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第 81 回 宝塚市の馬上太子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年３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。 

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、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

昨年末から本年始めまでに、私が書いた記事は、以下の通りである。近畿地方：

70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事/f。東京：74 回の記事/f、
75 回の記事/f、76 回の記事/f、77 回の記事/f、80 回の記事/f。奥州市：78 回の記事

/f、79 回の記事/f。銅像探索の第二の目的は、日本文化と日本人の人生を実地に学

ぶことと、運動不足の解消である。 
本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来

た。その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。今回は、兵庫県での銅像探索記を

記載する。次回以降に、大阪市と京都市での銅像探索記を記載する予定である。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）宝塚市の中山寺 
 私は２月 22 日に宝塚市中山寺に参詣し、JR 中山寺駅北口にある馬上太子像を撮

影して来た。本像は日本の銅像探偵団に収録されていなかった。次ページの図１に、

中山寺周辺の地図を示す。当日、私は阪急宝塚線の中山観音駅から、中山寺に参詣

した。中山寺山門は中山観音駅のすぐ前にあったが、残念ながら修復中でテントに

覆われていた。 
 ウィキペディアによれば、中山寺の概要は次の通りである。 
中山寺（なかやまでら）は、真言宗中山寺派大本山。山号は紫雲山。本尊は十一面観音。

西国三十三所第 24 番札所。 普段、本尊は秘仏となっているが、毎月 18 日に開扉される。

地元では「中山さん」と親しみを込めて呼ばれている。 また、摂津国八十八ヶ所霊場会

の本部も、設置されている。寺伝では聖徳太子が建立したとされる日本最初の観音霊場。

「極楽中心仲山寺」と称されていた。現在の本堂（1603 年再建）や阿弥陀堂は豊臣秀頼が

片桐且元に命じて再建した。安産祈願の霊場として皇室、源頼朝など武家、庶民より深く

信仰を集めた。豊臣秀吉が祈願して秀頼を授かったとされる。また、幕末には中山一位局

が明治天皇を出産する時に、安産祈願して無事出産したことから、日本唯一の明治天皇勅

願所となり、安産の寺として知られる。（本文は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
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http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://76%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-80.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-79.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E6%85%B6%E5%AD%90
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図１．宝塚市中山寺の周辺地図 本図は、２）のサイト/lより借用。 

 
図２．中山寺山門 

http://www.nakayamadera.or.jp/about/access.html
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 中山寺の紹介は、中山寺の HP（３）のサイト/）に詳しく書かれている。当寺は

山腹に建てられているので、本堂に行くには階段を登って行く。階段の随所にエス

カレーターが設置されているので、年寄には助かるが、少し情緒に欠ける。図２の

山門から境内に入ると、左右に塔頭が連なっている。その先に、図３上のような階

段があり、その先に五重塔が見える。塔頭と五重塔は非常に新しいのが印象的であ

った。阪神大震災の被害が大きく、修復工事により新しく見えるようだ。 

 

 
図３．上：参道から五重塔を見る。 下：本堂 

http://www.nakayamadera.or.jp/
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 ３）のサイト/によれば、本堂（図３下と図４上）は秀頼の再建（1603 年）であ

るが、国の重文には指定されていない。装飾は真新しくて大変綺麗であった。これ

は、大震災の復興工事により新調されたのであろう。五重塔（図４下）は特に真新

しく、青色に輝いていたのが印象的であった。その理由を、次ページに記載する。 
 

 

 
図４．上：本堂の扁額、下：五重塔 

http://www.nakayamadera.or.jp/
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 ３）のサイト/は、五重塔建設の経緯を次のように説明している。 
中山寺の五重塔は青龍塔（しょうりゅうとう）と名付けております通り、日本ではあまり

例を見ない青色であることが特徴です。これは仏の智恵と、東西南北を司る四神のうち東

方を司る青龍をイメージしています。寺伝によれば今から約 400 年前、荒木村重の乱によ

り中山寺は甚大な被害を受け、多宝塔や五重塔を含む堂塔伽藍は灰燼となりました。その

後、慶長八年(1603)に豊臣秀頼により伽藍が再興されましたが、この時には、古絵図に遺

る多宝塔や五重塔の再建は叶いませんでした。それから 400 年あまりの時を経た平成 19

年、まず多宝塔（大願塔）が再建され、その十年後の平成 29 年、五重塔の再建がなされ、

長年の悲願であった多宝塔と五重塔が当山の伽藍に再び揃うこととなりました 

 中山寺は、近畿地方では梅の名所として有名である。私が参詣した日は春の陽気

であったが、咲いている木は少なく、全体としては２分咲き程度であった。図５と

図６上に、当寺の梅を少々紹介する。（本文は、６ページに続く。） 

 

