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第 93 回 大阪市阿倍野区の大屋晋三像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年６月 15 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/l（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。 

本年の４月 25 日に、中学の同窓会が徳島市であったので、私は３年ぶりに帰徳し

て、徳島で銅像探索をした。88 回の記事/fでは、徳島県小松島市櫛淵八幡神社の喜

田貞吉像を探索した模様を記載した。89 回の記事/fでは、徳島大学の長井長義像の

探索記を記載した。90 回の記事/fでは、私は、京都市の石原像と蓮如像及び鳴門市

の松江像を簡潔に紹介した。 
日本の銅像探偵団/lのサイトには、「指名手配銅像」の欄があり、団長さんが本

サイトに未収録の銅像を幾つか指名して、それらの写真投稿を求めている。その

「目黒区」欄に、東工大の手島精一像と祐天寺の島崎七郎像が記載されている。そ

これ、私は５月 15 日に目黒区に行って、これら２像とその他の像を探索した。91

回の記事/fでは手島像と島崎像の探索記を、前回の記事/fでは目黒区駒場の銅像探索

記を記載した。 
私は５月 31 日から６月 10 日まで大阪に滞在していた。今回は、孫達を世話する

日が多く、残った日々は真夏日や雨であったので、１日しか銅像探索が出来なかっ

た。それで、今回は私の取っておきの珍しい銅像を探索しようと思った。その一つ

は、大阪市阿倍野区にある帝塚山病院の大屋晋三の銅像である。令和時代になって、

昭和時代に活躍した大屋晋三氏と後妻の政子女史を知らない人が多いであろう。私

共のような老人は、大屋夫妻のご活躍をよく憶えている。しかし、晋三氏の銅像は

帝塚山病院にしかないようだし、政子女史の銅像は無いようだ。そこで、今回の最

初の目標を大屋像探索に定めた。 
帝塚山病院からほど近い堺市三国ヶ丘駅前には、指吸千之助氏の銅像があること

を、私はネットで調べていた。「指吸」は珍名であるので、大屋像の次に、指吸像

探索を行った。最後に、私は豊中市の岡町駅前にある奥内陶芸美術館に１対の銅像

が展示されていることを、ネットで発見していた。この銅像を、指吸像探索の後に

行った。今回の記事では大屋像探索記を書き、次回の記事では指吸像と奥内陶芸美

術館の探索記を書く。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。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-88.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-89.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-90.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-91.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-91.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-92.pdf
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（２）大阪市阿倍野区の帝塚山病院 
 図１上に、南海高野線帝塚山駅の周辺地図を示す。本図より、帝塚山病院（大阪

市阿倍野区帝塚山 1-12-11）は帝塚山駅の北方すぐ傍にあることが分かる。 

 

 
図１．上：南海高野線帝塚山駅の周辺地図、本図は２）のサイト/sより借用。 

下：帝塚山病院グループの所在地、本図は３）のサイト t/より借用。 

帝塚山学園 

https://rent.tokyu-housing-lease.co.jp/rent/8019113/access
http://tezukayama-hp.or.jp/contact/
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 帝塚山駅周辺の住所は、住吉区帝塚山東、住吉区帝塚山中、住吉区帝塚山西、お

よび阿倍野区帝塚山がある。これらの帝塚山地区は、大阪市における最も高級な住

宅地の一つである。図１上に示すように、帝塚山駅の南方すぐ傍には、大阪におけ

る名門女子校である「帝塚山学園」の校舎がある。 
 私は、６月４日の朝、阪急北千里駅から、天下茶屋駅を経由して、帝塚山駅まで

行った。約１時間余りの行程であった。帝塚山駅から帝塚山病院までは、徒歩で 10

分足らずの近距離であった。本院の玄関と定礎の写真を図２に示す。 
 

 

 
  

