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第 2章　無尽 6社の沿革　南予無尽

第 5節　庶民金融に光りを――南予無尽

　教育界からの転身

　昭和 6年 7月下旬のことである。

　市立宇和島商業学校に奉職している三宅清忠は、待ちかま

えていた夏休みの初日、樺崎の港から朝一番の汽船に乗っ

た。松山の高浜港へ船が着いたのは夕刻である。港から電車

にゆられて市内へでると、商店街で書店をめぐり歩き、松山

駅前の旅館に 1泊した。そして翌日、多度津行きの汽車に乗

り今治で下りた。

　久しぶりの郷里である。駅舎の売店で冷えたラムネを求

め、飲み干すと今治港へまっすぐにつづく大通りへでた。海からの風がやみ、じり

じり油照りして暑い。木陰で休んでいた俥
くるま

をやとい、蒼
そう

社
じゃ

川のほとりにある住宅地

の地名を告げた。生家に着いたのは、ちょうど昼前だった。三宅の兄妹はみんな

とっくに家を出ていて、何年も前から老夫婦だけの住まいである。勤め人だった父

は退職後、貸家の管理と畑仕事で余生を送っていた。

　数日前に書き送った手紙のせいなのだろう。玄関に出迎えた父は難しい顔だっ

た。その背後で母は嬉しそうに手招きをし、食堂へゆくと朝方から用意した昼
ひる

餉
げ

を

息子にすすめた。

　一休みすると、三宅は座敷で父に金策の相談をした。

　「お前には、十分なことをしておる」

　と、父は眉
び

宇
う

に皺をよせ、腕を組んだ。

　三宅は日露戦争が終わった翌年の明治 39 年、今治中学へ入学している。そのあ

と、父の反対を押し切り、北海道の小樽高等商業学校（以下高商）に進学した。高

商をでると、海運に将来性をみいだし山下汽船に入社したが、2年ばかりで辞め、

方向を転換して関西大学経商学部の学生になった。それで 4年間、家からの仕送り

で暮らした。大きな転機が訪れたのは、大正 12 年の早春である。関西大学の専門

部で講師をしていた三宅は、宇和島にある市立商業学校が甲種の 5年制へ昇格した

三宅清忠
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ので、商業科の教員を募集していることを知った。すぐに応募し、宇商（市立宇和

島商業学校の略称）の教師として愛媛に帰ってきた。暮らしが落ち着くと、宇和島で

妻をめとり、2人の子どもを授かった。

　明治 27 年生まれの三宅は、あと 3年で 40 になる。このまま田舎の教師として終

わりたくはない、と数年前から金融業で独立するつもりでいる。

　父への相談は、教員を辞め、宇和島で無尽会社を立ち上げたいので、まとまった

資金が欲しい、ということだった。せっかく手に入れた安穏な暮らしを捨て、無謀

とも思える起業の相談だから、父は納得できるはずはなく、

　「お前の向こう見ずの野心には、困ったことよ」

　としきりに嘆いた。

　金融恐慌の悪夢から、中央の経済界がまだ覚めやらないときである。金融業が成

功するとは思えない、と父は心配した。それで三宅は、今治で堅実に業績をのばし

ている東予無尽のことを引き合いに出した。かれの調べたところでは、東予無尽は

今治に市制が施行された大正 9年ころから業績がのびはじめ、大正 15 年には払込

資本の 3倍をこえる積立金をもつようになった。そして各支店や出張所のなかで、

もっとも業績がのびているのが森見通りに事務所がある今治出張所だった。この近

辺の商工業者はわずらわしい手続きもなく、気安く融資が受けられる今治出張所に

恩義を抱いていて、東予無尽と今治の商工業者の関係は、いまももちつもたれつの

蜜月状態である。銀行とちがって無尽金融は、庶民対象の小口金融なので景気にそ

市立宇和島商業学校の学舎正門
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れほど左右されることもない。宇和島に無尽講はたくさんあるが、まだ無尽会社は

なく、県内にある既存の 4社も、南予へは進出していない。機械や織物の工場と海

産物を商う中小零細の商工業者が多い宇和島こそ、無尽融資の需要は今治以上にあ

る、と三宅は父の説得につとめた。

　夕食を摂
と

り、酒をくみかわし、夜半まで話し合った。

　「昔からお前はがいな気性やった」

　と父はあきらめ、

　「どだい、教師はむかんと思っていたが、何事も功を急いだらいけん」

　と諫
いさ

め、母方の親戚で西条では指折りの資産家である文野昇二へ書状をしたため

た。

　翌日、三宅はふたたび汽車に乗り、西条の大町に邸宅を構える文野家を訪問し

た。持参した父の書状は、愚息が立ち上げようとしている

無尽会社へ相応の出資を依頼するものであった。戸主の文

野昇二は暑気で体調をこわしていたので、長男で三宅より

三つ歳下の俊一郎が応対してくれた。西条の名門文野家の

総領である俊一郎は、東京専門学校（早稲田大学）で気まま

な学生生活をすごしたあと西条へ帰り、地元一の企業であ

る伊予製紙会社の取締役と、大町信用組合の理事をしてい

る。背丈があるのでスーツがよく似合い、外出するときは

いつもソフトハット（中折れ帽）をかぶりゆったりと歩く。そのすがたは見るから

に貴公子然としていて、だれもが認める地元経済界のホープだった。妻の千栄子は

西条銀行の頭取の親戚筋の娘で、縁談が成立すると高松高等女学校を中退し、7年

前に俊一郎のもとへ嫁いできていた。裕福に育った 2人は明るく社交的で、都会の

教養と文化が身についたリベラルでモダンな夫婦であった。

　茶菓子を運んできた千栄子は、そのまま夫の傍らにすわり、目を輝かせながら客

人の話に聞き耳をたてた。

　三宅は宇商の校長の丸島清
きよし

のことを話した。

　丸島校長は宇商が「丸島私塾」と呼ばれるほどの名物校長である。東京帝大法学

文野俊一郎



84

第 1部　ふるさととともに

部をでたあと、上海の東
とう

亜
あ

同文書院の教授をしていた一流の

教育者である。この丸島を宇商によんだのは、市長の山村豊
とよ

次
じ

郎
ろう

だった。

　大正 11 年 5 月、校長をさがすために上京した山村は同郷

の文部次官に、「宇和島を活性化するには、商業教育しかな

い。商人を自立させてこそ、南予はぬるま湯社会を脱出する

ことができる。そのために大物の校長が必要だ」と、人選を

頼んだ。次官はすぐ東京帝大法学部へこの話をつたえた。そ

れでちょうどこの頃、東亜同文書院の教授を辞職し、日本へ帰っていた丸島清に白

羽の矢がたった。丸島は東大卒業後、大蔵省へゆくことが決まっていたが、東亜同

文書院の建学の理念に賛同し、教育者の道をえらんだ熱血漢だった。丸島に会った

山村市長は、「宇和島の人たちの商業教育に最も貢献する学校をつくってもらいた

い。いつまでも市立にしておいて県立には移管しないつもりだ。県からいろいろこ

の学校へ容
よう

喙
かい

してほしくないからだ。その代わりあなたの棒給は県下の最高を差し

上げる。どうかひとつあなたの思うとおりにやってくれまいか」と、熱弁をふるい

口説いた。

　丸島は山村市長の期待以上の人物だった。

　宇商に赴任した丸島は、全国各地から優秀な教員を集め、宇商の教育内容を充実

させていった。丸島はとくに実践を重んじる教育に力をいれている。

　この 6月、宇和島商工会が主催して、宇商生による「店頭装飾競技大会」が開か

れ、三宅が指導した選手生徒が優勝した。その表彰式があった日の放課後、三宅は

校長室で丸島とふたりだけになると、教員を辞め、無尽会社をおこして宇和島の商

工業を元気にしたい、と打ち明けたのだった。

　「まあ！　それは校長先生、さぞ驚かれたでしょう」

　と、千栄子が声をあげた。

　そばで俊一郎も深くうなずき、

　「で、校長は、何と？」

　と催促した。

丸島　清
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　「いやー、それがもう、驚いたのはこちらの方です」

