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第 73 回 大阪市での銅像探索（その２） 

               筆者：林 久治（記載：2018 年 12 月 16 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。私はまた

９月 28 日から 10 月９日まで大阪に滞在して銅像探索を行った。その探索記を65 回

の記事/f、66 回の記事/f、および67 回の記事/fで書いた。 
今回、私は 11 月 22 日から 12 月４日まで大阪に滞在して、大阪と京都で銅像探索

を行った。71 回の記事/fでは、嵐山の紅葉を紹介した。前々回の記事/fでは、嵐山の

近くの花園にある妙心寺と京都学園高校にある沢村栄治の銅像を紹介した。前回の

記事/fでは、大阪市での銅像探索（その１）を書き、北島三郎黄金像と一寸法師の銅

像を紹介した。今回は、大阪市西区の田中富三郎像の探索記事を記載する。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）大阪府大阪市西区立売堀 2-5-26 サムハラ神社の田中富三郎像 
私はネット記事を散策中、偶然に「サムハラ神社」という聞きなれない名前の神

社に、その建立者「田中富三郎」の銅像があることを発見した。本像は日本銅像探

偵団のサイトに収録されていないので、11 月 30 日にサムハラ神社を参詣した。サ

ムハラ神社の周辺地図を次ページの図１に示す。図１が示すように、当社は地下鉄

長堀鶴見緑地線の西大橋駅と西長堀駅、および地下鉄阿波座駅から歩いて約 10 分で

行ける。私は当日、西大橋駅から当社に行った。 

西大橋駅を降りて、なにわ筋に出ると、新町南公園という小公園があり、そこに

次ページの図２に示すような石碑が建っていた。石碑には「ここに砂場ありき」と

刻まれていた。「公園に砂場があってもおかしくない」と不審に思って石碑の裏に

回ると、「本邦麺類店発祥の地 大阪築城史跡・新町砂場」と題する銘文が彫って

あったが、銘文の文字が不明瞭になっていた。そこで、３）のサイト/mより銘文を

再現すると、次のようである。天正十一年(1583)九月、豊太閤秀吉公大阪築城を開始、

浪速の町に数多、膨大を極めし資材蓄積場設けらる。ここ新町には砂の類置かれ通称を

「砂場」と呼びて、人夫、工事関係者日夜雲集す。人集まる所食を要す。早くも翌天正十

二年、古文書「二千年袖鑒」に、麺類店「いずみや・津の国屋」など開業とある。即ちこ

の地、大阪築城史跡にして、また、本邦麺類店発祥の地なり。   坂田孝造 識 

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://masaniwa.web.fc2.com/RW-65.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-65.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-66.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-67.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.tokyo-kurenaidan.com/sunaba2.htm
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なお、本邦麺類店発祥に関しては３）のサイト/mに詳しく説明されており、蕎麦

屋の発祥は江戸ではなく大阪であるようだ。 

 

図１．サムハラ神社の周辺地図 本図は２）のサイト/lより借用。 

 
図２．西大橋駅の駅前の新町南公園にある石碑 場所は図１の➀地点 

➀ 

http://www.tokyo-kurenaidan.com/sunaba2.htm
https://blogs.yahoo.co.jp/moralehistorya/31045565.html
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図３．上：サムハラ神社の全景、下左：サムハラ神社の祭神、下右：サムハラ神社

の石碑 
 
 図３上にサムハラ神社の全景を示す。ビルの谷間にある小じんまりした神社であ

る。神社サイトで有名な「神奈備」では、サムハラ神社を次のように紹介している

（４）のサイト/mを参照）。 
祭神は、サムハラ大神（天御中主大神、高産巣日大神、神産巣日大神）。 

http://www.kamnavi.jp/en/settu/samuhara.htm
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サムハラの詞について ：サムハラの意味は造化三神の意味であって、産巣とは物の成育造

化を表し、三神は全ての神々の親神で人類の大祖先であると共に無初無終全知全能で造物

主である。また力の集合集積を表すと言う。サムハラは恐らくはチベットの伝説でサンス

クリット語の「シャンバラ」によるものと思われる。 意味は、「幸福の維持・用意・収

集・養育、静かで穏やかなこと、平和など」とされている。また「気」のエネルギーにも

かかわるともされる。「宇宙森羅万象の気をととのえて、世のゆがみを正道にもどす」と

言うことに通じるようだ。合気道の守護神ともされる。 
沿革：岡山県苫田郡加茂町大字中原 899 に鎮座する金刀比羅神社の境内に古祠があり、サ

ムハラ様を祀っていた。大阪のサムハラ神社（当社）の初代主管者田中富三郎翁は中原の

地に生を受け、サムハラ神の霊威に感得し成長し、長じて陸軍御用商人として日清・日露

の戦役に従軍、度々の危難に遭遇したが無事に帰還できたのは、持参捧持していた「サム

ハラ様」の不思議の御霊徳によることとし、万人にこの御霊徳を頒たむものと念願し、昭

和九年に故郷の「サムハラ様」の古祠の荒廃を憂い、再建を計画・達成した。 大東亜戦

争に突入するや、大阪師団司令部を通じ出征兵に私費にてお守りを作製贈呈し、今に至る

まで当時のお守りを持って感謝の参拝をされる人達やそれを聞き伝えられた方々が多数お

られることは御神徳の現れと言える。 

 

