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第 3節　医も無尽も仁術なり――常磐無尽

　一生を託す仕事

　齢四十にして惑わず、と孔子は人生をふりかえっている。

　この言葉が山内遊助の頭のなかにずっとあったにちがいなかった。5月がくると

満で 40 歳をむかえる大正 10 年の元日、遊助はこれま

で念願だった無尽会社をいよいよ本格的に立ち上げる

決心をした。

　東予の片田舎の貧しい農村地帯が拠点とはいえ、

いっぱしの事業家として、遊助は故郷の宇摩郡土居村

はもとより、郡内の農村をつぶさに見て歩いている。

それに東は琴平、丸亀、高松、また西は西条、今治、

さらには松山まで商用で出かけることもたびたびなの

で、第 1次大戦がはじまったころからどんどん変わり

はじめた都市部の様子も分かっていた。3年前には村

内にも電灯がともり、その 1年後に高松からの鉄路が村までのびてきたので、讃岐

街道を行き来していた馬車や大八車の数がめっきり少なくなった。いまでは土居駅

の乗降客は 1日に 700 人ほどにもなった、と遊助は聞いている。

　交通が便利になるとすぐ、松山商業銀行が土居支店を開設した。郡内へも貨幣経

済の波がひたひたとおしよせている。根っからの商人である遊助は、金融こそが経

済を動かしているという信念をもっていたが、その思いは年をとるにつれて、村人

の貧しい暮らしとかかわるなかで深められていた。伊予聖人とたたえられ、江戸期

寛政時代の漢学者近藤篤
とく

山
ざん

が説諭した「十戒」を座右の銘としている遊助は、ここ

数年、農民や町人たちの暮らしの向上にもっと役立つ仕事がしたい、という思いを

つよく抱くようになっていた。その十戒には「良いおこないも、あることだけにか

たよらず、みんなにとって良いことをおこないなさい」とある。自分ができる「み

んなにとって良いこと」とは何だろうか、と遊助は真剣に思いをめぐらせていた。

そして不惑をむかえる今年、「庶民金融こそ一生を託すに足る仕事」であり、信仰

山内遊助
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する弘法大師から授かった使命だ、と自覚するようになっていたのである。

　明治 14 年生まれの遊助が、父吉次の亡き後、母リョウが切り回していた雑貨商

田
た

邉
なべ

屋
や

の家業をついだのは、村の高等小学校を卒業した年である。幕末に吉次がお

こした田邉屋は、村のなかを東西にのびる讃岐街道沿いの土居村入
いり

野
の

辻堂にあっ

た。このあたりは昔から金比羅参りの宿場町として栄えたところで、旅
はた

籠
ご

屋、木賃

宿、料理屋、役場、風呂屋、散髪屋、公会堂、駐在所、代書屋など一通りのものは

そろっていた。

　遊助はまだ 15 という若さで、隣村で手広く雑貨商を営んでいた商家の次女タケ

を妻にした。タケは利発で働き者だった。若い夫婦

は一心不乱に商売にうちこんだが、やがて夫の遊助

に心境の変化がおとずれる。それは明治 34 年、20

歳になっていた遊助が、家に妻と 3人の子をのこし

て、善通寺第 11 師団の工兵隊に入隊したころから

である。商売一筋だった遊助にとって、軍隊生活は

視野を広げる新しい世界だった。長男ゆえに戦地へ

おもむくことはなかったが、日露戦争で兵役が延長

され、軍隊生活は 6年にもおよんだ。この間、もと

もと学問好きだった遊助はよく本を読み、いろいろ

な知識を身につけることにつとめた。退役後、家業

讃岐街道沿いの
田邉屋

山内遊助薬房の引き札（広告チラシ）
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をこれまでの呉服、薬種、雑貨などの小売商から、醤油醸造、のみ取り粉、売薬の