　「あなたが、驚いた？」

　「はい、そうです。この校長は器がちがう、と改めて尊敬しました」

　応えると、三宅の胸にそのときの感激がよみがえってきた。

　「願ってもないことです。ぜひおやりなさい」

　と丸島は三宅の決断に賛同したのである。打てば響くとはまさにこのことで、丸

島は机からはなれて三宅のほうへ歩みよると、無尽会社は大蔵省の免許が必要だか

ら、銀行局にいる大学の同窓に働きかけることを即座に約束した。さらに営業許可

申請の手続き上の窓口は宇和島市になるので、市長の高橋作一郎には三宅が創業す

るまで、公務員としての身分保障の件もふくめて話をしておく、と気をくばってく

れた。

　「要は大蔵省がどう判断するかですよ、三宅先生。時勢がこのようなときだけに

すこし時間がかかるでしょうが、それはそれで、しっかり設立の準備をすればよい

ことです」

　とまるで自分のことのようだった。

　俊一郎は三宅の話にすっかり感心し、

　「それほど大物校長の応援があれば安心だ。文野の方にも出来るかぎりのことを

させて下さい。父は東予無尽の石田社長とも懇意ですから、よろしければいつでも

ご紹介します」

　とさわやかな表情で支援を申しでた。

　この日、出資金の具体的な額までは話をつめなかったが、文野家は大口の出資者

になるつもりだ、という感触を三宅は得たのだった。

　あいにく石田社長は高松へ出張中だったが、三宅は俊一郎の案内で明屋敷の東予

無尽本社の見学に行った。俥
くるま

が明屋敷の通りにはいると、濃い緑の樹林と板塀がつ

づく屋敷町の日本瓦の屋根の上に、洋風のしゃれた外観の建物が見えてきた。青い

夏の空に、古いものと新しいものとの対比が印象的である。三宅は無尽会社の経営

が順調にゆくようになれば、これを模した洋館の事務所を宇和島の中心地に建てた

い、と近づく東予無尽の社屋をみつめながら希
ねが

っていた。
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　庶民金融の拠点

　会社設立の準備が本格化したのは、年の明けた昭和 7年の春からである。

　すでに昨年の末までに十数人の出資者の確保ができ、三宅を代表取締役とする経

営陣の骨格もかたまっていた。社名は「南豫無尽金融株式会社」（以下南予無尽）に

決まった。資本金は 10 万円で、そのうち払込資本は 2万 5,000 円になったが、そ

の 4割の 1万円は文野俊一郎の出資である。4名の発起人が連署した営業許可申請

書は、昨年の 10 月に宇和島市を経由して大蔵省へ提出されている。丸島校長へは

いった情報では、内諾は得ていたが、正式な通知はまだ三宅のもとに届いていな

かった。当局の担当者がたびたびかわったことと、営業許可の方針にも変更があっ

たことが原因のようであったが、何よりも軍部がにわかに台頭し、内閣がつぎつぎ

に倒れ、時代が慌ただしさを増していることが許可を長引かせていた。第 1次上海

事件、満州国の建国、相次ぐ血盟団事件、さらに三宅が市内の本町 2丁目にあった

郵便局舎跡を借りて事務所開きをした翌日、陸海軍若手将校による犬養毅首相暗殺

のニュースが日本中をかけぬけていった。

　大蔵省からの通達はなかったが、三宅は 5月いっぱいで宇商を退職し、創立総会

の準備をはじめた。株式総数は2,000株とした。1株50円で、公募はおこなわない。

営業区域は宇和島市内が中心で、近接の四つの郡内には出張所をおくことにした。

南予無尽設立準備
　（昭和₇年₇月₄日付
　　「南予時事新聞」）
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こうした体制が整うと、三宅は出資者のひとりの弁護士とつれだって高橋作一郎市

長に会い、一刻も早く営業許可がおりるよう、大蔵省へ働きかけをしてほしい、と

頭をさげた。

　「金融業は事前の調査がうるさい。大蔵省だけじゃありませんぞ。司法省民事局

でも調査をやる。私もずっと気にかけているが、こんど金銭債務臨時調停法なるも

のができるというので、民事局はいそがしくて無尽会社の調査まで手が回らんと聞

いておる。ただし三宅さん、もともと南予無尽の件はとっくに許可の方針はでてい

るそうだから、このまま安心してすすめなはいや」

　と市長は三宅の背中を押した。細長い顔の左右に広がった耳が涼しそうである。

三宅は気が楽になり、意気込みを口にした。

　「南予無尽の開業を待っている方がたくさんいらっしゃいます。早急に設立総会

を開き、営業許可がとどきしだい、裁判所で登記をすまし、業務をはじめるつもり

です」

　「ぜひ、そうして下さい」

　と市長は三宅を激励したが、忠告も忘れなかった。

　「それにまあ、いらんお節介だが、金融機関となると、しかるべきところから経

営陣の素行調査もある。先生以上に世間の目は厳しくなりますよ」

　「はい、承知しております。これまで以上に自分を律してまいります」

　と三宅は応じたが、自然と身体が硬くなった。

　市長の高橋は、八幡浜と宇和島の警察署長を歴任したあと、大正 15 年に 39 歳と

いう若さで松山警察署長になった、文字通り警察畑のエリートである。宇和島市長

には、一昨年の 11 月に就任していた。

　同席していた弁護士は三宅のロイド眼鏡へ目をはしらせ、それから市長のすこし

とがった口元へ視線をうつしていった。

　「三宅社長には政党色はありませんし、実業面での前科などは皆無ですから身元

は折り紙つきです」

　「それはそうでしょう。丸島校長も絶大な信頼を寄せていますからね。市として

も南予無尽には大いに期待しています」
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　と市長は丸島の名をだし、南予無尽をもちあげた。

　三宅は気分が大きくなった。南予無尽は商工業の発展を通し

て中産階級の福利の向上につとめたいと創業の抱負を語り、無

尽会社は本省銀行局の特別銀行課に統括されるので、銀行以上

に検査官がたびたび検査にくることになるから、弁護士ともよ

く相談しながら公正で厳密な経営をおこないたい、と誓うよう

に言った。

　 7月 5日、予定どおりに創立総会を開いた。

　翌日からは事務所に看板をかかげ、いつでも本格的な開業のできる態勢になった

が、8月がすぎても営業免許証は届かなかった。三宅はさすがにしびれを切らし、

9月になると上京して大蔵省へでかけた。所管の特別銀行課の許可手続きは終わっ

ていたが、高橋市長が言っていたとおり、司法省民事局での調査はほったらかしに

なったままであった。三宅は民事局に何度も足を運び、すみやかに調査をすすめる

よう係官に平身低頭をくりかえした。10 月のはじめ、やっと許可の言質をもらい、

宇和島に帰って一日千秋の思いで待っていると、14 日に愛媛県庁商工課から許可

証の交付が認可された、との連絡がはいった。ふりかえれば大蔵省へ営業許可申請

書を提出して、ちょうど 1年が経っていた。喜びもひとしおだったが、国が無尽会

社にたいする統制をつよめ、整理と合併をすすめようとしていることは明らかであ

る。南予にやっとともった無尽金融の灯を絶やすことがあってはなるものか、と三

宅はひそかに闘志を燃やした。

　設立は昭和 7年 10 月 18 日である。

　事務所を開けると毎日、待ちかねていた予約客が殺到した。外務員 10 名が自転

車で市内各所をかけまわり、無尽加入者を募集したところ、わずか 1週間のうち

に 20 万円をこえる掛金が集まった。予想をはるかに上回る好成績である。三宅は

さっそく、仲井喜六に南予一円への事業展開について相談をもちかけた。仲井は創

業の準備段階から三宅が最も信頼している相談相手で、八幡浜漁港に進出してい

るカネカ魚市場（株）の 8名の取締役のひとりである。このカネカは八幡浜港で取り

扱う繭糸、魚類、青物の三大商品の市場を港にひらいた会社で、青物市場は大正 3

高橋作一郎
（宇和島市長のころ）
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年、繭糸売買所が大正 6年、そして魚市場は大正 9年に創設されていた。港に威容