図２．上：帝塚山病院の玄関、下：

帝塚山病院の定礎。（期日は、1988

年 11 月９日） 
定礎（ていそ）は建物の土台となる礎石

を定めることである。本来、住宅などを

建てる際には、土台の石が必要であった

ため、定礎式は工事にとりかかることで

あったが、現在はビルなどに竣工年月日

等を彫り込んだ定礎板を埋め込む式典な

どに変化しており、ある程度建設が進ん

でから式が行われることもある。 
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４）のサイト/lには、帝塚山病院の発祥を次のように書いている。 
事業発祥は、帝塚山病院(設立は昭和 38 年 10 月)。故大家政子が夫の故大屋晋三の長生き

を願い、自宅を改築して作った病院といわれおります。西日本初の人間ドック専門病院と

して開院。その後人間ドック中心やった「帝塚山病院」を、老人を主な対象にした療養型

病院に改装した。 

 本院の玄関横には、図３のような「医療法人健友会」の看板があった。５）のサ

イト/は、健友会を次の様に紹介している。 
法人概要：大阪市内の閑静な住宅街に位置する療養病院です。グループにリハビリテーシ

ョン病院や施設を多数持ち、高齢者医療を支えています。 

特色：①病院を中心に帝塚山グループ全体で在宅医療・看護・介護事業を展開。②大阪市

内の閑静な住宅地に位置する療養病院。③地域に密着した病院ですので、ゆったり看護さ

れたい方にオススメです。④24 時間託児所も完備されておりますので、お子さまのおられ

る方も多く活躍されています。 

 医療法人健友会の HP（６）のサイト/）には、同会の経営陣の名前が記載されて

いない。私は「経営責任者の名前を記載しないのは、無責任である」と思う。私が

色々と調査した結果、７）のサイト/より、同会の理事長は大屋 登史子女史（大屋

晋三・政子夫妻の長女）であることが分かった（2016 年 1 月 現在）。大屋政子女

史の遺産は、無事に長女に継承されていたのである。 
 

 
図３．「医療法人健友会」の看板 
 

http://www.supernurse.co.jp/sp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E9%98%BF%E5%80%8D%E9%87%8E%E5%8C%BA/JO0000006484.html
https://kango.mynavi.jp/d/430307/
https://kango.mynavi.jp/d/430307/
http://tezukayama-hp.or.jp/
https://job.rikunabi.com/2020/company/m449700003/
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（３）大屋晋三氏の銅像 

 帝塚山病院の玄関（図２上）を入ると、直ぐに大屋晋三氏の銅像が設置されてい

た（図４上）。病院受付の人が、私の入場にチラッと目をやったようである。しか

し、私が玄関入口で写真撮影を始めると、黙認されたようで、私には何も言われな

かった。 

 

  

図４． 
上：帝塚山病院の玄関に設

置された大屋晋三之像、 
下左：銅像の銘板、 
下右：銅像の背面。 
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 本銅像には何の説明も無かったが、銘板（図４下左）より本像は「大屋晋三之

