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第 66 回 豊中市の石丸梧平像 

               筆者：林 久治（記載：2018 年 10 月 14 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。前回の記事/fでは、茨木市の上田像探索

記を記載した。本稿では、豊中市の探索記を記載する。次回は、尼崎市の探索記を

書く予定である。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）豊中市熊野田地区の歴史 

私は、２）のサイト/や３）のサイト/lで、豊中市熊野田幼稚園前に石丸梧平像が

あることを知った。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

は当地を訪問して本像を撮影することを試みた。次ページの図１上に、1923 年測量

の豊中市熊野田地区付近の地図（４）のサイト/lより借用）を示す。本図によれば、

現在の豊中市は未だ豊中村であり、岡町駅前に小さな街があるのみであった。豊中

村の東側には広大な千里丘陵があり、丘陵の山林中には熊野田村や山田村などの小

さい村落が点在していた。 
1970 年に開催された大阪万博は、山田村の東北にある丘陵地が会場となった。大

阪万博を契機として、図１上で示される千里丘陵一帯は住宅地として開発された

（千里ニュータウンの造成）。現在では、地下鉄御堂筋線が千里中央駅まで延伸し

(千里中央－江坂の間は、北大阪急行)、阪急千里山線が千里山駅から北千里駅まで

で延伸し、大阪モノレールが千里中央駅と山田駅を通って東西に貫通している。 

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://masaniwa.web.fc2.com/RW-65.pdf
https://toyoengine.com/%E7%9F%B3%E4%B8%B8%E6%A2%A7%E5%B9%B3%E9%A1%95%E5%BD%B0%E7%A2%91%E3%80%80%E9%8A%85%E5%83%8F%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%80%E5%AE%97%E6%95%99%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%AE%B6/
http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/kumanoda/index.cfm/1%2C72%2C12%2C106%2Chtml
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-704.html
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 豊中市の市域変遷を図１下に記載する。それを、年表にまとめると、次のように

なる（ウィキペディアより引用）。 

1889 年 4 月 1 日：町村制の施行により、豊島郡新免村、南轟木村、桜塚村、山ノ上村、岡

町村が合併して豊島郡豊中村が発足。 

豊中村 

現在の北大阪急行線 

万博会場

に至る 

北千里に

延伸 

図１． 

上：1923 年測量の豊中市熊野田地区

付近の地図（本図は、４）のサイト

/lより借用） 
下：豊中市域の変遷（本図は、５）

のサイト/lより借用。） 

1936 年：豊中市発足（➀豊中町・②

麻田村・③桜井谷村・④熊野田村）。 
1947 年：➄中豊島村・⑥南豊島村・

⑦小曽根村を編入。 

1953 年：⑧新田村大字上新田を編

入。 

1955 年：⑨庄内町を編入。 

➀ ② 

③ 

④ 

➄ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-704.html
http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-704.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/history/shiiki.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/history/shiiki.html
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1896 年 4 月 1 日：郡の統廃合により、豊能郡豊中村となる。 

1927 年 4 月 1 日：町制を施行して、豊能郡豊中町となる。 

1936 年 10 月 15 日：豊能郡豊中町・麻田村・桜井谷村・熊野田村が合併し、大阪府下で 4

番目に市制を施行。豊中市となる。人口 38,770 人、世帯数 7,977 世帯。行政区域面積

18.18km2。 

1947 年 3 月 15 日：豊能郡中豊島村・南豊島村・小曽根村を編入。人口 76,314 人、世帯数

18,020 世帯。行政区域面積 28.14km2。 

1953 年 7 月 1 日：三島郡新田村大字上新田を編入。人口 100,631 人、世帯数 22,484 世帯。

行政区域面積 32.36km2。 

1955 年 1 月 1 日：豊能郡庄内町を編入。人口 127,678 人、世帯数 29,251 世帯。行政区域

面積 36.60km2。大阪市淀川区との境界未定地域を除く面積 36.39km2。 

2018 年 10 月１日：推計人口 398,295 人。大阪府下では大阪市、堺市、東大阪市、枚方市

に次ぎ 5 番目に多い。 

現在では、豊中市の全域は大阪のベッドタウンとなっている。（勿論、商店街や

公園は沢山ある。） 

 