を誇る、洋館建 320 坪の繭糸売買所がカネカの経営の中核であるが、魚市場のほう

も八幡浜経済に大きな役割をはたしており、昭和 6年の取引高は 40 万円にせまる

までになっていた。いっぽう八幡浜には資本金 240 万円の予州銀行本店と五十二銀

行、四国銀行、伊予貯蓄銀行の各支店と七つの産業組合が金融機関として営業して

いるが、庶民を対象とした金融は公設の質屋だけであるから、無尽金融の余地は十

分にあった。

　三宅は仲井の意見をいれて外務員 10 名をあらたに増員し、周辺の郡部の出張所

へ配置し、重点地域の八幡浜には事務所を開設することに

した。八幡浜は宇和島と並び織物や養蚕が盛んなうえに、

魚市場は近海と沿岸漁業の基地として県下一の水揚げを誇

る。また八幡浜港は九州方面へ航路でも結ばれているので

先々、西四国の海運の拠点として発展する可能性がある。

三宅は八幡浜の将来性について話し、仲井へ頼んだ。

　「あなたが支店長として八幡浜をしきってくれると、あ

りがたい」

　仲井は両切りのホープをくゆらしながら、目をほそめ事

務所の窓から見える緑の濃い山並みをながめていたが、タ

図表10　南予無尽株式会社の概況

商　號 南豫無盡金融株式會社

役　　員
取締役 社長�三宅清忠、渡邉甚蔵、阿部安一

山本重保、佐原吉松営業所 宇和島市本町五六
電　話 宇和島四五番

監査役 山内長三
店舗数

資本金 公稱�100, 000圓　拂込�25, 000圓 営業区域 宇和島市、東宇和郡、西宇和郡、南宇和郡
北宇和郡、喜多郡

設　立 昭和七年十月十八日 経営無盡 不明

契　約　ノ　状　況

給付金契約高� 313, 000圓 給付済高� 14, 200圓 當期入金高� 22, 487圓
掛金契約高� 301, 182圓 掛金受入済高� 22, 487圓 當期給付高� 14, 200圓
組数� 22組 當期新契約高� 313, 000圓 済口受入未済高� 16, 137圓
口数� 700口 當期滿期高� 0圓 未済口受入済高� 22, 164圓

� 『全国無尽会社要覧（昭和７年末現在）』より作成

大蔵省免許
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バコを灰皿へおしつけると言った。

　「自由にやらせてくれるのなら、引きうけてもよい」

　「もちろん、八幡浜は仲井さんにおまかせです」

　三宅は即座に確約した。南予無尽の躍進にはずみがつくと思った。

　八幡浜町の中心地の新栄町に支店が開設されたのは、2か月後の 12 月 18 日だっ

た。仲井は外務員と島嶼部や山間部へでかけ、漁師や農民を集めて無尽加入の利点

を説き、会員を募った。

　昭和 8年にはいると、預貯金の金利が低下していたこともあって、貯蓄目的の加

入者がにわかに増加した。また物価高をみこして中小零細業者は仕入れをいそぎは

じめた。くわえて軍需品関係の部品の下請け工場の景気が好転したことから資金需

要が高まり、南予無尽の給付もどんどんと増え、社員は休みがとれないほど忙しく

なってきた。

　昭和 8年 8月、営業地域は宇和島市、八幡浜町、北宇和、東宇和、西宇和の 3郡

へ拡大し、掛金契約高は 130 万円をこえた。この勢いにのり、9月には南宇和郡の

城辺町と御荘町に事務所を開設し、加入者の勧誘をはじめた。そして創立 1周年

をむかえた 10 月 4 日までに、先の 3町にくわえて、吉田、近永、岩松、野村、川

之石、卯之町に出張事務所が開設され、契約高は 145 万円、給付金は 20 万 1,000

円、貸付金は 3万 4,000 円に達し、まさに前途洋々たる経営状況であった。三宅は

連日、大口の加入者を歴訪して意見や要望を聴取してまわり、10 月末には 50 名ち

かくにまで急増した社員を料亭に招いて慰労の宴を催した。さらに加入者への謝恩

奉仕として、翌 11 月下旬の 3日間、鶴島館を借り切って加入者家族慰安映画会を

催し、4,000 名をこえる家族を招待

して松竹と新興 2社の特選映画を上

映した。三宅は創業わずか 1年にし

て、南予の事業家の仲間入りを果た

して名士となり、南予無尽は庶民金

融の一大拠点に急成長した。 入札・抽選会広告
（昭和₈年₇月22日付「南予時事新聞」）
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　大衆の良薬

　三宅が南予時事新聞の記者から随想をたのまれたのは、昭和 9年 4月の初めのこ

とである。発展する社業のことで取材にきた記者から、南予の名士にわりあてられ

た随想欄に、「社長、何か書いて下さいよ」と声をかけられたのである。教員時代

には望むべくもないことだったので、三宅はふたつ返事でひきうけたものの、活字

で残るとなればさすがに慎重になった。10 日あまり仕事の合間にあたため、随感

のようなものを新聞社へとどけた。数日後、名士小品集の欄に「釣り」と題する三

宅の随想が載った。

　　学校に奉職していた頃は非常に楽であったが、現在の職業になってからはまったく精神的に
ゆとりがなくなった。然し、忙しければ忙しいでそれでよいと思っている。教員ではいくらつ
とめてみたところで月棒 200 円がせいぜいであるから、多くの子供を抱えて少し気の利いた教
育をさせようと思えばちょっと骨が折れる。しかし実業界に転向してからは忙しいばかりで好
きな釣りも容易にやれないが、今後は釣りの時季に向かうので、折々には隠れて釣りに行こう
と思っている。釣りをやるときには魚を釣るということ以外に何ら雑念が入らぬから、頭の休
息にはもっともいいようである。

　三宅は反響を楽しみにしたが、釣りの仲間の会員数人から「社長、がいに儲かっ

とるんやなあ」といわれただけである。また宇商のかつての同僚たちが何かいって

くるのでは、と気にかけていたが何の音沙汰もなかった。しばらくして校長の丸

島から、事業の順調な発展を喜ぶ内容の手紙が届いた。その文末には、孔子の言

南予無尽社員（昭和10年）
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葉「帥
ひき

いるに正
せい

を以
もっ

てす」を引用し、あなた自身が「正」をもって社員の先頭に立

てば、だれひとり正しくならない社員はないでしょう。上に立てば立つほど、範を

示すことが大切です、と書かれていた。随想に見え隠れしている三宅の得意を暗に

諫
いさ

めていたのだが、三宅は丸島の意をくむことはなく、事務的な礼状を返しただけ

だった。

　社業のほうはますます忙しくなった。事務所が手狭になっていたので、6月の取

締役会で新社屋を建設することが議決され、大林組へ設計を発注することになっ

た。また加入者の増加にともない掛金の遊資（当面、使うあてのない余剰資金）が漸増

していたので、その運用について役員間で話し合った。そして、これまではすべて

国債または債券などに有価証券化していたのを改め、法令の範囲内で、中小商工業

者を対象にして不動産を担保にした貸し出しをはじめることにした。

　翌月、三宅は早朝からバスで八幡浜へでかけ、支店支配人の仲井の案内で八幡浜

の魚市場をつぶさに見て回った。その宵、80 人の仲買人のなかで中心となる幹部 5

人を旅館に招いて宴席をもうけた。

　宴がひけた夜、三宅は仲井とふたりきりになると、カネカを実行支配するための

方策をつめた。

　仲井がそっと差しだしたメモに目を落とし、

　「440 株で 2万 6,400 円か……」

　三宅はかみしめるように株数と金額を口にした。

八幡浜港（昭和22年）
画面奥にカネカの洋館が見える
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　カネカの発行株数は 740 株である。そのうち 300 株は仲井が所有していた。法律