製造などの事業へのりだし、第 1次大戦の好景気にのって、遊助は宇摩郡内でも指

折りの事業家になっていた。

　遊助が農民や商人からたびたび、無尽講の保証人を頼まれるようになったのは、

このころからである。大正のはじめ、農業を主な産業としていた宇摩郡の人口は

78,000 人ほどであったが、郡民の 7割は農業に従事し、その大半は小作農で自作

農はすくなかった。そのうえ、この当時の大庄屋の記録によれば、郡内の 8割の農

民はその日の食べ物にも困る暮らしぶりであった。小作農のなかには希望のもてる

北海道の新天地へ移住してゆく者がたくさんいて、その数は愛媛県下の郡部で最も

多かった。貧しい農民たちの間で無尽講はさかんだったが、落札したら講からぬけ

て北海道へ移住し、講金を餞別代わりにしてしまう者も少なくなかった。欠口がで

たら、満講まで遊助が掛金を負担することになる。かれはこうした実情を十分に承

知のうえで保証人を引きうけていたが、もとよりお大尽ではない。不心得者が出て

も講を支障なくつづけることのできる仕組みにするため、無尽会社の研究をはじ

め、村の大地主や素封家に出資するよう働きかけていた。

　誓松と常磐橋

　元日の昼前、四国八十八ヶ所の番外札所延命寺へ妻のタケと初詣にでかけた遊助

は、境内の四方八方へ 400 坪余りを領して、見事な枝をひろげる誓
ちかい

松
まつ

へ視線をな

げかけていた。晴れて透明な日ざしが松葉の緑を際
きわ

だたせている。江戸の昔、誓松

のまわりにはお遍路の接待所がもうけられていたが、いまではふだん、人力車の車

夫たちの休憩所になっており、縁日になると市が立ち屋台がならんだ。

　法皇山脈からふきおろしてくる土居村特有のやまじ風が、小山のような松の小枝

をゆらし、参詣客の羽織袴や晴れ着の裾をはためかしている。参拝をすましたあ

と、石段の上から一心に誓松をながめて動かない遊助に、タケがどうなさいました

か、と訊いた。すると遊助は、感に堪えないような声をだした。

　「青々としてまっこと、すがすがしいもんじゃ」

　タケも誓松へ目を転じて、
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　「それはあなた、松は常
とき わ