 
図５．中山寺の梅（その１） 

http://www.nakayamadera.or.jp/
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図６． 

上：中山寺の梅（その２） 

中：JR 中山寺駅の北口ロー

タリー 

下：聖徳太子の馬上像 
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（３）JR 中山寺駅北口にある馬上太子像 
 阪急中山観音駅から、図１に示したルートを約 15 分歩くと、JR 中山寺駅に到着

する。当駅の北口ロータリーに、聖徳太子の馬上像が設置されていた。当日は快晴

であったことが災いして、逆光のため太子のお顔を正面から撮影するのは困難であ

った。台座には、図７のような銘文が彫ってあった。本文より、「中山寺駅北口の

整備完成を記念して、中山寺が太子像を宝塚市に寄贈した」ことが分かった。 

 
図７．馬上太子像台座の銘文 
 
（４）御影公会堂の嘉納治五郎像 
 神戸市東灘区にある御影公会堂が最近改修され、同時に嘉納治五郎像が設置され

た。本像は日本の銅像探偵団に収録されていなかったので、私は３月１日に当地を

訪問し、嘉納像を撮影した。 

 
図８．御影公会堂の周辺地図 本図は、４）のサイト/lより借用。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
https://mikage-kokaido.jp/access.html


 8 

 御影公会堂の周辺地図を図８に示す。大阪からは、阪神本線の特急に乗車し、御

影駅で普通電車に乗り換えて、石屋川駅から行くのが便利である。石屋川駅から、

石屋川沿いに約５分北に歩くと、御影公会堂に到着する。図９上に、公会堂の玄関

を示す。この建物は、図９下右が示すように、文化庁の登録有形文化財である。玄

関を入ると、１階正面に嘉納治兵衛翁像が設置されていた（図９下左）。本像は

1933 年４月に御影町により設置された。本像は日本の銅像探偵団に収録されている。 

 

  
図９．上；神戸市立御影公会堂、下左：嘉納治兵衛翁像、下右：文化財のプレート。 
 

http://www.geocities.jp/douzouz/
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５）のサイト/lによれば、御影公会堂の歴史は次の通りである。 
御影公会堂は、1933 年に旧御影町が白鶴酒造 7 代目社長嘉納治兵衛氏より寄付を受け建設

した文化庁登録有形文化財です。本公会堂は、空襲にも阪神大地震にも耐えてきたが、

2017 年４月 10 日に耐震改修工事が完了。改修時に、地階に嘉納治五郎記念コーナーが新

設されました。 

 御影公会堂は地上３階地下１階の建物で、昭和初期の風情を残している。１‐３

階には吹き抜けの大ホール（白鶴ホール）があり、２階と３階には小会議室が沢山

あった。地階は、有名な食堂と、展示室（御影郷土資料室と嘉納治五郎コーナー）

がある。ここの治五郎像は、日本の銅像探偵団に収録されていない。 

 

 
図 10．御影公会堂地階の嘉納治五郎コーナー 
 

https://mikage-kokaido.jp/history.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
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５）のサイト/lによれば、御影公会堂は嘉納治兵衛の寄贈により建設された。私

は嘉納治兵衛と嘉納治五郎の関係が分からなかったので、この点を調査した。 

ウィキペディア「嘉納財閥」には、次のように書かれている。 

嘉納財閥（かのうざいばつ）は、「灘の生一本」で知られる、灘五郷の本家・本嘉納家

（菊正宗）と分家・白嘉納家（白鶴）の酒造業を母体とする阪神財閥の 1 つ。 

1882 年、商標令が公布されると本嘉納はすぐに「菊正宗」を登録、辛口の酒として宣伝し、

大いに売り込むとともにいちはやく個人商店を会社組織に改めた（社名は本嘉納商店）。

本嘉納の当主は代々、治郎右衛門を襲名し（初代は材木屋治郎右衛門）、すでに八代嘉納

治郎右衛門の時代になっていた。この八代目は、酒造業だけでなく、現在は受験進学校と

して知られる灘校の前身、灘中学校の創立や兵庫運河の建設工事にも力を注いだが、男子

に恵まれず、二代つづいて婿養子をとった。白嘉納の当主は、本嘉納の治郎右衛門に対し

て、治兵衛を襲名してきた。先々代の社長は八代治兵衛を名乗った。白嘉納には分家らし

い積極性がある。1878 年には業界に先駆けて今日では当たり前の瓶詰め酒を発売した。

「白鶴」の商標登録をし、嘉納合名会社を設立した 1897 年頃には、生産・販売数量は業

界一に躍り出ていた。首位の座は、戦災によって設備のほとんどを焼失するまでつづいた。 

 以上をまとめると、次のようになる。 

本家（本嘉納家）－嘉納治郎右衛門を襲名－銘柄は菊正宗 

分家（白嘉納家）－嘉納治兵衛を襲名－銘柄は白鶴 

図 11. 