で無尽会社が他の会社の株をすべて所有することは禁止されているので、のこりの

440 株を南予無尽の取締役陣が個人的に買い占めれば、仲井の持ち株と合わせて、

南予無尽がカネカを完全に支配することができる。魚市場の仲買人は網元や小売人

など漁業関係者とのパイプが太い。そこでカネカを通して仲買人の協力をとりつ

け、さらに繭糸売買所や青物市場へも働きかければ、八幡浜地域での会員が大幅に

増えることになる、とふたりは考えていた。

　カネカの株は額面 50 円だが、60 円もだせば株主は持ち株を手放すだろうから、

2万 6,400 円の資金があれば、魚市場を手にすることができる、と仲井は以前から

提案していたのである。

　すでに取締役の間で協議し、半分の 1万 3,000 円余りの資金の目途はついてい

た。不足していたのは、のこり半分の 1万 3,000 円である。

　三宅が思案していると、仲井は当然のように言った。

　「この際、銀行から借りて、あんたも株主になればええ」

　「私が、銀行から借りる？」

　「南予無尽の社長だから、そりゃ無担保でも貸してくれらいな」

　「しかし、私が借りるのは、ちょっと……」

　「いや、そうするのが一番はやい」

　と仲井は決めつけた。

大名行列で扮装のカネカ社員
（八幡浜港祭り、昭和20年代）
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　三宅はためらい、即答をさけ、宇和島に帰ってきた。

　会社の業績が好調といっても、三宅にはまとまった現金も不動産もなかった。銀

行ではなく、親戚の文野俊一郎へたのめば、すんなり融資してもらえそうだった

が、事業に自信をもつようになった三宅にもメンツがあった。数日後、仲井から再

度うながされ、三宅はけっきょく予州銀行鶴島町支店から 1万 3,000 円の融資をう

け、カネカの株を買うことにした。6月下旬に手続きが終了し、南予無尽は事実上、

カネカの経営権を手に入れた。

　ところでこの頃、農村の窮乏は全国的に深刻になっていた。

　農林省は農村の金融面での実情を調べるために、全国の 1万 2,000 の町村に無

尽・頼母子調査表を配布した。この調査で、無尽・頼母子講が農家の苦境に拍車を

かけている実態が明らかにされると、国の政策として、将来的には農山漁村の無

尽・頼母子講をすべて認可制とし、事情のゆるすかぎり信用組合などの法人組織へ

うつしてゆくことになった。国の意向をうけ、各都道府県はさっそく無尽・頼母子

講の取締規則を厳格化した。この結果、堅実な経営をつづけている無尽会社（営業

無尽）は、農山村の無尽・頼母子講にかわる庶民金融機関として、ますますその役

割を高めてゆくことになる。

　愛媛県では、無尽会社の昭和 6年度の給付契約高の合計は約 800 万円だったが、

昭和 9年度には 1,150 万円へ、また掛金契約高では同じく 890 万円が 1,200 万円へ

と確かな足取りで累増した。県商工課の指導の下、無尽 4社で組織する愛媛無尽協

営業案内リーフレット

（表） （裏）
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会がつくられていたが、これに南予無尽も加盟し、年 1回の総会が各社持ち回りで

開催されることになった。

　昭和 10 年 4 月 29 日、念願の新社屋が竣工、盛大な披露宴が催された。

　社屋の面する本町 3丁目の通りを通行止めにして、華々しく餅まきをしたあと、

1階の大広間に新聞関係者、町内有志、建築関係者、それに社員が招かれにぎやか

な祝宴になった。三宅は謝辞のあいさつをかねて普段から抱いている思いを次のよ

うに述べた。

　「欧州大戦以降、わが国の金融界は好況から不況へ転落し、金融は梗塞状態にお

ちいったまま慢性化しております。その結果、最もじり貧を味わっているのは、中

産階級以下の者であることは異論がないところであります。そこで地方の大衆の金

融を円滑にし、そのじり貧を退治して、自力更生、互助共栄をモットーに立ち上

がったのがわが南予無尽であります。いうまでもなく、無尽は民衆の小口金融機関

として実に 500 年をこえる歴史を有するもので、これを新しい時代の要求に適応せ

しめ、なおかつ行政官庁の監督を厳重にして改善されてきたものが無尽会社であり

ます。その精神において、その資質において、日本古来の多くの良い習慣と慣例を

とりいれ、経営者の責任を重大にしたものが今日の無尽会社であります。社長と重

役が無限責任なのは注目に値することです。

　思いますに、無尽会社は農山村にある無尽・頼母子講のエキスといっても過言で

はありません。窮地にある大衆のまさに良薬なのです。銀行や信用組合はそれ自体

が欧州文化の模倣であり追従であって、実際問題として中小農商工業者の利用には

誠に縁遠いのは皆様もご承知のとおりであります。これに対して無尽会社は大衆の

金融機関として満点に近いのであります。

　南予無尽は開業から満 2年半がすぎましたが、皆様のおかげで契約高は 300 万円

に達しており、これはまさに大衆の支持を裏書きするもので、掛金の延滞や中途解

約も他社に比べて著しくすくなく、金融信用状態は盤石であります。そしてこの新

社屋の竣工は、まさに無尽加盟の大衆と弊社との一心同体の賜
たま

物
もの

だと心から感謝申

し上げる次第であります」

　三宅は得意満面である。酒をつぎにきた商工会議所の幹部役員の高辻清治郎が鍋
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ぶたのような顔をぬっとあげ、来年には早々に会議所議員の選挙があるのでぜひ立

候補し、宇和島をもっと元気にしてもらいたい、と三宅をけしかけた。酒をのみほ

し、杯をかえしながら、推
お

されるのならやってもいい話だ、と三宅は腹の中で高辻

の物欲しげな表情につぶやいていた。

　社長交代

　新社屋での業務は順調にすべりだしていた。

　 6月末日には、予州銀行から借りた 1万 3,000 円の返済期日が迫っていたが、資

金の手当てもできていた。文野俊一郎が三宅の所有しているカネカ魚市場の株を買

い取り、くわえて南予無尽が増資するときの資金も事前に提供することになったか

らである。6月中旬に、その文野から南予無尽の口座に2万円の振り込みがあった。

それで三宅が予州銀行鶴島町支店へ返済を告げると、支店長がやってきて最も低い

金利を示し、あと 1年借りて欲しいと頭を下げた。三宅は承諾し、2万円は不測の

出費にそなえて、しばらく手をつけないことにした。

　それから半年余り経った年の暮れ近くのことである。

　新社屋の披露宴がきっかけで懇意になった、商工会議所の高辻から料亭に来るよ

うにと声がかかった。出向くと初代市長で衆議院議員へ転出している山村豊次郎の

息がかかった政友会派の市会議員が数名、高辻と一緒に三宅を待っていた。

　「商工会の選挙とお国の総選挙が、おなし頃になりそうやで」

　と高辻は髪が薄くなった頭をかいてみせた。

　商工会の選挙は年明けの 2月 2日と決まっていたが、その年明けにも衆議院が解

散になりそうなので、山村代議士は 2期目を目指して選挙準備にはいった、という

のである。三宅は商工会議所の議員に立候補する腹づもりである。高辻は三宅の心

中を察し、まず 27 名の議員を選ぶ商工会議所の選挙について、立候補が予定され

ているおもな顔ぶれをあげて寸評し、町内へのあいさつまわりが大事ですけん、と

アドバイスをした。それからすぐに衆院選挙へと話題を転じ、定員 3名の南予の選

挙区では、山村豊次郎は与党の民政党候補の追い上げで苦しい戦いになるだろう、

と意味ありげな表情で言った。山村は市長時代に宇商を甲種の商業学校へ昇格さ
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せ、丸島校長を宇和島に招いた宇商の功労者でもある。

　「商工会のほうは三宅さん、わしにまかせなさい。それで山村先生のことじゃが、

ひとつよろしく頼みますよ」

　高辻が頭を下げると、まわりの市会議員たちもならって低頭した。

　予想どおり、昭和 11 年 1 月 21 日に衆議院は解散され、総選挙となった。投票は

商工会の選挙後の 2月 20 日に決まった。

　二つの選挙にたいして三宅は慎重だった。たびたび高辻から支援の要請があった

が、常識的な対応で済ませておいた。2月 2日の商工会議所の議員選挙では、三宅

図表11　南予無尽金融株式会社第10期末 貸借対照表（昭和12年₆月30日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　　　（単位：円　銭）