像」であることが分かった。本像の背面（図４下右）には「昭和 61 年３月 金井征

之作」と彫られていた。（なお、昭和 61 年は 1986 年である。本像作家の金井征之氏は

有名な彫刻家で作品も多いが、経歴は不明である。） 
 「私の履歴書―昭和の経営者群像〈7〉」という本がある。本書は日本経済新聞に

連載されている「私の履歴書」の５人分をまとめた本である。内容は、大屋晋三：

人生航路を独航者として生きる、早川徳次：シャープペンシルから電機メーカーへ、

中部謙吉：高く買って安く売れ、井深大：やっと成功したテープレコーダー、加藤

弁三郎：念仏の中で楽しく仕事、である。本書に、大屋晋三の履歴が正直に語られ

ている。その主要部を以下に紹介する。 
８）のサイト/7は、大屋晋三氏の略歴を次の様に紹介している。なお、（）内は

９）のサイト/pの記載である。 

1894 年：群馬県邑楽郡佐貫村大字川俣に父、央（なかば）母、ツネの間に生まれる、兄姉

は３人あったが、生まれて間もなく死んだ。 

1907 年：当時の家庭の事情から中学校に通うことは許されなかった。ゆえに書生として住

み込み、前橋中学に合格した。（従兄に当たる高山守衛が、前橋で歯医者として成功して

おり、大屋はそこに書生として住みこんで、前橋中学に通うことになりました。） 

1912 年：尋常高等小学校の代用教員になるが、受験勉強もしたかったし、また就職先があ

り次第上京するつもりであったので１年で退職した。（東京では、日本橋室町の犬塚公証

人役場の筆生として働き、夕方から予備校に通い、一ツ橋合格をめざしたのでした）。 

1914 年：一橋を受験し合格となる。 

1918 年：一橋の四年間が終わり本店が神戸にある、鈴木商店に勤めた。大屋は「自分の本

来の能力を想うままに発揮できる時が来た」と感じた。今までの不遇な環境の支配を克服

脱却し、これまで鬱積していた反発心を爆発させた。意識改革を想った。 

1925 年：帝国人絹の岩国工場建設事務所長として赴任した。32 歳の時。彼の終生の事業

となった化学繊維工業への第一歩を踏みきった。 

1942 年には取締役になり、1945 年には帝人の社長に就任。 

1947 年：第一回参議院議員選挙で日本自由党から定員６名の大阪地方区から出馬し 

辛うじて第５位で当選する。第二次吉田内閣で商工大臣に就任（1948 - 1949）、大蔵大

臣の臨時代理（1948 - 1949）、第三次吉田内閣で運輸大臣に就任（1949 - 1950）。 

1956 年：帝人社長に復帰。９年間の政治家生命に終止符を打ち、帝人立て直しに復 

活する。陣頭指揮で再建を進め、特にテトロンの生産によって、帝人の業績は急速に回 

復した。（ウィキペディア：しかし、政権末期には行き過ぎた多角化が裏目に出たことと、

高齢からくる経営能力の低下に加え政子夫人が経営に介入するなど、その弊害が目立つよ

うになった。1980 年に死去。） 

 大屋晋三氏の女性関係は盛んであったらしい。彼の精力の表れであろう。彼の最

初の結婚に関して、10）のサイト/lは次のように書いている。 

大屋は苦学の末、一ツ橋を受験しますが、受験の少し前に、最初の妻、従姉茂登子との

関係ができます。大正 2 年（1913 年）12 月に、東京市役所の建築技師をしていた彼女の

夫が、二児を残して急死したのでした。兄や亡夫の兄夫婦が心配して退職手当などを元手

に芝白金三光町に小さな菓子屋を出させます。店は最初のころは流行って大屋は用心棒が

てらそこに同居して手伝いをしていたのでした。 

http://kigyoka-kann.hatenablog.com/entry/2014/03/09/105837
http://cuccanet.blog72.fc2.com/blog-entry-547.html?sp
http://cuccanet.blog72.fc2.com/blog-entry-554.html
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 7 月に大屋は一ツ橋に合格を果たします。生涯で一番うれしかったと大屋はふりかえっ

ています。しかしまだ 21 歳なのに 9 歳も年上の、しかも二人まで子どもを持つ未亡人と

関係し、大屋は不安を感じていました。そのうちに小一年もすると茂登子が妊娠します。

親族間の意見はまさにごうごうたるもので、子供ができたところで別れなくてはならぬと

いうのが圧倒的。大屋は煩悶に煩悶を重ねます。 

 しかし、この一介の貧乏書生、苦学をしているようなみじめな男を、茂登子は食わせて

もくれれば身の回りの世話をよくみてくれる。こうして自分に忠実に尽くしてくれるのを

振りすてるのは人情が許さない。そして、「自分のやったことは自分で責任をとる。まし

て自分の犯した過ちや、自分の作った業に対しては、これに対するつぐないや責めは自分

ではたさなければならぬ」大正 5 年（1916 年）早々、子供が生まれたのを機会に、周囲を

説き伏せて正式に結婚します。爾来二十数年、茂登子は糟糠の妻となりますが、昭和 18

年（1943 年）死別します。 

 