（３）熊野田幼稚園前で石丸梧平の銅像を探索 

 
図２．熊野田幼稚園の周辺地図 本図は、６）のサイト/より借用。 
 

 石丸梧平像がある熊野田幼稚園の周辺地図を図２に示す。熊野田幼稚園に行くに

は、北大阪急行線・桃山台駅から阪急バスに乗り、「熊野町１丁目」か「熊野田小

学校前」のバス停で降りればよい。ただし、バスの本数は少ないので注意すべきで

ある。次ページの図３上に、桃山台駅前からのバス系統図を示す。本図によれば、

「熊野町１丁目」に行くには、38 系統の阪急曽根・豊中行きのバスか、39 系統の旭

ケ丘北口行きのバスに乗ればよい。「熊野田小学校前」に行くには、20・21・22・

23 系統の豊中行きのバスか、25・26 系統の阪急曽根・豊中行きのバスか、27・28

系統の豊中行きのバス乗ればよい。 
 図３下には、桃山台駅前のバス乗場を示す。「熊野町１丁目」に行くバスは４番

乗場から、「熊野田小学校前」に行くバスは３番乗場から発車している。 
（本文は、５ページに続く。） 

熊野田小学校 

https://www.mapion.co.jp/zip/27203/5600014-001/
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図３． 
上：桃山台駅前からのバ

ス系統図 本図は、７）

のサイト/1より借用。 

下：桃山台駅前のバス乗

場案内  
３番乗場から「熊野田小

学校前」に行くバスが発

車し、４番乗場から 

「熊野町１丁目」に行く

バスが発車する。 

https://www.hankyubus.co.jp/rosen/route/2111_senri1.html?=1
https://www.hankyubus.co.jp/rosen/route/2111_senri1.html?=1
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 私（林）は、たまたま来たバスに乗り、「熊野田小学校前」で降りた。少し歩い

て熊野田幼稚園に着くと、道路の前の一角が金網で仕切られており、その中に「深

田興平次君功労記念碑」と「石丸吾平顕彰碑」が設置されていた。 

 

 
図４．上：深田興平次君功労記念碑、下：石丸吾平顕彰碑。 
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 石丸吾平顕彰碑の胸像の部分を図５上に、石丸先生の名言を書いた板が倒れてい

る状況を図５下に示す。金網の中に入れなかったので、顕彰碑の銘文を読むことが

出来ず、石丸先生の経歴や顕彰碑建立の経緯や時期を知ることが出来なかった。 

 

 
図５．上：石丸吾顕彰碑の胸像の部分、下：石丸先生の名言を書いた板 
 
 ウィキペディアによれば、石丸先生の経歴は次の通りである。 
石丸 梧平（いしまる ごへい：1886 年 4 月 5 日 - 1969 年 4 月 8 日）は、日本の宗教思想

家。 大阪府生まれ。号を梅外。茨木中学校（現茨木高等学校）卒。早稲田大学国史学科

卒業後、教員となる。その後小説など執筆活動を始め、青年に対する教育的・啓蒙的なも

のを多く書いた。雑誌『人生創造』を刊行し、花園大学客員教授などを務めた。川端康成

は若いころ梧平の影響下にあった。  
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 石丸先生の顕彰碑が当地にあるのは、多分、先生がこの付近で生まれたと思われ

