
 1 

第 94 回 堺市の指吸千之助像と豊中市の奥内陶芸美術館 

               筆者：林 久治（記載：2019 年６月 20 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、92 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。前回の記事/fでは大屋像探索記を書いた。今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
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-93.pdf
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（２）堺市堺区三国ヶ丘駅の周辺地図 
 図１上に、堺市堺区三国ヶ丘駅の周辺地図を示す。当駅は南海高野線と JR 阪和線

との乗換駅である。前回の記事/fで紹介した高野線帝塚山駅から当駅までは、高野

山方向に６ツ目で、帝塚山駅から当駅までは普通電車で約 20 分であった。当駅前に、

指吸千之助氏の銅像が設置されている「ゆびすいビル」がある。ゆびすいビルの周

辺地図を図１下に示す。 

 

 
図１．上：堺市堺区三国ヶ丘駅の周辺地図、本図は２）のサイト/lより借用。 

下：「ゆびすいビル」の所在地、本図は３）のサイト/fより借用。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-93.pdf
https://blogs.yahoo.co.jp/mushipro75/62583930.html
https://www.yubisui.co.jp/files/files20160317154458.pdf
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 図１から分かるように、今話題の仁徳天皇陵古墳は三国ヶ丘駅の近くにある。し

かし、当駅から仁徳陵は見えなかった。しかも、当日は 30℃以上の真夏日であった

ので、今回は仁徳陵周辺を散策することは断念して、指吸像探索に専念した。私が

指吸像の存在を知ったのは、３）のサイト/9からである。本サイトには、次のよう

に書かれていた。 

指吸千之助像、大正 6 年-昭和 55 年(1917-1980)享年 63、大阪府 堺市堺区 向陵西町四丁 

5-5(ゆびすいビル) 

2018 年 10 月 4 日に NHK 総合で放送された「日本人のおまなえっ！／名乗りづらいおなま

えスペシャル／母が嫌った名字『指吸』」にて確認。 

４）のサイト/は、2018 年 10 月 4 日の番組を次のように紹介している。  

放送日時：2018 年 10 月 4 日(木) 午後 7 時 30 分  

ネーミングバラエティー 日本人のおなまえっ！【名乗りづらい名字】 

禿さまに鬼さま、浮気さま…ちょっと名乗りづらい？レア名字の方々が続々登場！結婚し

て「ブスジマ」になった妻の思い。母が隠し続けた旧姓の謎など驚きのエピソードが！ 

禿さまに鬼さま、浮気さま…数あるレア名字のなかでも、名乗りづらそうな名字が続々登

場。結婚して「ブスジマ」になった妻のホンネ。母が生前、隠し続けた旧姓「指吸」の謎

など。それぞれのお悩みと向き合い、おなまえに隠された感動秘話をお届けします。お困

りエピソードやあるあるトーク炸裂の座談会や、「禿さま」「鬼さま」一族に伝わる驚き

のエピソードも紹介。名乗りづらいおなまえのイメージがガラリと変わります。 

なお、名字の「禿」は「はげ」と読まずに「かむろ」と読みます。この名字の由来は、あ

の親鸞上人と関係がありました。親鸞は、自らを「愚禿親鸞［ぐとくしんらん］」と名乗

っていたことから、親鸞にあやかって「禿」というありがたい名字を使うようになったの

です。 
【司会】古舘伊知郎,赤木野々花,【出演】澤部佑,宮崎美子,森岡浩,【ゲスト】IMALU,岡

田圭右,【語り】里村奈美 

なお、本番組は「５）のサイト」で視聴できます。 

５）のサイト：http://www.pandora.tv/view/whasn/56482518/#38020062_new 
また、６）のサイト/に本番組の内容が詳しく紹介されている。  

 
（３）ゆびすいビルの指吸千之助氏像 
 私は帝塚山病院で大屋晋三像を撮影した後、高野線帝塚山駅から三国ヶ丘駅に行

き、図１下に示す「ゆびすいビル」に容易に到着することが出来た。当ビルの写真

を次ページの図２上に、当ビルの玄関前にある案内標を図２下に示す。当ビルは６

階建ての立派なビルであった。このビルの中に、「ゆびすいグループ」の６社が入

居しているようだ。 

 私は、「ゆびすいビル」の外側を探索したが、銅像は設置されていなかった。そ

こで、当ビルの玄関から１階に入ってみた。１階はフロアーのみで何も置かれてい

ず、２階へ行く階段があった。私は恐る恐る２階に上がると、そこには展示コーナ

ーと受付があった。展示コーナーの写真を５ページの図３上に示す。当コーナーに

は銅像も設置されており、これが目指す指吸像のようだ。受付嬢がすかさずやって

来て、私に厳しく質問した。（本文は、４ページに続く。） 

 

http://hizou.30maps.com/map/209329
https://www4.nhk.or.jp/onamae/x/2018-10-04/21/838/2291057/
https://tvtopic.goo.ne.jp/program/nhk/82864/1202060/
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図２．上：「ゆびすいビル」の外観、下：「ゆびすいビル」の案内標。 
 