図表12　南予無尽金融株式会社第10期 損益計算表
　　　　　（昭和12年１月１日から昭和12年₆月30日まで）　　　　　　　　　　（単位：円　銭）
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は 9票獲得し、1票差

で落選して次点となっ

た。やはり動かすもの

を動かさないと票は集

まらない。三宅は現実

を改めて知らされ、ほ

ぞをかむ思いを味わっ

た。

　それから数日後のこ

と、高辻から山村先生

が危ない、なんとかで

きないか、と強い要請

があった。三宅は決断

し、文野が出資した 2

万円の中から 1万円を

引き出し、高辻の口座

に振り込んだ。すると

その翌日である。予州

銀行鶴島町支店から突

然、1万 3, 000 円が返

済されないままになっ

ているから至急、返し

て貰いたい、と督促状

が届いた。支店長がひきつづき借りて欲しい、というので返済しなかった、いわば

期限なしの借用金である。驚いて銀行に出向き新しい支店長にただすと、そのよう

な約束事は存在しておらず、いいがかりもはなはだしい。無尽とはいえ金融会社の

社長ではないか、半年以上も返済せず知らんふりをしているとは何事か。これ以上

は断じて猶与ならない、即刻返済せよ、とにべもない返事である。腹がたち、会社

図表13　南予無尽社員名簿（昭和12年）
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へもどると、遊資のなかから 3,000 円をもちだし、三宅が管理していた 1万円に足

して 1万 3,000 円をつくると、利息をつけて予州銀行へ完済した。

　その後、20 日におこなわれた総選挙で、政友会の山村はおいすがる民政党の候

補者をかろうじてふりきり当選した。三宅は月末に、自分の給与の中からもちだし

た 3,000 円を差し引き、会社へ返した。

　この間、二二六事件がおこり、総選挙で勝利し政権基盤を強固にしたはずの岡田

内閣は総辞職となった。もともとこの総選挙は、岡田内閣と軍部が政党の弱体化を

ねらい、選挙粛正中央連盟なるものを組織し、この連盟のもとでおこなわれたた

め、選挙違反の取締はきわめて厳しいものになった。こうした最中におきた軍部の

クーデター未遂事件は国民の不安な心理をあおり、選挙違反に関わる警察への投書

が急増した。激しい選挙戰があった宇和島でも、連日のように大量の検挙者がで

た。当選した山村豊次郎も妻ともども検挙され、取り調べを受ける有様である。

　三宅も他人事ではすまされない事態がおこった。

　 3月 7日の深夜のことである。市内丸之内の三宅の自宅に宇和島署の刑事が現

れ、何事かと驚く三宅に出頭を求めた。選挙違反なら身に覚えはなく潔白である。

任意同行して署につくと、選挙違反ではなくカネカ魚市場買収にかかわる南予無尽

の不正融資の嫌疑であった。会社の金（無尽の掛金）をカネカ魚市場の株を買い占め

るために使った、という業務上横領の容疑である。三宅には思いもよらないこと

だったが、南予無尽と三宅個人にたいする中傷と誹謗の投書が警察に何通も届いて

いたのである。しかしどれも無記名で根拠のないものばかりなので、地検の取り調

べのなかで横領の容疑は晴れた。予州銀行へ 1万 3,000 円を返した際に、会社から

いったん流用した 3,000 円は問題とされたが、すぐに会社にもどしており、本来、

罪に問われるほどのことではない。それで釈放かと思ったが、検事は別の 1通の投

書をとりだし、つぎのように断じた。

　「金融業の経営者は高い道徳性が期待される。ましてこのような時勢ではなおさ

らのことだ。この投書は創業前のこととはいえ、女性のことで君は道徳的に経営者

として問題がある、と糾弾しておる。真偽はともかく、ちゃんと名前を明らかにし

ている以上、投書の主は君が社長を辞めないかぎり法廷で争う覚悟のようだ。新聞
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記者連中は放っておくまい。一晩、じっくり考えたらどうだ」

　投書の内容は誣
ぶ

告
こく

そのものであったが、検事が明かした投書人の名前と女性のこ

とで、三宅は心当たりがあった。投書人は宇商時代に学校へ出入りしていた業者

で、融資を断ったことがあった。

　〈不正融資の疑いで南予無尽の社長を取り調べか〉

　と地元紙では憶測記事として控えめに小さく報じたが、反響のほうは大きかっ

た。宇和島地検は経済面のパニックを憂慮し、会社自体は経営上なんらの問題はな

い、という談話を新聞に発表し事態の沈静化をはかった。いっぽう三宅の対応は素

早く、あっけないほどいさぎよいものだった。かれは留置場で迎えた 3日目の朝、

辞表を書いて顧問弁護士に託した。それから宇和島へかけつけ、警察署に面会にお

とずれた文野俊一郎に、あとはすべてお任せします、とだけ短くいい、頭を深々と

下げた。弁護士は集まった記者にたいして、

　「無尽会社の取締役は加入者の債務にたいしては、連帯して無限責任がありま

す。こんど代表取締役社長をひきうける文野俊一郎は、西条の百万長者であります

から、資産は山のようにあります。一般加入者はなんらご心配はいりません。枕を

高くしてお休み下さい」

　と、三宅の意をくんだ談話を述べた。

　社長をひきうけた文野はさっそく経営陣の刷新をはかった。

　西条にもどると、南予で最も人望のあつい高橋作一郎に取締役になるよう懇願し

た。山村豊次郎に請
こ

われて昭和 8年 3月まで宇和島市長だった高橋は、1期で退任

して郷里の広見町に帰り農業をしていたところ、西条の町政が混乱しているので町

長をやってくれ、と県の大物代議士から頼まれ、昭和 10 年 6 月に西条町長に就任

していた。文野より 10 歳年上だが、年齢以上に長
おさ

としての風格があり懐
ふところ

がひろい。

　高橋はおだやかな口吻でたしかめた。

　「やぶさかでないが、あなたは宇和島へ引っ越されるおつもりか」

　町長室の木枠の窓から、雪をいただく石鎚山がみえる。

　「しばらく様子をみまして、必要となれば……」

　文野は地元西条で大小五つの会社の取締役を兼務しているほかに、農業団体の仕
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事や町の役職もあった。

　高橋は石炭ストーブの火をながめながら、つぶやくように言った。

　「南予に点った無尽金融の灯を消しちゃあいけん。それは絶対にいけん。この思

いはあなたと共有しておる。それでお引き受けするのだが、あなたも私もいそがし

い。それで私の名代というのもへんじゃが、宇和島で実際に陣頭指揮する者がおら

んと、責任がもてん。どうですかなぁ、この際、安心してまかせられる者を宇和島

へやりましょうや」

　「願ってもないことです。だれか心当たりでも？」

　信用のおける者なら、文野にも異論はない。

　高橋は湯呑み茶碗を両手にもち、考えている風だったが、なかに残った緑茶をひ

と息で飲み干すと言った。

　「広見の出
いず

目
め

で造り酒屋をしている者がおります。20 代半ばだから働き盛りです

わな。どうでしょう？」

　「ほう、酒屋さんをなさっておられる……」

　「この者なら南予のことは自分の庭とついで、よーに頭にはいっておる」

　と、高橋は自信ありげに言った。

　文野はうながした。

　「お名前はなんとおっしゃいますか」

　「高田周蔵といいます。実は娘婿でしてな、まだまだ未熟者ですけに、この周蔵

を監査役にすえて、ひとつ鍛えてやってくださらんか」

　と高橋は静かに、しかし断固たる口調で言った。

　「高田周蔵さんですか。町長のご推挙とあれば私に異存はありません。なにかお

名前からして力になりそうで、ありがたいお話です。お若いですから、監査役から

先々取締役になってくださればなお心強いことです」

　と文野は期待をこめ、高橋の提案をうけいれた。

　 4月 12 日、南予無尽は臨時株主総会を本社で開催し、三宅清忠社長の辞任と旧

取締役全員の更迭を認め、文野俊一郎を代表取締役社長とする新たな経営陣を満場

一致で承認した。文野社長は就任のあいさつで、「三宅の親戚として、世間のみな
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さんにご心配をおかけしたことは、率直におわびしたい」と