磐木
ぎ

ですけん。やまじががいにふいても、この誓松は小

枝一本落としませんぞい」

　「ふむ、ほうかい、常磐木か、うまいこというたもんじゃ」

　遊助はまなざしを山の稜線へむけながら二度三度うなずき、言った。

　「常磐といやぁタケ、浦山川の橋場にかかっとる大きな橋、あれはだれがいうこ

ともなしに、常磐橋と名前がついたわいなぁ」

　「あの橋は村の復興の記念碑ですけぇ、特別ですらい。忘れもしまへん。繁雄を

授かった翌年の夏、銅山時
じ

化
け

がありましたでしょうが。堤防がこわれ、濁流があふ

れて橋も家も畑もみんな流され、たくさんの人がのう（亡くなる）なりました」

　「ほういな、銅山時化があったわいな」

　遊助は石段をくだりながら、ふりかえっていた。

　明治 32 年 8 月 28 日からふりはじめた雨は、風をともなって大暴風雨となった。

宇摩郡をながれる三つの川の堤防がことごとく決壊し、周辺は海にいたるまで瓦礫

の原野と化した。土居村西部の橋場と関川の被害は大きく、死者は 42 人の多数と

なった。この大暴風雨を銅山時化とよぶのは、宇摩郡の西隣の新居郡のほうがさら

に被害が大きく、くわえてこのとき、赤石山系の南の山麓をながれる銅山川の大出

水が別子銅山を襲い、死者 512 名の大惨事となったからだった。

　浦山川に待望の新しい橋ができたのは、長男の繁雄が小学にあがる年のことだっ

た。護岸工事で川幅が広くなり、以前とは比べものにならないほど長く立派になっ

延命寺境内の誓松



52

第 1部　ふるさととともに

た橋の渡り初めに遊助は招かれてい

る。土居村には常磐という地名も人名

もないのだが、新しい橋は、工事がは

じまったころから、村では常磐橋とよ

ばれるようになり、完成したときには

欄干の四角い柱に「常磐橋」と記され

た銅板がうめこまれていた。村の名士

の男たちが渡ったあと、村人たちにま

じってタケも繁雄の手をひきながら渡ってきた。清との戦争がはじまって間のない

ころのことで、欄干に飾られた万国旗が威勢よくはためいていた。

　あれから日本は大国ロシアと戦い、青島でドイツ軍を降伏させ、さらにはシベリ

アに出兵していた。兵役を経験している遊助は、軍事色をつよめてゆく日本の先行

きに不安を感じている。三男四女の子宝にめぐまれたが、幸い子供たちはみんな利

発で勉強が好きだった。繁雄は西条中学へ進学し、岡山医学専門学校で医師を目指

し、正月も帰らず医専の研究室にこもっている。二男の正も兄の道を追いかけるよ

うに岡山医専へ進んでいた。ふたりの息子がともに人の命を救う仕事を選んでくれ

たことは両親にとって望外のよろこびで、無尽会社を立ち上げようとしている遊助

の気持ちの励みにもなっていた。

　常磐無尽金融社

　それから 8日後の宵の口、田邉屋の奥座敷にタイ、ブリ、めざし、蒲鉾、煮豆、

大根などがふんだんに盛られた会席膳がならんだ。研究室に居残っていた繁雄が

やっと帰省したので、両親はあらためて長男と新年を祝う席をもうけた。遊助は一

番上等の地酒をふるまい、みずからもこころゆくまで呑んだ。繁雄は父に、あと 1

年で医専を卒業し、附属病院で無給の副手として働くことになる、と先の見通しを

話し、仕送りを願い出た。附属病院で経験をつんだあとは土居村へ帰り、医院を開

業することになる。

　遊助はぐい呑みを膳にかえし、すこし酔いが回った顔を長男へむけ、田邉屋の店

現在の常盤橋（昭和34年12月竣工）
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舗は間口 13 間
けん

もある、どこでもええとこを改造して医院にすればよい、と描いて

いた胸の内を明かした。医業は人助けである。遊助は内心うれしくてならなかっ

た。繁雄に酌をしながら胸の内を明かした。

　「じつはお前が医院を開くまえに、田邉屋のなかにもうひとつ事業を立ち上げ

る。わしが一番やりたかった仕事じゃけ」

　「やりたかった仕事？」

　繁雄は怪訝そうに父の酔顔をみつめた。遊助は言った。

　「農民の暮らしがようならんと、日本は発展せんぞい。せめてこの土居村の農民

だけでも楽になるよう、手伝いをしたい」

　「と、いいますと……」

　「金融じゃ、無尽講を金融会社にするぞな」

　「無尽の会社ですか」

　繁雄には意外な気がした。金は足りるだけあればよい、というのが幼い頃から耳

にしていた父の口癖である。長男の不信をはらうように、遊助は手の甲で口元をぬ

ぐうと言った。

　「無尽会社で村の金回りをよくする。儲けはいらんで。ただし会社じゃから損は

困る。つぶすわけにはいかんぞい。ずっとつづけることが何よりも大事じゃ」

　傍でだまって聞いていたタケが、はっとしたように顔をあげた。

　「会社の屋号、お参りにいって、決めたでしょ」

　「おうそうじゃ、決めた、決めた。常磐無尽、常磐無尽金融社」

　と遊助は胸をはった。

　「やはり常磐、思ったとおりでした

わい」

　とタケは納得顔でうなずいていた。

　「山内でも、土居でもなく常磐です

か。ええ屋号です」

　耳あたりのよい響きである。父の志

がこめられていて、すがすがしい。繁 研究室の山内繁雄（右側）
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雄は感心し、世間へのお返しをはじめようとしている父を誇らしく思うのだった。