受付嬢「何か、ご用ですか？」 
私「私は銅像研究家で、東京から来ました。ここの指吸像は大変有名ですので、是

非、写真を撮らせて下さい。」 

受付嬢「それでは、ここに住所と名前を書いて下さい。」 
受付嬢は私の希望を了承して、訪問者名簿に記入することを求めた。 
（本文は、６ページに続く。） 
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図３．上：「ゆびすいビル」２階ロビーにある「ゆびすいギャラリー」、下左：指

吸千之助氏像、下右：指吸像背面の銘。 
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 「ゆびすいギャラリー」には、胸像の他に、指吸家の紹介、指吸千之助の略年譜

（図４と図５を参照）、およびゆびすいグループのあゆみ等が展示されていた。胸

像には「贈 堺商工会議所」のプレートが添付されていた（図３下左を参照）。し

かし、本胸像の説明が無かったので、本像が誰の肖像であるかは確定出来なかった。

本像は壁面にぴったりと設置されていたので、像背面の銘がよく見えなかった。そ

れを、何とか撮影したのが、図３下右の写真である。本銘文から、本像が「指吸千

之助氏像」であることがやっと分かった。 

 
図４．指吸千之助の略年譜（指吸経理事務所開設まで、1917-1946） 
 
 図４より、指吸千之助の略年譜（指吸経理事務所開設まで）は次のようになる。 
1917 年：８月 17 日、指吸家 13 代・善一郎の三男として堺市に生まれる。 
1924 年：堺の英影小学校に入学。 
1925 年：父・善一郎が死亡。 
1930 年：堺商業学校入学。長兄の死亡により、指吸家を継ぐ。 
1935 年：関西大学専門部に入学。 
1938 年：祖父・千太郎が死亡。関西大学経商学部に入学。計理士登録。 
1941 年：東洋製罐に入社。更池銀行に入社。 
1944 年：大阪府勤労動員課に入所。 
1945 年：安藤愛子と結婚。７月に戦災に遭う。 

 上記の年譜より、千之助氏は私の父と同年の生まれであることが分かった。千之

助氏は幼少の頃に祖父と父を失ったが、関西大学に入学している。千之助氏や私の

父の年代の若者は、第二次大戦に徴兵されて、多くの戦死者を出している。私の父
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は師範学校卒で、小学校教師であったので、徴兵を免れ、私と妹が 1942 年と 1944

年に生まれている。千之助氏もなぜか徴兵を免れている。図５に、指吸千之助の略

年譜（指吸経理事務所開設以後、1946-1980）を示す。 
 

 
図５．指吸千之助の略年譜（指吸経理事務所開設以後、1946-1980） 
 
 「ゆびすいグループのあゆみ」と題する文献（７）のサイト/n）と図５より、指

吸千之助の略年譜（指吸経理事務所開設以後、1946-1980）は次のようになる。 
1946 年：指吸経理事務所開設。当時、計理士は先生然として、顧客が事務所へ訪ねてきて

帳簿をみるのが一般的であった。指吸事務所は、遠方にも自転車を使って出向く気さくさ

が、多くの信頼を得て、飛躍的に顧問先を増やしていった。 
1958 年：堺事務所新築。所員数は 50 人を超えていた。 

1960 年：堺経理専門学校を開校。（1973 年に大阪商業大学の系列校となる。） 

1961 年：堺商工会議所議員に就任。 

1964 年：堺商工会議所常議員に就任。 

1967年：コンピュータ導入。電子計算機 FACOM230-10 を導入し、各種計算業務を受託。当

時、コンピュータを導入している会社は少なかったので、顧問先だけでなく、官公庁や学

校からの依頼もあった。 

1969 年：大阪合同税理士会泉支部長に就任。堺商工会議所副会頭に就任。 

1970 年：堺ロータリークラブに入会。 

1976 年：納税貯蓄組合大阪府総連合会理事に就任。 
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1977 年：堺納税協会副会長および個人部会長に就任。 

1980 年：大阪家庭裁判所家事調停委員に就任。４月８日、急性白血病で入院。12 月 13 日、

永眠（享年 63 歳）。 

なお、私の父も 1979 年に早世している（糖尿病による心臓発作）。 

 ７）のサイト/nは、法人名の由来を次のように書いている。 

指吸という珍しい姓の由来は、「渇しても盗泉の水を飲まず」という、心意気を示したも

ののようです。「食べるものがなければ、指をしゃぶって辛抱してでも不正不義はせぬ」

という初代・指吸善兵衛の家訓が、堺きっての大きな魚問屋を築き上げ苗字帯刀を許され

た際に、「指吸」という姓に象徴されたものと思われます。指吸千之助は子どもに恵まれ

なかったため、職員を自分の子どものように慈しみ、職員の中から自分の後継者が育って

ほしいという意思を生前より持っていました。そのような創業者の人柄により、資格を取

得しても独立せずにグループに残ったため、多数の資格者がグループで育ち、今に至って

います。創業者・指吸千之助は昭和 55 年（1980 年）に永眠しましたが、現在も創業者を

偲び、指吸という法人名を使い続けています。（現在の所員数は約 260 人。） 

なお、「指吸千之助物語」と題する文献（８）のサイト/f）に、指吸という姓の由

来や、指吸千之助氏の生涯が詳しく紹介されている。 

  