頭を下げ、政治とはいっさい無縁で、南予の経済の発展のた

めに全力をつくすことを集まった株主に約束した。

　岳父高橋作一郎のひきたてで監査役に就いた高田周蔵は、

宇和島中学卒業時に父親が死去したため、進学を断念して田

舎にこもり家業の酒造業をついでいた。それでどのような立

場で監査役をひきうければよいか、高橋に相談すると、

　「世に出るチャンスだ。社長になったつもりでやれ」

　と一喝された。

　酒造業は家人に任し、高田は宇和島に居をうつし、無尽会社の経営に本格的に取

り組んだ。月に二三日、宇和島から汽車で出目の新妻のもとに帰り、宇和島へもど

る際に母屋へたちより、母親から多額の遊興費をもらった。宇

和島では毎夜、社員や取引先と酒をのんだ。夏までには無尽会

社の経営に関する知識はひととおり身につけ、四十数名いる社

員の職務内容と経歴、それに人柄と家族関係なども頭に入れ

た。それで会社の中がよくみえるようになると、経営上の課題

もわかってきた。職務内容が組織として体系化されてなく、各

部の権限と責任が明確になっていなかった。まるで小さな商店

が軒先だけを広げ、一気に大きくなったような状態である。まだ若い高田は社長の

文野にも相談をもちかけ、宇和島市内の製糸会社に勤めていた叔父の岡善恵の力を

借りることにした。岡は明治 21 年、高田と同じ出目村の農家に生まれ、京都の蚕
さん

糸
し

専門学校で学び、養蚕所で蚕の卵の研究員をしていたが、その後宇和島へ帰り製

糸会社に勤めていた。実務経験が豊富で理数に強く、無尽会社の複雑な経理にも明

るかった。岡はすぐに製糸をやめることはできず、南予無尽への入社は昭和 12 年

の 1月からになった。

　高田は会計主任待遇で入社した岡や、創設当初からの支配人である赤松義光の知

恵も借りて、まず事務仕事の効率化にとりくんだ。いろいろな書類とたくさんある

帳簿を系統立てて整理したあと、高田は文野の指示を仰いで「職務章程 17 条」を

高田周蔵

岡　善恵
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作成し、社員の職務を明文化した。このなかの第 5条では、事務の分掌を庶務、経

理、貸付、会計、募集、整理の 6課と代理店とし、それぞれの分掌の役割について

は次の第 6条でそれぞれに項目をおこして細かく明記した。例えば庶務課と代理店

はつぎのとおりである。

　庶務課

　一　文書ノ発受ニ関スル事項

　二　稟議並ビニ株式ニ関スル事項

　三　官庁関係手続ニ関スル事項

　四　社印其他諸印ノ保管

　五　証明其ノ他ニ関スル事項

　六　人事ニ関スル事項

　七　広告並ビニ諸計画ニ関スル事項

　八　風紀当直ニ関スル事項

　九　ソノ他各課ニ属セザル事項

　代理店

　一　無尽ノ募集ニ関スル事項

　二　掛金ノ徴収ニ関スル事項

　三　給付貸付金ノ受ケ渡シニ関スル事項

　四　担保物件並ビニ身元調査ニ関スル事項

　五　抵当権設定ニ関スル事項

　六　以上ニ関スル明細帳、収支報告ニ関スル事項

　次に整えたのは「社員服務並びに給与規程」である。これは文野が自ら役員をし

ている会社のものを数社取り寄せてもらい、それらを参考にして第 1章の社員から

第 7章の誓約書まで、25 条にわたって文章で表記した。このなかで、社員の等級

を書記、書記補、見習の 3区分とし、社員の給与は月棒、日給、歩合給の 3種にわ

け、書記と書記補は月棒とし、見習他は日給と定めた。また特徴的なのは第 4章に



104

第 1部　ふるさととともに

社員身許保証金について規定したことで、これに関する 3か条はつぎのとおりとし

た。

　第十五条　当会社ノ社員ハ支給ヲ受クル給料ノ百分ノ六以上及ビ毎期末賞与金ノ二割以上ヲ身

許保証金トシテ会社ニ積立ツルモノトス

　第十六条　身許保証金ニ対シテハ年七分ノ割合ニヨリ利息ヲ付シ毎期末計算ノ上身許保証金ニ

繰リ入レルモノトス

　第十七条　身許保証金ハ本人退社後、六ヶ月ヲ以ッテ支払ウモノトス

　このように社内体制の近代化をはかったが、いっぽう高田が監査役に就く前の年

の 8月、大蔵省の強い指導の下、各府県単位で掛金表が統一されることになった。

県内の 5社もそれぞれ案をもちよって何度も協議をかさね、愛媛県の掛金表の基準

はつぎのようになった。

　無尽会社の取得歩合は 1割 1分弱までとし、初回の受給給付者の年利は 7分 1厘

を上回らないこと、また最終受給者預金利回りは入札差金をのぞいて 3分 4厘弱以

上とし、いずれの場合も最低手取り金は 8割以上となるものとする。

　年末の12月には、この基準にもとづき愛媛県では15種類の新掛金表が作成され、

大蔵省の許可を得て県内の 5社が一斉に実施することになった。これまでの無尽 5

社の掛金契約高は 1,330 万円で、加入者の延べ人数は 2万 4,600 人だったが、新し

い加入者からは新掛金表が適用されることとなった。

　大衆金融をめざして

　昭和 12 年は、前年の社長交替の余波や掛金表が新しくなったこともあって業績

は停滞した。しかし無尽講にたいする規制が厳しくなったことと、無尽会社の利息

は他の金融機関よりも高く貯金としても有利な状況にあることから、昭和 13 年に

はいるとふたたび回復し伸びはじめた。この年の 12 月末現在の第 13 期末総契約高

は 485 万 5,000 余円となり、前期よりも 60 万 5,000 余円も増加した。この勢いは

つづき、翌 14 年 2 月 2 日に 13 年 12 月における県下 5社の新規給付金契約高が明
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らかにされたが、南予無尽は 35 万 7,000 円となり、29 万 750 円の東予無尽をぬい

て初めてトップにおどりでた。

　文野社長をはじめ経営陣は自信を深めていた。

　 2月 5日、第 13 期定時株主総会が宇和島の本社で開かれ、株主配当をせずに社

内留保をさらに積みます案件が承認された。会社の資金力を一段と強めるこの経営

方針は、ひとつは資本金と払込資本金がそれぞれ増額になる無尽業法の改正に対応

したものであったが、いまひとつはこの改正に関連する大蔵省銀行局の動向をにら

んだものであった。大蔵省では全国に 246 社ある無尽会社を整理統合して、一府県

数社とすることが決まっていた。会社間の行き過ぎた競争の結果、契約者が損失を

こうむり、ひいては銃後の国民生活全体の安定をそこねるようなことがあってはな

らない、という心配からである。愛媛県でも商工課と銀行検査官が協同で無尽 5社

の経営内容の把握と分析がおこなわれていた。伝えられるところでは、愛媛県はさ

しあたっての施策として東・中・南予にそれぞれ 1社とすることになりそうであっ

た。それで東予の 3社が整理統合の対象となれば、経営のふるわない今治無尽が東

予無尽へ吸収合併されるのではないか、という憶測がながれていた。

　文野社長は総会で見得を切った。

徳富蘇峰（１列目中央）を囲んで（於住友クラブ）
高橋（１列目右端）、文野（２列目右から２人目）、井上要（蘇峰の右隣）
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　「国鉄が 80 億円貯蓄運動をやっておりますが、これに呼応して私ども南予無尽は