る。2014 年の尚絅大学研究紀要Ａ．人文・社会科学編（８）のサイト/5）に、熊本

市の尚絅（しょうけい）大文化言語学部の宮崎尚子助教（日本近現代文学）が、石

丸先生の誕生地と業績について次のように書いている。 

石丸梧平（梅外）は、大正から昭和にかけて活躍した小説家、評論家、宗教家である。明

治十九年四月五日、大阪の豊島郡熊野田村に生まれる。大阪府立茨木中学校に入学し成績

も優秀だったが、眼病の為に退学を余儀なくされる。その後早稲田大学国史学科を卒業し

京都花園学院、大阪府河北高等女学校、大阪府立今宮中学校等にて教鞭を執る。雑誌「団

欒」に携わっている時期には「淡潮」「故郷」（京都日出新聞）「母」（読売新聞）「嫩

草」（中外日報）等の長篇小説のほか、短篇集「母なき児」の著作があった。他にも大阪

朝日新聞日曜附録に「中学雑感」を連載していた。主に青年に対する教育的・啓蒙的な内

容のものを書いていた。大正十三年妻喜世子と共に雑誌「人生創造」を刊行し、花園大学

客員教授などを務めた。 

 なお、石丸先生顕彰碑の建立経緯と深田興平次君功労記念碑に関しては、９）の

サイト/0が次のように書いている。 
石丸梧平さんの胸像の下に、「人生に結論なし ただ創造の一途あるのみ 意味は発見し得

る者に輝く」と刻まれています。石丸さんの人生哲学だそうです。雑誌『人生創造』の愛

読者が中心になってこの顕彰碑が建てられました。石丸梧平顕彰碑のすぐ横に大きな石碑

があります。深田與平次君功労紀念碑とあります。深田與平次さんは、第３代目の熊野田

村の村長さんでした。旧勝尾寺街道の栗ヶ丘から熊野町方面に向かう坂を「車坂」と呼ん

でいたそうですが、この坂が急な坂で、しかも細い道であったので、村の人びとは大変交

通に困っていたそうです。そこで、村長の深田與平次さんは大阪府に一生懸命働きかけて、

この坂の勾配をゆるやかにする工事を行ったそうです。村の発展に多大な貢献をしたとい

うことで、その功績をたたえて、明治 35 年（1902 年）、車坂が一望できるこの地に碑が

建てられたということです。 

 上記の記事で、石丸先生顕彰碑の建立経緯が分かったが、建立時期と碑の作者が

不明である。現在では、石丸先生の著作や運動は忘れ去られているが、大東亜戦争

の以前には石丸先生は大変有名であったようだ。次節では、雑誌「団欒」と雑誌

「人生創造」を簡単に紹介する。 
 
（４）雑誌「団欒」と雑誌「人生創造」 
2012 年 2 月 10 日に刊行された「熊本大学学術リポジトリ」（10）のサイト/1）

に、宮崎尚子助教が「新資料紹介 川端康成「生徒の肩に柩を戴せて 葬式の日、

通夜の印象」(石丸梧平主宰「団欒」掲載)」と題する論文を掲載している。その冒

頭で、宮崎助教は次のように書いている。 

川端康成の「生徒の肩に柩を戴せて 葬式の日、通夜の印象」を発見したので新資料とし

て紹介する。この資料は川端康成が大阪府立茨木中学校の五年生だった時（大正６年）、

石丸梧平主宰の雑誌「団欒」に掲載され、「師の柩を肩に」と広く知られながら所在不明

であった文章である。『川端康成全集』（新潮社）にも収録されていない文章であり、川

端の文章が雑誌に掲載された最初のものでもある。 

 宮崎助教の論文によれば、「団欒」は石丸梧平が大阪で発行していた雑誌だそう

である。この事より、雑誌「団欒」は大正時代には影響力のあった雑誌であったこ

とが分かる。更に、宮崎助教は８）のサイト/5の論文で、雑誌「団欒」（大正八年

六月一日発行）巻頭の集合写真を紹介している。その写真を次ページの図６に示す。 

https://ci.nii.ac.jp/els/contents110009768002.pdf?id=ART0010262635
http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/kumanoda/handlers/printcontent.cfm?GroupID=1&ContentID=229&ThisPageURL=http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/kumanoda/index.cfm/1%2C229%2C12%2C106%2Chtml&EntryCode=4720
http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/kumanoda/handlers/printcontent.cfm?GroupID=1&ContentID=229&ThisPageURL=http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/kumanoda/index.cfm/1%2C229%2C12%2C106%2Chtml&EntryCode=4720
https://kumadai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=26194&item_no=1&page_id=13&block_id=21
https://ci.nii.ac.jp/els/contents110009768002.pdf?id=ART0010262635
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図６．梧平創作集記念会の写真 大正８年（1919 年）５月 22 日に開催。 
 