（４）豊中市の岡町駅前にある奥内陶芸美術館 

 私は、ゆびすいビルで指吸千之助像を撮影した後、北千里の息子宅に帰る途中に、

豊中市の岡町駅前にある奥内陶芸美術館にも立ち寄った。当館の周辺地図を図６に

示す。 

 

図６．奥内陶芸美術館の周辺地図 本図は９）のサイト/lより借用。 

  

 奥内陶芸美術館は岡町駅から歩いて約５分の近距離にあり、道順は分かり易かっ

た。当館入口の写真を次ページの図７に示す。入口に銅像を多数置いてあったが、

説明が無かったので、「考える人」以外の銅像名は不明である。また、当館の HP に

は、当館の設立経緯が全く記載されていない。兎も角、収蔵品は高価な物が多数あ

った。 

https://www.yubisui.co.jp/files/history.pdf
http://www.okuuchi-museum.or.jp/access.html
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図７．奥内陶芸美術館の入口 

 

 当館の設立経緯に関しては、10）のサイト/8が次のように書いている。 

大阪府豊中市にある美術館。昭和 47 年(1972)創立。奥内豊吉が自らのコレクションをも

とに開設。浜田庄司・島岡達三など民芸運動の作家を中心に広く近現代の陶器作品を収

蔵・展示する。 

 当館の訪問記事は沢山あり、その中には室内に夫婦の胸像が写っているものがあ

った。私は「本像は創立者夫妻のものではなかろうか？」と思い、当館で直接確認

することとした。当館の１階のピアノ室に、本像は設置されていた。その写真を次

ページの図８に示す。 

https://kotobank.jp/word/%E5%A5%A5%E5%86%85%E9%99%B6%E8%8A%B8%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8-812078
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図８．奥内陶芸美術館の夫妻像（氏名不詳） 

 

 本像には、何の説明も書かれていなかった。しかし、私は「これは奥内豊吉夫妻

の胸像に違いない！」と思い、館員のおばさんに質問した。 

私「この銅像は、豊吉さんご夫妻ですか？」 

館員「違います。館長のご両親か祖父母かも知れません。」 

結局、残念ながら本像は氏名不詳であった。 

 当館には初代館長の奥内豊吉氏についての説明もなかったので、私は彼の経歴を

ネットで調べてみた。その結果、とんでもない事実が判明した。例えば、11）のサ

イト/lには次のような記事がある。 

大阪市西区を中心にオフィスビル、賃貸マンション、ビジネスホテルなどの経営で財を成

したオクウチグループの創業者、奥内豊吉が私財を投じ出身地である淡路島に 1977 年に

建立したものである。100m の巨大な観音菩薩像（世界平和大観音像）が主要な施設である。

唯一台座部分の 1 階が豊清山平和観音寺となっており本尊が祀られる宗教施設の観を呈す

るが、上階ならびに地階のほとんどは奥内の個人コレクションからなる博物館であり、観

音像の首の下付近は奥内が生前実業家として活躍した大阪の町や大阪湾を一望する展望台

となっているが、この場に立つと強風の日などは大きく揺れるありさまであった。内部 4

階にはかつては「海の見える展望レストラン」も存在したが、経営が傾きだしてからは休

業したままであった。観光客誘致目的で建立された当初、多い日には 2000 人の来客を集

めたものの、この異様ともいうべきパラダイス風な展示内容が一部好事家らにマニア受け

したほかは、一般観光客や観光業界、地元からは異端視され、管理のお粗末さも手伝い顧

みられることなく、1988 年に奥内が死去、夫人が遺志を引き継ぎ営業を継続するも 2006

年死去し閉館。次第に廃墟への道を歩んだ。 

 上記の記事から分かることは、次の通りである。 

https://blogs.yahoo.co.jp/autumn_snake_1995/65341566.html
https://blogs.yahoo.co.jp/autumn_snake_1995/65341566.html
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➀奥内豊吉氏は淡路島出身である（生年は不祥）。 

②豊吉氏はオクウチグループの創業者で、不動産業で大きな財をなした。 

③豊吉氏は 1977 年に、私財を投じて、世界平和大観音像などの観光施設を故郷に建

設した 
④豊吉氏は 1988 年に亡くなり、これらの施設は夫人が継承した。 

➄夫人が 2006 年に亡くなると、本施設を管理する人がいなくなり、廃墟化に向かっ

ている。 
 

 

図９．淡路島の世界平和大観音像 本写真は、11）のサイト/lより借用。 

 

 今回の大阪滞在中には、私は銅像探索を１日しか出来なかった。近畿地方には、

探索したい銅像がまだまだ沢山残っているので、次回以降にも、銅像探索を行うこ

とを楽しみにしている。 

 

https://blogs.yahoo.co.jp/autumn_snake_1995/65341566.html
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