左：嘉納治五郎翁像、 
柔道着姿の治五郎像は、世界でここだけだそ

うである。 
右：御影公会堂の食堂名物のハヤシオムライ

ス。（税込みで、1100 円。） 

https://mikage-kokaido.jp/history.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%98%E4%BA%94%E9%83%B7
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 ６）のサイト/は、嘉納家における嘉納治五郎の位置を次のように説明している。 

➀嘉納治五郎の実家である嘉納家は、現在の兵庫県神戸市灘区にある「御影（みかげ）」

という地域で、1660 年から酒造業を営んできた由緒ある名家です。嘉納家のもともとの本

業は材木屋だったのですが、少しずつ酒造りに力を入れるようになり、およそ 1 世紀後の

1770 年頃には酒造りを専業として扱うようになりました。この 30 年程前の 1743 年に、嘉

納家は 2 つに分かれています。このうち本家は「本嘉納家」と呼ばれ、現在も「菊正宗酒

造」という社名で存続しています。一方の分家は「白嘉納家」と言い、こちらも現在は

「白鶴酒造」という社名で営業を続けています。 

②このうち、嘉納治五郎のルーツは、本嘉納家から分かれた「浜東嘉納家」にあると言わ

れています。治五郎の祖父である嘉納治作は、酒造りの他に廻船業の世界でも名が知られ

た存在でした。この嘉納治作の廻船業を発展させたのが、治五郎の父である嘉納治郎作で

す。この嘉納治作ですが、幕臣時代の勝海舟のもとで、神戸市にある和田岬砲台の建設を

請け負った事績が残されています。明治政府にも海軍の書記官を務めると共に、息子・治

五郎の教育にも力を尽くした事でも知られています。 

③嘉納治五郎の出身地は、摂津国（現在の大阪府北部と兵庫県南東部）にある御影村とい

う地域です。この地域は現在、神戸市東灘区御影町という名称へと変わっています。この

御影村は、江戸時代から盛んに酒造りが行われており、日本酒の名産地として栄えてきま

した。上記で解説した本嘉納や白嘉納はもちろん、剣菱、神戸酒心館、泉酒造、安福又四

郎商店、高島酒類食品といった多種多様な造り酒屋が、現在に至るまで営業を続けている

事で知られています。 

④日本酒の名産地として知られたのは御影だけではありません。以下の 5 つの地域は「灘

五郷」と呼ばれ、鎌倉時代から日本有数の酒処として知られた地域でした。灘五郷：西郷

（灘区）、御影郷（東灘区）、魚崎郷（東灘区）、西宮郷（西宮市）、および今津郷（西

宮市）これらの地域では、 日本酒造りに欠かせない「山田錦」という酒米と「宮水」とい

う水が使用できるため、酒造業者にとっては商売が行いやすい地域でした。また、製造し

た日本酒を港を通して全国各地に輸送できた面も見逃せないポイントです。 
➄日本屈指の進学校として知られる灘高校。現在の神戸市東灘区にあるこの学校の創立に

は、嘉納治五郎、そして嘉納家が大きく関わっていました。灘高校が旧制灘中学校として

設立されたのは 1928 年。当時の本嘉納家の当主であった嘉納治郎右衛門、白嘉納家の当

主嘉納治兵衛、そして灘五郷の 1 つ、魚崎郷を拠点としていた櫻正宗の当主、山邑太左衛

門（やまむら たざえもん）の 3 名が創立者と位置づけられています。そして、彼らが顧

問として招いたのが嘉納治五郎でした。当時の嘉納は 67 歳。これまで第五高等中学校の

校長をはじめ、学習院の教頭、高等師範学校の校長などを務めており、柔道家だけでなく

教育者としても輝かしいキャリアを持っていました。嘉納治五郎は灘中の初代校長に、弟

子の眞田範衞（さなだ のりえ）を就任させます。眞田は灘中の教育方針を定め、1946 年

になくなるまでおよそ 20 年程、校長として同校の発展に尽力しました。校歌の作詞を担

当した事でも知られています。 

 私（林）は以前、灘校に行って、そこの校門にある嘉納治五郎の銅像を撮影した

ことがある。その時には、私は「嘉納治五郎も灘校の設立者の一人」と考えていた。

➄の文より、それは間違いで、「灘校の設立者は、本嘉納家の当主であった嘉納治郎右

衛門、白嘉納家の当主であった嘉納治兵衛、および櫻正宗の当主であった山邑太左衛門の

３名であった。嘉納治五郎はこれら３名の雇われマダム的存在で、灘校設立の実務を担当

した」ことが正しいと分かった。 

 
 

https://nihonshimuseum.com/kano-jigoro-roots/
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