（４）大屋政子女史の人生 

「元祖セレブタレント大屋政子の知られざる晩年を娘が初激白」との記事がある

（11）のサイト/）。本記事を参考にして、大屋政子女史（1920-1999）の人生を以

下に紹介する。 

➀大屋政子さんは、衆議院議員、森田政義の娘でお嬢様だったのですが、1939 年（昭和

14 年）政子さんが 19 歳のとき、お父さんは心臓発作で亡くなりました。すると、今まで

政治家のお父さんを取り巻いていた人たちはさっと離れていき、政子さんは、「没落した

らあかんねん」が口癖になったそうです。大阪音楽学校を本科 2 年で中退後、声楽家を目

指してコロムビアに入社。日中戦争、太平洋戦争中は、軍属歌手として工場などへの慰問

公演を行い（淡谷のり子さんも慰問公演をしていました）、戦後もテイチク専属歌手とし

て「御風真弓」という名前で、歌手活動を行っていました。 

②大屋政子さん、というと必ず出てくるのが、「略奪婚」という言葉です。結婚時は運輸

大臣を務めていた大屋晋三氏に、別居中とはいえ、奥さんがいたにも関わらず、つきあい

始め、選挙活動にも同行して「パパ」と呼んでいたことから、現役大臣の不倫再婚として、 

騒がれることになったのです。また、晋三氏 55 才、政子さん 29 才、という親子ほどの年

齢差もあって、衝撃的だったのでしょう。（1947 年に晋三が第一回参議院議員選挙に立候

補した時、晋三は政子の父の地盤を継承した。森田家に挨拶に来た晋三は、政子に一目ぼ

れで猛アッタックをしたが真相で、政子が晋三を略奪したのではないようだ。二人は 1950

年に正式に結婚したが、関係はもちろん前からあったようだ。） 

③大屋晋三氏は、その後政界を退いて、帝人の経営に戻ります（1956 年）。「テトロン」

を導入して、傾きかけていた、会社を建て直した、として評価されていますが、晩年、行

き過ぎた多角経営や、高齢からくる経営能力の低下、また、政子さんが経営に介入したこ

とが批判されていました。1980 年（昭和 55 年）3 月 9 日に大屋晋三氏は亡くなりました

が、それでいきなり、政子さんが没落した、とか、多額の負債を抱えた、というわけでは

ないみたいです。 

④ただ、大屋晋三さんが生きている間は、大屋政子さんがタレント活動などで稼いでも稼

いでも、元奥さんや子どもへの慰謝料、２号さんに払うお金などで「おとうちゃん」がと

んどん使ってしまう。ということはあったようです。ただ、政子さんは、文化活動にも熱

心で、大屋政子バレエ教室、大屋政子バレエ財団は私財を投じているんです。そういった

面で、負債を抱えていたことは考えられます。また、人にだまされたり、裏切られたりす

ることも多かったようです。大屋政子さんは、私財と、自分の人脈で、海外の有名バレリ

ーナなどを招いて日本でコンペティションを開いたりしていたのですが、それに嫉妬した

外交官（駐フランス大使の本野盛幸）にあからさまに嫌がらせを受けたようです。 

https://husakogane.info/wp/%E5%85%83%E7%A5%96%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E5%A4%A7%E5%B1%8B%E6%94%BF%E5%AD%90%E3%81%AE%E6%99%A9%E5%B9%B4%E3%83%BB%E8%B2%A0%E5%82%B5%E3%83%BB%E6%9C%80%E6%9C%9F/
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➄第一回の日本・世界バレエコンペティションに、当時、人気があったウラノワとフォン