 
図４．サムハラ神社の鳥居と本殿 
 
 サムハラ神社の鳥居を潜り、本殿に向かうと、左側に田中富三郎翁の胸像（次ペ

ージの図５を参照）が建立されていた。（本文は、６ページに続く。） 
 



 5 

 

 
図５．サムハラ神社本殿の脇に設置された田中富三郎翁の胸像 
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ウィキペディアによれば、サムハラ神社の歴史と当社を創建した田中富三郎翁の

略歴は次の通りである。 

サムハラ神社は、1935 年に田中富三郎が出身地の岡山県苫田郡西加茂村（現・津山市茂

町）にて旧い小さな祠の荒廃を嘆き再興したのが本社の起源。しかし翌年岡山県特高課か

ら無許可神社で商品広告しているとして自主撤去を求められ、サムハラ信光会は 11 月 27

日に解消し、撤去を行った。戦後祠は再建され、神社は大阪中之島の豊国神社隣接地に自

費で建立。1961 年に現在地へ移築遷宮された。隣接地に大阪府警察の機動警ら隊がいる。 

田中富三郎（1868.3.3-1967.12.3）は美作加茂で生まれる。万年筆業界の先駆者で「田

中大元堂」を経営。加茂西小学校に図書館を建設、奨学資金を贈るなど児童育成に貢献し

紺綬褒章を授与される。サムハラ大神をあつく信仰していたため日清戦争と日露戦争で

数々の危難をまぬがれ、サムハラ大神の霊徳を世の人々に分かつため私財でサムハラ神社

を建立。神前扉材は伊勢神宮より賜った。戦時中に兵士にお守りを贈る活動をしていたが、

戦後も小判の形のお守りを自費で作成し無料で人々に配布していた。多くの要人にも贈呈

をした。90 歳までは自転車を乗り回すことも平易だった。97 歳の時でも壮健であり自ら

を青年と称した。「信仰は万益有って一害なし」と常に提唱。毎朝参拝を欠かしたことは

なかった。1967 年に逝去。享年 100。宮司は養子が継いだ。 

  

図６．左：サムハラ大神の御神環（５）のサイト/より借用。）、 右：サムハラ

大神に掲げられた御神環の霊験（松本武夫さんの体験）。 

 

サムハラ神社は大阪で超強力なパワースポットとして有名で、当社の指輪や御守

は霊験が抜群だそうです。図６には、当社の指輪とその霊験を示す。６）のサイト

/8は指輪の霊験を次の様に書いている。 

ご祭神はサムハラ大神です。サムハラ大神とは、天御中主大神（アメノミナカヌシノカ

ミ）高産巣日（タカミムスビ）大神、神産巣日（カミムスビ）大神の総称です。正式には

カタカナでも漢字でもなく神字という文字４文字を使って記載されます。無傷無病、延命

長寿のご利益のある神として知られ、この４文字の神字を記したお守りには特別な力が宿

り、身に着けることで大きな災難から身を守ってくれると言い伝えられています。かつて、

加藤清正がこの文字を刻んだ刀を持っていたことで、九死に一生を得たという伝説が残る

ほか、戦時中にはこの文字を刻んだお守りを兵士が持参していたと言われています。 
サムハラ神社で授けていただける人気のアイテムが御神環（指輪型肌守）です。シンプ

ルな銀の指輪には「サムハラ」の４文字の神字が彫られています。ネックレスなどにする

https://co-trip.jp/article/82847/
https://amaterasu49.media/archives/3068
https://amaterasu49.media/archives/3068
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のではなく、あくまでも指輪としてきちんとサイズのあったものを身に着ける場合に授与