1期で 120 万円の募集獲得にのりだすことになり、全社員と各代理店に割当てを通

知しました。これは決してできない数字ではなく、ここ数期、毎期ごとに達成して

いる額であります。現在の契約高 500 万円を加えますと、これから 5カ年で 1,000

万円獲得はまことに易々としたものであります」

　この総会からひと月たった 3月初旬の夕刻である。

　宇和島の樺崎港に着いた文野は、なじみの車夫の俥で本社へ乗りつけた。帰り支

度をしている事務室の社員みんなへ声をかけ、事務室の奥の階段で 2階の社長室に

はいった。報告はいつも翌朝一番に受けることにしているので、ゆっくり未決裁の

書類に目をとおしていると、ドアをノックする音がした。高田が入口で文野のほう

をじっとみている。

　「どうした、急ぐことか」

　「はい、実は……」

　高田はくちごもり、はいってくると困った表情で社長の前に立った。

　文野は応接用のソファへ視線をうつし、高田をうながした。

　「えらい深刻そうな顔をして、なにがあったね？」

　文野はソファに腰をおとした支配人をみすえて言った。

　高田は応えた。

　「岡主任がここ 1週間ほど、欠勤です」

　「岡君が、どこか具合でも悪いのか？」

　いわれてみれば、事務室の奥の机は空席だった。

　「それが、どうもはっきりしません」

　「なんだ、届けは出ているのだろ」

　服務章程の作成に岡自身も参加している。

　「はい、昨日自宅にうかがって、受け取りました」

　「病気ならこの際、気兼ねなく休むことだ。君もそうだが、岡君にはずいぶん無

理をさせたから、しっかり養生すればいい。で、病名は何だね？」

　「それが、病気ではなく……」



107

第 2章　無尽 6社の沿革　南予無尽

　高田はいいにくそうに言葉を切り、小さな声で言った。

　「退職願いを受け取りました」

　「なに、退職願い？」

　意外な報告に文野は耳をうたがった。

　「もうこれ以上やっていけない、とのことです」

　「やっていけない？　それどういうことだ」

　「無尽の仕事に自信をなくした、とそんなことを……」

　高田は表情を暗くした。

　文野は腕をくみ、なにか考えていた。それからたしかめた。

　「退職願いのこと、ほかの社員は知っているのか」

　「いえ、ほかの者は岡主任が身体を悪くしていると思っています」

　「そうか、病休だね」

　「はい、募集獲得運動の士気にかかわりますから。この時期に退職、というのは

困ります」

　「その通りだが、これは他人事ではないな」

　「よいお考えがあれば、ぜひ」

　「うむ、まあとにかく明日、岡君に会ってみるよ。かれの話を聞いて、それから

考えることにする」

　と告げ、文野は話をうちきった。

　翌日の昼下がり、文野は神田川原にある岡の自宅を訪れ、かれの話に耳を傾け

た。それから定宿にしている花屋旅館の部屋にこもり、「無尽の大儀と募集の心得」

と題する 42 項目からなる草案を一晩で書き上げた。

　冒頭から 6項目までは、無尽金融は庶民の誇るべき金融機関で日本独自のもので

あることを次のように記した。

　 1　無尽会社の生命は「募集」にあり。

　 2　また募集の拡大は、直ちに庶民大衆の共同生活の強化である。

　 3　遠く鎌倉時代から 600 年も民間唯一の金融機関として発達してきた無尽は、産業組
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合などと違って日本独特のよいところがある。

　 4　それに国家が加入者を擁護する法律を加えて、銀行などと同様に免許事業としたも

のである。

　 5　見よ、今日多数の銀行支店あれど、従来の取引なくして直ちに金融をなすという所

ありや。

　 6　中商工業者、農業者の大衆の上にその営業の根源である金融を計るものは、ただ庶

民金融である無尽金融会社よりほかにないのである。

　さらに項目の 7で、

　「募集者は自分のお蔭で、会員は貯金が出来るようになり、相互扶助のこの美し

い世界を体現し、お客も会社も自分も幸福になる。だから募集者はまさに福音の使

徒であると考えてよいのである」と社員を励ました。それから「あゝ、無尽は人な

り、人格なり」と募集の仕事の価値を高め、募集者の心構えを説いた項目をならべ、

14 項目において「募集者は世のため人のためを計って、それによる当然の報酬を

うける尊き生活者である。株などの如く、儲けを追いまわしてばかりでいる心の安

息なき生活者とはちがう」と営業無尽の社会的な立場を強調した。それから話し方

と聞き方、時間の使い方、訪問先の家族との接し方、勧誘の仕方、無尽と銀行の違

い、会員獲得後の交際方法など、まさに具体的に手取り足取りで募集のノウハウ等

を明記した。そして最後の 42 項目において、以下のように具体的な事柄を列挙し

てだめ押しをした。

　 42　その他個々のことを抜粋してみる。

　 1�　見込みカードの作成

　 2�　見込み客に対する準備調査

　 3�　自己の募集名簿日順表

　 4�　毎日勤労を終えたら翌日の訪問先摘出

　 5�　毎日一口主義

　 6�　手帳所持　資料記入
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　 7�　外交は細心に

　 8�　自転車、靴、所持品の清潔

　 9�　何人となく人に好かれる人となれ

　 10　泣いて暮らすより笑って快活に

　 11　笑って難局に処す

　 12　外交販売者は精力を要す

　 13　何事にも責任感の強いことが大切

　 14　物質的の余裕をもつこと、それには平素の浪費をはぶけ

　 15　真面目に自分の仕事をこなし、大事に働く人は最後の勝利者である

　早朝、書き上げた草稿を高田が宿に取りに来た。手分けしてガリ版印刷し、社員

全員へ配布し、1部は岡の自宅へ届けておくように文野は指示をした。昼まで睡眠

をとり、夕刻になって本社へ出向くと業務をおえた社員が会議室に集まっていた。

文野は 11 頁の冊子に仕上がった「無尽の大儀と募集の心得」を自ら読み聞かせ、

最後に命じ激励した。

　「明日から、各課で主要なところを輪読されたい。書かれていることが血になり

肉になればしめたもの。無尽募集への誇りがうまれ、自信をもって募集に汗をなが

すことができるはずだ。さあみんなでがんばろう」

　命じられてはじまった輪読会は当初、みんなあまり気乗りがしないようであった

が、文野が作成した無尽の大儀も募集の心得も文章が平易でわかりやすく、しだい

に社員はそらで唱和するようになっていった。さいわい日を経ずして、岡もその唱

和のなかへもどってきた。

　高田周蔵は取締役に昇進し、南予無尽の躍進がはじまった。

　昭和 14 年度上期の募集高は 124 万円、預金に相当する未給付口掛金は 150 万円、

無尽利益金 18 万 3,000 円となり、いずれも創業以来最高の好成績となった。会社

利益も前年度同期の 620 円から一気に 4倍の 2,500 円を計上することができた。こ

の好成績は昭和 17 年までつづき、南予無尽は急成長の途上で合併されることにな

る。
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　これに先立つ昭和 16 年の 3月、県無尽協会総会が南予無尽の本店で開かれた。

所用で欠席した文野社長にかわり、高田は並みいる関係者を前に自らの所感を滔々

と述べた。

　「シナ事変勃発以来、わが経済界は大転換を余儀なくされております。財界人の

心境にも一大変化があります。自己本位の事業意欲は潔くすて、おのおのの事業に

おいて戦時下の銃後の国民の責任を全うしつつあるのはご同慶の至りと存じます。

われわれ無尽会社も従来の営利本位的な経営理念をすて、国民貯蓄にあるいは増産

資金に不断の努力をかたむけ、銃後金融機関の重要部門としてますます伸展の趨勢

にあります。

　無尽業は庶民金融なりというのは昔のことでありまして、現今はあらゆる階級の

人々に利用せられる大衆機関であります。融資の額においては 5万円が可能であり

ますし、金利も低率であります。また貯蓄としても大変有利でありますので無尽利

用者は著しく増加し、ご承知のようにシナ事変直後の 15 億円の契約高は現在 35 億

円に達し、さらに伸展の途上にあります。これは無尽業が大衆金融機関として大き

な役割を果たしていることの現れであります。

　ところで臨戦時下において、本社の消長が地方経済に甚大なる影響をおよぼすこ

とに鑑み、社長をはじめとして社員ことごとく滅私奉公、ひたすらお国のために奮

四国無尽協会総会（昭和17年）
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闘する覚悟であります。株主配当のごときもわずかの 4分に甘んじ、営業費の節減