図６の写真には次のような説明文がある。 

「梧平創作集」の第一巻「船場のぼんち」出版の記念会が去る五月廿二日夜本郷の燕楽軒

で開かれた。招きに応じて集まったのは岩野泡鳴、片上伸、秋田雨雀、中村吉蔵、高須梅

渓、福永渙、本間久雄、花園緑人、中尾未承、青柳隆治、加藤謙、瀧井折柴、渡利彌生、

大月隆仗、加藤朝鳥、中澤静雄、三浦関造、折口信夫、江部鴨村、田代順一の諸氏であつ

た。「船場のぼんち」を頒つて、食卓につき、食後石丸氏の挨拶と自作に関する作者とし

ての感想談があり、続いて高須、秋田、岩野三氏が友人として、夫々理解のある意見や感

想を、石丸氏に対つて、又石丸氏のために述べた。（「読売新聞」より） 
本会の出席者は錚々たる顔ぶれである。なお、宮崎助教は雑誌「団欒」の発見と

研究により、2017 年４月１日には茨城大学教育学部・准教授に昇任している（11）

のサイト/lより）。 
 12）のサイト/2によれば、雑誌「人生創造」の刊行は大正 13 年 06 月 01 日(1924)。

発行所は大阪屋号書店。特徴は次の通り：石丸梧平の個人雑誌。内容は倫理哲学から人生

論、文芸まで。2 万部発行、個人雑誌の第 1 位となった。 

石丸元康氏は「創造哲学の源流・人間親鸞」という本を書いている。13）のサイト

/2によれば、著者の石丸元康は 1941 年生まれ。早稲田大学大学院研究科（公法専攻）修

了、法学修士。人生創造哲学唱導者石丸梧平の直孫で、人生創造哲学の承継者。現在、人

生創造社社主。人生創造運動本部長。人生創造活動の為、全国講演中。創造哲学研究会を

結成。本書の内容は次の通りである。大正期の青少年に多大な影響を与えた「創造哲

学」。これは、大正十年に石丸梧平が朝日新聞に連載した『人間親鸞』が源流となってい

ます。親鸞は、自分自身が苦悩する人間であることを語り、罪深い人間ほど成仏できるこ

https://info.ibaraki.ac.jp/Profiles/103/0010207/profile.html
https://info.ibaraki.ac.jp/Profiles/103/0010207/profile.html
http://www.oya-bunko.or.jp/Default.aspx?TabId=82
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031970540&Action_id=121&Sza_id=F2
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031970540&Action_id=121&Sza_id=F2
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とを教えました。親鸞はこう喝破しています。「悪人なおもて往生を遂ぐ、いわんや善人

においておや」本書は、私たちに生きる希望を与えてくれます。混迷を極めている現代社

会に生きる人たちにこそ読んで欲しい、人生の指南書。 

なお、14）のサイト/lによれば、東京都小金井市梶野町 2-7-5 にある曹洞宗の

「恵日山 長昌寺」に、石丸先生の石碑が二つあるそうである。本サイトには次の

ように書かれている。 
哲学者である石丸梧平氏は太平洋戦争時、妻子を当山に疎開させていました。終戦になって一

時期、自身も長昌寺で生活を共にしながら、当寺住職であった白雲天国和尚と坐禅を組むなど親

交を深めました。 二つの石碑は、終戦後 2，3 年経ったころ、梧平氏の還暦を祝って立てられたも

のです。  

「人生に結論なし ただ創造の一途あるのみ 意味は発見し得る者にのみ輝く」  

「秋深き武蔵野の寂静の禅院長昌寺吾は生きて坐禅せん」 
 
（５）前回の補充 
 今回の原稿には、容量に少し余裕があるので、前回の記事/fで紹介できなかった

茨木市の新屋坐天照御魂神社の写真を以下に掲載する。 

 
図７．新屋坐天照御魂神社の「二の鳥居」と本殿への階段 

http://enichizan.com/place.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-65.pdf
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図８．新屋坐天照御魂神社の本殿 
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