　翌日、遊助は代書屋へでかけ、会社設立の書面を整えた。営業所と商号使用者の

住所は同じ土居村大字入野九百八拾壱番地で、田邉屋とも同じだった。

　一夜明けた 1月 10 日、遊助は西条区裁判所土居出張所で「常磐無尽金融社」の

会社登記を済ませた。

　普請道楽

　遊助の唯一の道楽といえるものは普請だった。

　田邉屋は讃岐街道ぞいに間口 13 間、奥行 6間の中 2階の瓦葺き白壁仕上げの大

きな家屋である。この母屋は父吉次が建てたものだが、母屋に接している 2階建て

の土蔵、その奥の食堂や台所、浴場、寝室、子供部屋などがある別棟、さらに 800

坪ほどの敷地の南側にある大きな醤油蔵、庭園や生垣などはすべて遊助が自ら工事

の先頭にたって手がけている。

　大正 13 年 6 月、遊助は繁雄との約束をはたし、田邉屋の中央部の店舗にしてい

た 3部屋を改造して、山内医院を開業させた。それで 3年前の 1月、個人会社とし

て営業をはじめた常磐無尽金融社の事務所は医院の西側へうつり、田邉屋の従来の

店舗は小さくなって東の端においやられてしまった。

　しかし医院を開設するだけでは、遊助の気持ちはおさまらない。

　すでに 2年前、遊助は繁雄の医専卒業を記念して、後世に遺る建築物を普請しよ

うと、棟梁をつれて県内各地の建築をみてまわり、さらに奈良や京都へ足をのばし

て由緒ある日本建築の図面を手に入れ研究をはじめていた。木材は阿波、土佐、そ

平成23年₇月に国の重要文化財に
指定された山内家住宅離れ
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れに大阪の問屋にまで出かけて物色した。

