大臣、郵政大臣、経済企画庁長官を歴任した。 

 

（３）真龍寺と新屋坐天照御魂神社 

 

 

 

図 10. 

上：真龍寺本堂と空海幼像、 

下：真龍寺本堂前から福井地

区を見る。 

 
私（林）の意見 
➀上田像の建立当時（1973 年）

は、翁は健在のようで、本像の

銘文には翁の没年は記されてい

なかった。従って、翁の没年は

不祥である。 

②原田氏が書いた山田翁の経歴

では、1946 年と 1947 年の衆議

院総選挙の記載が分かり難い。

1946 年には翁は立候補したが落

選し、1947 年には元首相の幣原

氏が翁と同じ選挙区で立候補し

たので、翁は立候補を辞退した

のが真相である。 

③上田像の経歴を書いた銘文

は、風化が激しい。このままで

は、翁の経歴が不明になるの

で、説明板を新設すべきであ

る。 
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私は上田徳三翁寿像を撮影した後、真龍寺の本堂を参詣した。図 10 上が示すよう

に、本堂前には空海の幼年時代の銅像が設置されていた。本堂は小高い丘の中腹に

あり、本堂前の庭から福井地区がよく見えた。当寺の紅葉は、見事なようである。

ウィキペディアによれば、真龍寺の歴史は次の通りである。 

麒麟山 真龍寺は、748 年、聖武天皇の勅願により行基が役小角の旧地に建立したもので、

弘仁年間（810 年～823 年）、空海の高弟、真如法親王が、大門、鐘楼、経堂など 21 坊を

建立したという。現在の宗派は高野山真言宗である。応仁の乱（1467 年）で焼失し、織田

信長が寺禄を没収したので次第に衰えたといわれる。慶長年中（1596 年～1615 年）に現

在地に移る。1869 年 1 月、西福井の新屋神社より薬師如来・十二神将・観音菩薩・牛頭天

王を移し、境内に地蔵堂・鎮守堂・西国観音堂を建て安置した。 本堂は 1972 年に新築。 

上田徳三翁寿像は、本堂新築に功があった翁を記念して建立されたようだ。なお、

当寺の境内や紅葉の写真は、３）のサイト/lや９）のサイト/lをご覧下さい。私は東

福井にある真龍寺を参詣した後、亀岡街道を横切って、西福井にある新屋坐天照御

魂神社に向かった。当社の周辺地図を図 11 に示す。図６に示した「一の鳥居」は、

亀岡街道から当社に参詣する際の最初の鳥居である。 

 

図 11. 新屋坐天照御魂神社の周辺地図 本図は、10）のサイト/lより借用。 

 

ウィキペディアによれば、当社の祭神や歴史は次の通りである。 

祭神は、天照皇御魂大神 （あまてらすすめみたまのおおかみ、天照大神）天照国照天彦

火明大神 （あまてるくにてるあめのひこほあかりのおおかみ）。 

社伝によれば、崇神天皇の御代に神が当地に降臨し、同天皇の 7 年に伊香色雄命に勅して

祀らせたのに始まるという。景行天皇 20 年には、この神を天照皇大神と称して皇女五百

野媛に祀らせた。神功皇后の三韓出兵の際、当地の川原で禊をして当社を祀り、凱戦後に

当社祭神の幸魂と荒魂を西の川上（宿久庄）と東の川下（西河原）に分祀したという。  

当社の裏山一帯に約 30 基の円墳からなる新屋古墳群があり（現在では 10 数基を残すの

み）、当社奉斎氏族（新屋連）との関連が指摘されている。 上古の由緒は不詳であるが、

中世以降は島下郡の総社として、摂津国守護や地頭を始め、庶民の崇敬を集めたとされる。

亀岡街道 

http://blog.livedoor.jp/bunchousann/archives/47552122.html
http://sano567.my.coocan.jp/sinryuji-kouyou/index.html
http://salt.lolipop.jp/engi/settsu_niiya_fukui.html
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1527 年に兵乱の害を被ってから衰微したが、1584 年、領主中川清秀によって再興される

とともに、その内室性寿院の発願により社殿等も造営されて以来、中川氏から崇敬され、

同氏が豊後に転封してからも密接な関係を保ったようで、天保年間 (1830 - 1844) の社

殿造替（現在の本殿がこの時のものである）に際しても同氏から寄進を受けた。  

1872 年に郷社に列せられ、戦後は神社本庁に属さない単立神社となっている。本殿は天保

年間の造替になる流造檜皮葺である。 

 

図 12. 新屋神社の拝殿。 
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