ティーンを審査員に招いていたところ、日本のバレエ界の大物が、「マダムオオヤのコン

ペティションは、規模が小さく、あなたたちがでるほどのことはない」と手紙で横やりを

入れて、実現しなかった、と『会う人はみんな財産』大屋政子著に書かれています。この

大物とは、ＮＢＳ、チャイコフスキー記念東京バレエ団の佐々木忠次氏です。佐々木氏は、

自分が関わっている世界バレエフェスティバルにウラノワとフォンティーンを引き抜いた

のだそうです。ただ、実際には、第 1 回目の世界バレフェスにはウラノワは出演していま

せんが。片方だけの言い分なので、本当かどうかは分かりませんが、佐々木忠次氏の発言

は、東京バレエ団以外の日本のバレエを見下しているようで、感じよくないなーと以前か

ら思っていたことがあり、個人的には「あり得るのかも」と思ってしまいました。 

⑥大屋政子さんには、夫の大屋晋三さんとの間に 2 人の娘さんがいるらしいですが、表に

名前が出てきているのは、大屋登史子さん、という方で、医療法人健友会帝塚山病院理事

長、ということです。「爆報！THE フライデー」の放送では 1996 年に、大屋政子さんが、

オーナーだった名門ゴルフ場で側近に 2 億 3000 万円を横領され、翌年 1997 年には奈良の

ゴルフ場で多額の負債が発覚し、100 億円の負債を抱えたのだそうです。大屋政子さんが

所有していたゴルフ場、というと、奈良の室生ロイヤルカントリークラブですね。当時、

女性がプレイできるゴルフクラブがなかったので、大屋政子さんが作ったのだそうです。

また、昔はパンツ姿で女性がプレイするのははしたない、という風潮があり、女性がゴル

フするときには、ロングスカートだったのですが、雨でスカートの裾が汚れてしまったた

め、大屋さんは、キャディにはさみでスカートを切らせた、というエピソードがあるそう

ですね。（政子の負債は一時 600 億円あったそうだが、亡くなるまでに完済している。） 

⑦大屋政子さんの、最後の言葉とは「こんなに弱い母を許してね」だった、そうですね。

お嬢さんとは一度絶縁していたそうですが、大屋政子さんが、癌で余命２年、とされてか

らはお嬢さんが病室に通っていたそうです。大屋政子さんが亡くなった翌年、阿倍野税務

署は大屋政子さんの課税対象となる遺産の総額が約８億 4000 万円だったことを公示しま

した。相続税は約３億 1800 万円と見られました。（資産から負債を差し引いて、８億円

余りが残ったのでしょう。）しかも、登史子さんは、大屋政子さんの遺産を使い、大阪市

阿倍野区にあった大屋政子さん宅（豪邸で有名！）を建て替えて高齢者住宅「マサコーヌ

帝塚山」を作っています。負債で帳消しになってしまっていたら、そんな遺産はありませ

んよね。また、いろいろな記事などを見ても、大屋政子さんが、晩年、貧窮していた、と

いう話は出てきません。 

 大屋政子女史は本も沢山書いている。それらを以下に紹介する。 

 

図５．帝人の大屋政子社長夫人はダンプ型外交

官といわれるものすごい肝っ玉トップ・レディ

ー 
著者：大屋 政子、江森 陽弘 
出版社：二見書房 
発売日：1976 年 
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図６．左：天下茶屋の政子ちゃん、著者：大屋 政子、出版社：講談社、発売日：

1983/06。 右：政子ちゃんのメルヘン交遊録、著者：大屋 政子、出版社：主婦の

友社、発売日：1984/07。 

  

図７．左：春風駘蕩―政子ちゃんのはんなりトーク、著者：大屋 政子、出版社：徳

間書店、発売日：1986/03。 右：女は度胸―女は泣いたらあきまへん! 、著者：

大屋 政子、出版社：ロングセラーズ、発売日：1987/12。 
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捕逸：本稿を書いた後に、大屋夫妻に関する面白い記事を発見した（12）のサイト

/l）。この記事は、夫妻の生き様を上手く紹介しているので、是非ご覧下さい。  
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