できた図面は入母屋造りの深い軒をもつ本

格的な日本家屋である。和風庭園をのぞむ

この離れの玄関はとくに趣向をこらし、大

きな千鳥破風の仕様にした。そして賓客の

もてなしにもふさわしいように床柱、違い

棚、付け書院の欄間、天井などを最高の材

で、できるだけ手間と暇をかけて造るよう

に大工に命じた。起工は繁雄が医専を卒業した翌年の大正 12 年 3 月である。関東

大震災の影響で工事は一時中断したが、大正 15 年 10 月にやっと竣工した。着想か

ら完成までの 5年の月日の間に、二男の正も医師となって小倉の病院へ赴任してい

たので、山内家の豪壮な離れは、医師となったふたりの息子を祝い記念する建物と

なった。

　さらにもうひとつ、遊助は繁雄の希望をくみ、柔道の道場をつくることになる。

　それは開院してまだ間もないころだった。診察をおえたばかりの繁雄が白衣のま

ま常磐無尽の事務所にあらわれ、遊助の前のいすに腰をおとした。思いつめた表情

である。なにごとか、と遊助は帳簿から顔をあげた。

　「村に若者はようけおるが、みんな元気が足らん」

　と繁雄はこぼし、柔道で鍛えあげた腕をくみ、宙をにらむ。

　大戦景気はとっくにすぎ、関東大震災後の不況風のなか、農家の二三男は畑仕事

を手伝うほかに、これといった仕事もなかった。原内閣のときに進捗した鉄道のト

ンネルや鉄橋の工事も一区切りし、人夫のいなくなった村は以前にもましてひっそ

りとしていた。米価も繭の価格も下落しつづけ、農村の暮らしは深刻さを増してい

る。ここ何期も連続して村会議員に選ばれている遊助にとっても、村の活性化はさ

しせまった課題だった。

　何か考えがあるのなら、と遊助は思いつめた表情の繁雄に水を向けた。

　「村の者に柔道を教えたい」

　「なるほど柔道か、それはええぞい」

誓道館道場
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　遊助は間髪をいれずに、応えた。

　繁雄は中学から医専の時代まで柔道にうちこんできている。若い力があまっては

け口のない青年たちを集め、心と身体を鍛練させれば、村も少しは元気になるだろ

う、と遊助は思った。

　さっそく秋口から柔道場の工事にかかった。空いていた 25 坪の倉庫に梁を何本

もわたして天井をつり、窓をあけて採光と風通しをよくし、床を張って青い畳を敷

いた。道場の玄関には「誓道館」と墨書した看板をかけた。道場開きは大正 14 年

の早春である。最初は、村内の青少年が通ってきたが、村唯一の柔道場はたちまち

評判になり、郡内のあちらこちらから若者が通ってくるようになった。やがて繁雄

の弟子たちは各地の大会にも出場するようになり、昭和にはいると、「誓道館」の

名は全国にもひびきわたるようになった。

　医も無尽も仁術

　ところで無尽業法施行後、無尽業者は地方毎に協会をつくり、業者の結束と業界

の擁護につとめるようになった。大正 14 年には愛媛にも協会が設立されたので、

個人営業でほそぼそと経営していた常磐無尽金融社も年がおしせまった 12 月に加

入した。全国的には大正 10 年 6 月に社団法人全国無尽集会所が結成されていて、

政府に対し陳情をくりかえしていた。政府はその陳情の一部を受け入れ、無尽業の

認可が株式会社に限定されることを知ったのは、遊助が協会にはいった翌年のこと

である。

　タケに相談すると、よい潮時です、という。遊助はこのころ村会議長にも就き、

村に創設した信用組合の理事長として、村内の殖産事業にもかかわっていた。村の

ためにずいぶん貢献しており、家業の田邉屋をおろそかにしてまで無尽をつづける

ことはない、という考えである。持論の人助けなら、繁雄もやっている。金のない

患者からは診療費を取らないし、往診にでかけた先の農家が困窮していれば、払え

るようになったらでええ、と仁術を地で行く医療を実践していた。また自費で運営

している誓道館は、青少年育成の場として県内の有識者の注目を集めるまでになっ

ていた。だから親子で人様のために十分つくしている、とタケはいうのである。
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　タケの言い分もわからなくはなかった。我意を押しとおし、つづけるにしても

先々無尽業をひきつぐのは、医師の繁雄である。息子の医業の荷物になるようでは

申し訳ない。そこである日、常磐無尽を株式会社へしたいのだが、と遊助は繁雄の

考えを聞いた。すると、

　「無尽は一生を託す仕事、と父さんが言っていたのを覚えています。ここは出資

者をつのってでもやるべきです」

　と、凛
りん

とした返事がかえってきたのだった。

　「ありがたいが、はて、金をだす者がおるかどうか」

　「配当しだいですよ父さん。払込資本の 1割も約束すれば、村で金の使い道に

困っている連中は出資しますよ」

　「そうかも知れんが、1割など、とても出せん」

　役員賞与も配当も、遊助の頭にはなかった。しかし株式会社となれば、出資者へ

も相応の報酬を約束しなければならない。遊助が思案していると、

　「1割は一例です。父さんの熱意しだいです」

　と繁雄は父をはげますのだった。

　昭和 2年、金融不安は中小銀行の取り付け騒ぎをひきおこし、愛媛でも今治商業

銀行が休業においこまれた。近くでは新居郡の西条銀行も休業となり、中小銀行へ

の不信から、国民は財閥系の大銀行に預金するようになった。当然、無尽会社の外

務員は掛金を集めるために大変な苦労を強いられた。情勢をうかがっていた遊助

は、昔から昵
じっ

懇
こん

の間柄である素封家に 1割の配当の約束をして出資をつのり昭和

常磐無尽株式会社の登記公告
　（昭和₄年₇月12日付「海南新聞」）
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4 年 5 月 9 日、「常磐無尽株式会社」を立ちあげた。法律の改正には間にあったが、