されます。とても人気の品で、１人あたり１体のみの授与と制限があるうえ、自分の指に

合うサイズにはなかなか出会えません。御神環（指輪型肌守）は手作業での作成ですので

限界があり、予約はできません。入荷予定日は教えていただけるそうなので社務所に問い

合わせると良いでしょう。 

図６右の松本さんの体験は、次のように書かれている。 

昭和 57 年 10 月 24 日 クリニンクハンガーを作る機械に片手がはさまり 危うく指が切

落とされるところを 御神環をはめていたお蔭でそれが支えになって二つにわれ 手には

何の怪我もなく無事に助かった。 

  
図７．左：サムハラ大神の御守（７）のサイト/lより借用。）、 右：サムハラ大

神に掲げられた御守の霊験（浜木綿子さんの体験）。 

 
サムハラ神社の「厄よけ指輪」のお値段は 3000 円だが、いつも品切れで手に入る

ことは稀のようだ。しかし、当社の御守は指輪と同じ効果があるようだ。図７には、

当社の御守とその霊験を示す。７）のサイト/lは御守の霊験を次の様に書いている。 

「御神環」は大人気すぎてなかなか入手できません。ＳＮＳをきっかけに人気が爆発し、

入荷しても１時間ほどで売り切れてしまう状況です。指輪型のお守りが手に入らずガッカ

リしている人も多いかもしれませんが、落ち込む必要はありません。サムハラ神社には指

輪型お守りと同じ効果がある、お守りがあります。 
それは「銭形肌守り」です。もちろん災難や困難から守ってくれる「サムハラ」の神字

もしっかり刻まれていますよ。銭形肌守りは指輪型のお守りと同じように、無病無傷・延

命長寿のご利益があります。違いは「所持の仕方」だけで、どちらが強力という優劣はあ

りません。こちらの「銭形肌守り』」であれば、金属アレルギーの人や仕事などの都合上、

指輪を付けられない人にもおすすめです。 
図７右の浜木さんの体験は、次のように書かれている。 

昭和 39 年２月７日午後２時 30 分 大阪梅田コマスダジアム公演中 舞台中央のコマが上

がっていなかった時 セリ穴に落ちこみ奈落に墜落しましたが サムハラ様のお守りを身

体につけておりましたので お蔭様で次に使用する舞台道具の長椅子の丁度真上に落ちま

した 従って何一つの外傷もなく 負傷をまぬがれました 今更ながらサムハラ様の御霊

https://affili-tukimori.com/1983.html
https://affili-tukimori.com/1983.html
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徳と有難く感謝をしております 本日はお礼のためお詣りさせて頂きました 昭和 39 年

３月 13 日 

 今回、私は大阪滞在中に住吉大社やサムハラ神社などを参詣したが、多くの人達

が神社において敬虔な祈りを捧げていることを目撃した。特に、大阪の人達は東京

の人達と比べて、各段に真剣に祈祷をしているように感じられた。私は「戦前なら

いざ知らず、21 世紀の現在に至っても、大阪では御利益宗教が健在である」と驚い

ている。特に、サムハラ神社は人気があるようで、SNS などの最先端の手段を用い

て、当社の御霊徳が吹聴されていることが興味深い。ただ、救いがあるのは、サム

ハラ神社では人気に便乗して悪徳商法を追求しない点である。私は、指輪の値段の

安さにも大変驚いている。 
 最近、私は８）のサイト/8の動画で、面白い説を聞いた。本動画で、久保有政氏

は「天照大神のルーツとキリスト」という講演で、次のように云っている。「皇祖神は、

７世紀以前はアマテラスではなく、タカミムスヒ（造化三神の２番目）だった。タカミム

スヒは、古代キリスト教徒の渡来人・秦氏が日本に伝えた、イエスキリストの別名だった。

このようにアマテラスのルーツはキリストだったために、アマテラス神話には、キリスト

に関する投影がみられる。」 

今回、私はやサムハラ神社を参詣して「サムハラ大神とは、天御中主大神（アメノミ

ナカヌシノカミ）高産巣日（タカミムスビ）大神、神産巣日（カミムスビ）大神の総称」

と言うことが分かった。つまり、これらの造化三神は三位一体の神で、「アメノミ

ナカヌシノカミ」が「エホバ」に対応し、「タカミムスビ」が「キリスト」に対応

し、そして「カミムスビ」が「精霊」に対応しているようだ。 
 
（３）なんばグランド花月の吉本せい像 

 
図８．なんばグランド花月の周辺地図 本図は、９）のサイト/9より借用。 

 
私はここ数十年間、NHK の朝ドラを見ていないが、朝ドラの「わろてんか」は、

2017 年 10 月から 2018 年 3 月まで放映されたそうである。その主人公・藤岡てんは、

https://www.youtube.com/watch?v=equVz0Y_1_8
https://ticket.st/places/osaka-399
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吉本興業の創立者・吉本せい（1889-1950）をモデルにしたそうである。なお、朝ド