をはかり、事務能率を高めて残業はゼロにし、休日出勤もなくしてその日にすべき

ことはその日になしとげるように心がけ、公益優先の経営姿勢をつらぬいておりま

す。しかしそうは申しましても、無尽会社を生かすも殺すもひとえにそれぞれの地

域の皆様しだいであります。私どもといたしましては県民の皆様のますますのお引

き立てを賜りまして、銃後の国民の職域奉公の誠をいっそうなしえることができま

すれば、幸いに存じるしだいであります」

　昭和 18 年 3 月中旬の昼前のことである。

　南予無尽の本社から着飾った男女の群れが大通りへでてくると、ほそながい列を

つくって民家が軒をよせあう小径へはいっていった。学生服の者も数人いるが男た

ちはスーツの下にベストとネクタイの正装である。女たちは着物姿なので草履の足

もとを気づかいながら、そろそろとあとにつづいていた。みんなハレ日の装いなの

だが、うきうきした様子はなく表情は硬い。列は民家の小径をぬけるとゆるやかな

坂道を少しのぼり、鬼ヶ城山系の麓にある宇和津彦神社の境内についた。三脚の上

にカメラをのせて準備をしていた写真屋が、集まってきた男女に声をかけ、正面の

石段の方へ移動するようにうながした。カメラは本殿にあがる手前の十数段ほどの

石段へむけてすえられている。さっそく役職の軽い若い者から石段をあがり、横に

ならんだ。右隅をすこし女性用に残し、いっぱいになると下の段にうつった。こう

して石段を社員でうめ、一番下の段に、社長の文野をなかにして南予無尽の重役陣

がずらっとならんだ。写真屋が片手をあげて合図をし、明るくなった春の日ざしへ

向けて一同が目をほそめたとき、シャッターがおりた。

　記念撮影が終わると、通ってきた坂道を下って本社に帰り、みんなは 1階の会議

室で南予無尽の解散式をした。北の八幡浜から南の御荘まで、各支店からも全員が

本社へ集まってきたので、室内は人で身動きができないほどだった。

　文野は最後に短くあいさつした。

　「合併して南予無尽はなくなる。愛媛無尽の社長には松山無尽の新野君が就くこ

とになった。愛媛無尽でわたしは取締役にとどまるが、西条の会社の経営や組合の

運営に専念するので、もう宇和島へくることはなくなる。日本帝国の勝利は疑わな
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いが先の見通しはまだできない。銃後のわたしたちも常在戦場である。その覚悟で

あるから、みんなとは今日でお別れだ、と思っている。南予無尽をここまで発展さ

せてくれたみんなに感謝したい。ありがとう、さようなら」

　文野があいさつで前に立ったときから、女性社員たちは目頭をおさえ、話がは

じまるとすすり泣きにかわった。短いあいさつだったが話し終えると、「社長、社

長！」と別れを惜しむ声があがった。

　その声におされるように岡は立ち上がり、胸元から巻紙を取りだすと、「謝恩の

辞！」と叫び、文野の温情あふれる人柄を慕い、高い見識に敬服する日々であった

ことを懐かしくふりかえる文章を詩吟で鍛えた朗々たる声で読み上げた。巻紙を封

筒におさめ岡が文野に手渡すと、文野は大粒の涙をこぼしていた。先見の明があっ

た三宅が立ち上げ、若い高田が情熱を注いで発展させた会社だったが、去るにあ

たってこんなにまで気持ちを寄せてくれる南予の人たちの細やかな情感がうれし

かった。

　南予無尽本社は合併後、愛媛無尽宇和島支店と看板をつけかえ、従前に変わらず

営業をつづけたが、昭和 20 年 7 月の空襲で社屋の内部は焼け落ち、使えなくなっ

た。それで戦後はしばらく、支店を出目にある高田の実家に引っ越し、ほそぼそと

営業をつづけた。

　文野俊一郎は昭和 30 年 5 月に西条市長に就任し、2期目の任期途中の 34 年 11

月に病没した。葬儀にはたくさんの市民が街道をうめ、文人でもあった市長との別

れを惜しんだ。

謝恩の辞（封筒と巻紙）
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コラム
南予無尽あれこれ

　南予無尽株式会社の創業者は三宅清

忠である。大正 12 年に市立宇和島商

業学校が甲種に昇格したころ、同校へ

商業科の教師として赴任した。支援者

を募り、営業無尽をはじめたのは昭和

6年 10 月のことで、宇和島市長の高

橋作一郎（戦後、愛媛相互銀行社長・

会長）を介して大蔵省へ営業許可を申

請した。しかし時勢は政府による無尽

業の整理・統合がすすめられており、

免許はなかなかおりなかった。三宅は 7年 5月に学校を退職し、無尽会社の営業を本格的

に始めた。教え子も何人か入社した。その一人の神野勇は、設立時のことを次のように書

き残している。「三宅清忠とゆう人、今治の人と記憶して居るが、教員に不似、頭の冴えた

人で支配人に仲井喜六と云う口八丁、手八丁の敏腕家を据え、一市、宇和四郡、喜多郡を

営業範囲として発足した」（「愛媛相互銀行十年誌」）。

　念願の免許がおりたのは 7年 10 月である。無尽金融への資金需要は旺盛で業績は飛躍的

に伸びた。三宅は南予一の経済圏だった八幡浜へ事業の拡大をはかるなか、11 年 2 月に明

るみになった不正融資疑惑の責任をとって社長を退いた。三宅が去ったあとの経営を引き

継いだのは、三宅の親戚で、西条町の素封家の文野俊一郎（30 年から二期西条市長を務め

た）である。文野は西條町長（16 年からは西条市長）へ転じていた高橋作一郎へ協力を依

頼し、高橋は娘婿の高田周蔵を監査役として南予無尽へ入社させ、企業経営と金融業を学

ばせた。

　写真は創業十周年を記念して、17 年 2 月、本社の近くの宇和津彦神社で撮られたもので

ある。最前列中央の文野俊一郎は社員の信望が篤く、18 年 3 月に会社が愛媛無尽へと発展

的に解散したとき、全社員が連名で謝恩状を手渡している。

　ところでこのほど、この集合写真に写っている男女 56 名の氏名が判明した。しかし創業

者の三宅清忠は当然ながら写っていない。市立商業学校の職員写真は入手できたが、どれ

が三宅先生なのか、特定できないでいる。この南予無尽の写真の社員の御子孫で、三宅社

長の写真をお持ちの方はいないだろうか。何かお気づきのことがあれば、ぜひ百年史編さ

ん室までお知らせください。（その後三宅社長の写真は入手できた）

宇和島の繁華街（大正時代）
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南予無尽集合写真（昭和17年）

1� 田倉　　正� 2� 二宮　修照� 3� 日田高治郎� 4� 立花　良一� 5� 斧　　豊吉� 6� 高田　重行
7� 玉井　恒雄� 8� 宮野　俊郎� 9� 松本　健吉� 10� 佐藤依次郎� 11� 宇多賀　智� 12� 清水　邦男
13� 島川　芳子� 14� 兵頭　和子� 15� 小野　松男� 16� 二宮　茂則� 17� 山口　義久� 18� 清家　　禎
19� 貴田　定男� 20� 山崎　輝行� 21� 田村　　裕� 22� 中川　幸子� 23� 酒井　　郁� 24� 亀岡　政吉
25� 太田　音吉� 26� 宮岡豊治郎� 27� 兵頭　頼明� 28� 末武春治郎� 29� 土居　　昇� 30� 薬師寺儀太郎
31� 佐藤　平市� 32� 松本　美高� 33� 月海　歳子� 34� 石村十三日� 35� 太田猪之介� 36� 二宮　清春
37� 渡辺　　豊� 38� 都築　　巌� 39� 酒井一二三� 40� 小島　淳之� 41� 竹内　五郎� 42� 蕨岡　　正
43� 大谷　清登� 44� 谷本スゞノ� 45� 梅木　邦子� 46� 徳本　蝶子� 47� 阿南　稲子� 48� 好倉　春雄
49� 池田支治郎� 50� 小谷　清吉� 51� 笹尾　光宗� 52� 大内　守江� 53� 武田茂喜智� 54� 西蔭サツキ
55� 村上トシ子� 56� 池田　貞儀