時代が悪かった。翌年には日本も世界恐慌にのみこまれ、不況はさらに深刻になっ

た。それでも遊助は株主への約束を守り、昭和 5年の上期に年 1割配当をおこなっ

た。しかし下期からは役員賞与はもとより配当もまったくできず、以後は毎年、ぎ

りぎりの経営を強いられることになったが、遊助はなおも無尽会社をつづけるの

だった。

　身体の不調はこのころからである。大好きだった酒の量はめっきり少なくなっ

た。50 代も半ばをすぎると、子どもたちの家族と一緒に大勢で夕食を摂ることも

なくなり、はやめに仕事をきりあげると、タケとふたりで奥の間にこもる日が多く

なった。ある日、心配した繁雄が診察もかねてのぞくと、こんなことを言って慰め

た。

　「わしは 10 代から世持ちをし、いろいろ苦労もしたが、相当の仕事もした。田邉

屋も自慢だが、今まで無尽をやりつづけたことが一番の誇りぞい。50 代というて

も、世間の 70 代ぐらいは生きた。ええ人生にしてくれたお大師さんにいつも感謝

しとる毎日じゃ」

　このころから、遊助は夕方に離れの庭にでて、竹箒でかりかりと松の葉をかき集

め、妻と 2人分の風呂を焚くのを楽しみにするようになり、床
とこ

には、「焚くほどは

風がもてくる落ち葉かな」と、好きな良寛の句がかけてあった。

図表7　常磐無尽株式会社の概況

商　號 常磐無盡株式會社

役　　員
取締役 社長�山内遊助、明星寛、森實盛遠

営業所 宇摩郡土居村大字入野九八一
電　話 入野一番

監査役 村上淺吉
店舗数 代七
資本金 公稱�150, 000圓　拂込�37, 500圓 営業区域 今治市、宇摩郡、新居郡、周桑郡、越智郡
設　立 昭和四年五月九日 経営無盡 大阪式

契　約　ノ　状　況

給付金契約高� 1, 651, 400圓 給付済高� 835, 600圓 當期入金高� 180, 313圓
掛金契約高� 1, 981, 523圓 掛金受入済高� 1, 229, 420圓 當期給付高� 175, 287圓
組数� 168組 當期新契約高� 210, 000圓 済口受入未済高� 427, 112圓
口数� 3, 206口 當期滿期高� 201, 600圓 未済口受入済高� 901, 315圓

� 『全国無尽会社要覧（昭和７年末現在）』より作成
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　それから 2年の月日がながれ、死がせ

まったことを悟った遊助は、無尽会社の

支配人を奥の間に呼んで、会社の将来を

頼んだ。そして昭和 12 年 5 月 13 日、遊

助は枕元を取り囲んだ家族の一人ひとり

の手をにぎって礼をいうと別れを告げ、

苦しむこともなく眠るように旅立った。

享年 58 であった。

　病院長の繁雄は、会社の経営をひきつぐことに異存はなかった。5月 31 日に臨

時株主総会が招集され、繁雄は代表取締役になった。小さな会社とはいえ、外務員

をふくめ 30 名ほどの社員の生活がかかっている。繁雄は農村から都市部へ進出す

ることを決意し、翌 13 年 1 月 30 日の株主総会で本社の移転を決議した。新天地は

町から市へ昇格したばかりの新居浜で、住友別子銅山の企業城下町である。常磐無

尽こそ中小零細事業者の資金需要に応えてゆくことができる。移転が決まると繁雄

はすぐに新社屋の建設に着手した。大蔵省から移転が認可されたのは 5月 4日であ

る。それから 7か月後の 12 月 7 日、本社は新居浜市の中心地に落成したばかりの

真新しい社屋へうつった。

　地元の名士と株主を集めた祝いの席で、繁雄は率直なあいさつをした。

　「無尽は儲からない、というのが父の口癖でした。でも父はそのことに満足し、

お国の経済を縁の下から支えているという誇りをもっていた。不肖わたしも父のよ

うにありたい、と思っています。医は仁術と申しますが、無尽もまた仁術でありま

す。もっともこのことは医師であるわたしへの戒めでありまして、株主の皆様にい

つまでも我慢をお願いするのは心苦しく、新居浜移転を機に役員賞与や配当ができ

新居浜に移転した常磐無尽本社

「仁武二道第一人者」久松定武揮毫
　（山内病院開院40周年記念）



60

第 1部　ふるさととともに

ますよう努めたいと思っております。今後とも和して濁ら

ず衰えず、の心構えを大切にしながらがんばりますので、

どうかよろしくお願いします」

　しかし期待をいだかせた賞与や配当は、一度も実施され

ることはなく、常磐無尽は戦時のさなかの昭和 18 年 3 月

の無尽 5社合併で、愛媛無尽にかたちを変えた。繁雄は愛

媛無尽の相互銀行への移行を機に、昭和 26 年 4 月に退行

し、病院経営と道場「誓道館」を通した青少年の育成に情

熱をそそいだ。

　繁雄が 77 歳で長逝したのは、昭和 50 年 5 月 8 日である。「誓道館」は 50 年の歴

史に幕をおろしたが、病院は長男の育郎にひきつがれた。そして平成 27 年の今日、

山内病院は遊助から数えて 4代目の紀子の時代にはいっている。病院は医療法人誓

生会松風病院へと改組発展し、医療、介護、福祉の拠点として地域社会に貢献しつ

づけている。

晩年の山内繁雄