ラの「わろてんか」と吉本女史の一生は、10）のサイト/3で詳しく紹介されている。

さて、私は「吉本の胸像がなんばグランド花月にある」との情報を得ていたので、

田中富三郎像の探索後、なんばグランド花月に行った。その周辺地図を図８に示す。 
 吉本の胸像は日本銅像探偵団のサイトには収録されていない。吉本像がグランド

花月の何処に設置されているかは不明であったが、私はともかくグランド花月に行

って、現地調査を試みた。グランド花月の写真を図９に示す。当館は吉本興業の公

演を行っていることで有名であるが、１階には関連商店が並び、２階が劇場入場口

になっている。私は１階と２階の立ち入れる場所を捜索したが、吉本像を発見する

ことが出来なかった。 
 そこで、私は２階にある劇場入場口のお姉さんに聞いてみた。 
私「吉本せいさんの胸像は何処にありますか？」 

入場係「劇場の中です。」 
私「切符なしで、胸像を拝見できますか？」 
入場係「できません。」 
私「切符はいくらですか？」 
入場係「4200 円です。」 
私「そうですか。じゃあ、止めます。」 
私は 500 円くらいの立見席があれば購入して吉本像を撮影しようと思ったが、4200

円は高過ぎるので吉本像の撮影を諦めた。 
 

 
図９．なんばグランド花月 

https://bushoojapan.com/theater/waro/2017/10/17/105083
http://www.geocities.jp/douzouz/
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 私は東京に帰京してから、吉本せいの胸像の写真をネットで検索した。本像の写

真は見つかり難かったが、私が見つけた３枚の写真の中から、１番よいものを図 11

に示す。 
 

 
 
（４）大同生命大阪本社の広岡浅子像 
 吉本せいの胸像の写真を撮影できなかった私は、12 月４日に大同生命大阪本社に

行って、広岡浅子（1849-1919）の銅像を撮影することを試みた。広岡像は日本銅像

探偵団のサイトには収録されておらず、彼女も朝ドラ（2015 年度後期に放映された

「あさが来た」）のモデルとなった人物である。広岡像があると言われている大同生

命大阪本社の周辺地図を図 12 に示す。 

 
図 12.  大同生命大阪本社（赤印）の周辺地図 本図は、12）のサイト/lより借用。 

図 11. 吉本せいの胸像 本像は11）のサイト

/bより借用。 
 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://bb-building.net/tatemono/osaka/200.html
https://blog.goo.ne.jp/ran_coffeebreak/e/bd65e5435bc2c9da1079ca1b1ae7b75b
https://blog.goo.ne.jp/ran_coffeebreak/e/bd65e5435bc2c9da1079ca1b1ae7b75b
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 大同生命の HP（13）のサイト/）に、「大同生命の歴史」が次の項目に分けて詳

しく説明されている。 

➀歴史・沿革、②大同生命の源流、③5 分でわかる広岡浅子、④必見！ 広岡浅子像ができ

るまで、➄大同生命保険所蔵文書の研究・公表。 

12 月４日は真夏の気候で、冬衣装で行った私は、途中でコートとセーターを脱い

でリュックにしまった。本社ビルは高層の極めて豪華な建物で、ビルの周辺には格

調高い銅像（芸術作品）が沢山飾られていた。私は「この会社はこんな豪華なビル

を建設して、国民の掛け金を無駄遣いしているのではないか」との疑念を持った。 
広岡像は本社ビルの１階ロビーに設置されており、外からでもガラス越しに見る

ことが出来た。当日は、特別展示「大同生命の源流“加島屋と広岡浅子”」が開催

されており、一般人も同社ロビーの１階と２階に展示された資料を見学することが

出来た。なお、この一般公開は好評のようで、平成 31 年３月 29 日まで延長される

そうだ。まだご覧になっていない方には、ぜひ見学されることを薦める。 

本社ビルの１階ロビーに鎮座されている広岡浅子の銅像を、図 13 に示す。本像は

金ピカで、まさか純金製ではないと思うが、随分高そうである。本像の建設費用も

国民の保険料から出したのであろうか？前記の資料④より、本像はブロンズ製であ

ることが判明した。 

 
図 13.  広岡浅子の金ピカ像 

 

私は喜び勇んで、日本銅像探偵団のサイトの「銅像画像掲示板」欄に図 13 の写真

を投稿した。すると、探偵団員の「デビール☆マン」さんより、「広岡浅子さんの銅

像は５月に投稿させて頂いております。かぶっているようなので、コメントさせて頂きま

した。失礼いたしました。」とのコメントを頂いた。私は「デビール☆マン」さんに

https://www.daido-life.co.jp/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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先を越されてがっかりした。日本銅像探偵団の団長さんは「当サイトは日本全国の銅

像を網羅するデータベースの礎となることを目指しています。」と豪語している。団長

さんにそういう覚悟があるなら、私は団長さんに「本サイトは副業などとおっしゃ

らずに、投稿された画像は速やかに『日本の銅像ギャラリー』に収録して下さい」

と要望したい。 

 広岡像の先取権を「デビール☆マン」さんに取られてしまったので、私は大同生

命や広岡浅子女史の解説をしないこととする。それらに興味のある方は、大同生命

の HP（13）のサイト/）をご覧下さい。 
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