
序言

序言

住吉組‧住吉秀松次男

住吉弘光

父親住吉秀松於1928年（昭和3年）10月去世時我才2
歲半，很遺憾地幾乎沒有父親的相關回憶。我懂事以來有

記憶的是被稱為「女社長」，一心專注住吉組事業的的母

親(タツ)身影。
那個強勝過男人的母親，她的生活態度是我生涯的

砥礪。

我畢業於花園小學校、台南一中，1942年（昭和17
年）至台北高等學校就學、1945年（昭和20年）進入仙台
的大學。

大學畢業後，於1948年（昭和23年）進入積水化學已
是戰後，因母親、兄姐等家人都已被遣返日本，所以大學

畢業後沒有再回去過台南的家。

此外，我自己只有中學4年級以前生活在台南，關於
台南的情況並不是很清楚。

此次，李文雄先生出版關於住吉組、住吉秀松以及家

族的書，為我填補了生命記憶的空白，真心感到高興，感

謝之意難以言喻。
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2019年4月舊台南消防署重新修復為消防史料館，舉
辦父親住吉秀松「台南消防的先驅者」之展示。當時我已

93歲，最初非常猶豫是否參加開幕式，最後在內人及外甥
們的鼓勵下總算完成參加。

初次見到李文雄先生，不但收集了許多過去的報紙、

資料，也為住吉秀松製作了木彫記念牌。此外，回國後所

有參加開幕式的親族，都收到他寄來很有份量的照片集。

承蒙對住吉組的歷史、父親秀松的過去，以及現在家

族的厚愛，由衷感謝。

最後，回饋李文雄先生的心意，我誠摯期望甥、姪後

輩們能盡力延續日本與台南的友好關係。
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序言

序

住吉組・住吉秀松の次男

住吉弘光

　父・住吉秀松が１９２８年（昭和３年）１０月

に死去の折、私は２歳半であり

父への思い出は残念ながら殆どありません。私が

物心ついた頃から覚えているのは、「女社長」と呼ば

れ住吉組の事業に専念している母・タツの姿でした。

あの男勝りの母の生き様こそが、私にとって生涯

の励みとなっています。

私は花園小学校、台南一中を経て１９４２年（昭

和１７年）に台北の高等学校へ、そして１９４５年

（昭和２０年）に仙台の大学へ入学しました。

私が大学を卒業し、積水化学に入社した１９４８

年（昭和２３年）はすでに終戦であり、母も兄姉も家

族皆が日本へ引き揚げていましたので、私は大学卒業

後に台南の家へ戻ることはありませんでした。

従って私自身が台南で暮らしたのは中学４年まで

であり、台南のことについて私が詳しく知っている訳

ではありません。

このたび李文雄さんが住吉組・住吉秀松とその家

族について本にまとめてくださり、私の思い出の空白
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を埋めてくださったことは、誠に嬉しいことであり、

感謝の念に堪えません。

２０１９年４月には旧台南消防署がリニューアル

されて消防史料館となり、

父・住吉秀松が「台南消防の先駆者」として展示

されることになりました。

そのとき私は９３歳であり、当初は開幕式への参

加を躊躇しましたが、

家内や甥たちに励まされて何とか参加することが

できました。

そして初めて李文雄さんにお会いしましたが、昔

の新聞や資料を沢山集めて

くださり、住吉秀松の木彫りの記念楯も作ってい

ただきました。また帰国してからは、分厚い写真集を

開幕式に参加した親族全員に送ってくださいました。

住吉組のこと、父・秀松のこと、家族のことをこ

んなにも大事にしていただき、本当にありがとうござ

います。心から御礼と感謝を申しあげます。

あとは李文雄さんのお心を受け止め、甥・姪たち

が日本と台南との友好を大切

に繋げてくれることを切に願っています。
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鶯料理創業者天野久吉孫

台南消防之父住吉秀松孫

日本台南友好會代表

天野朝夫

我第一次見到李文雄先生是2015年6月、賴清德台南
市長在台南→大阪直航班機就航前來到大阪，順道行銷芒

果之際。當時莉莉水果店的老闆，也是台南歷史研究家李

文雄先生與賴市長同行，在大阪中央公會堂有一場關於台

南的演講。

他聽說我是鶯料理創業者天野久吉的孫子，感到特別

喜悅，講演的多半時間都在談論鶯料理。此後，李文雄先

生和我之間開始萌生友誼，至今仍是密切往來的好朋友。

我這6年來、每年冬天都到台南長住1∼2個月，在台
南期間多次拜訪李文雄先生，一直受到他多方照顧。

我家在台南的歷史，李文雄先生如數家珍，比我還

清楚，2018年將鶯料理的歷史、記憶整理成《歸鄉細
語》一書。

這次，再度出版關於外祖父住吉秀松創業的住吉組及

其家族，我感到十分高興。我的雙親在戰後被遣返日本，

當時只有帶回幾張照片，現在雙親已故，也幾乎沒有在台

南住吉組的資料。李文雄先生研究鄉土歷史過程中，爬梳
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出許多過去的報紙等，關於我和住吉組的事，多是李文雄

先生告訴我的。

我的伯父住吉勇三（住吉秀松的長男）是「日本國台

南會」（被遣返日本的台南人會）會長，雖然一直以來

很珍惜和台南的關係及友情（台南公園的東屋有記念匾

額），但是現在伯父已去世、許多遣返者也相繼辭世，我

希望能藉「日本台南友好會」，扮演連結下一個世代年輕

人的友好橋梁。

再次感謝李文雄先生的盡心盡力，同時我對台南友好

的想法也日益堅定。感謝台南！感謝李文雄先生！
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序言

序

鶯料理創業者・天野久吉の孫

台南消防の父・住吉秀松の孫

日本台南友好の集い　代表

天野朝夫

私が初めて李文雄さんにお会いしたのは２０１５

年６月、頼清徳台南市長が台南⇔大阪直航便の就航を

前に芒果の宣伝も兼ねて大阪へ来られたときでした。

その折、莉莉水果店のオーナーであり台南の歴史研究

家でもある李文雄さんは

頼市長に同行され、大阪中央公会堂で台南につい

ての講演をされました。

そのとき私が鶯料理の創業者・天野久吉の孫であ

ることを知って大変に喜ばれ、

講演時間の多くを鶯料理についてお話されていま

した。それ以来、李文雄さんと私との友情が芽生え、

今も親しくお付き合いさせていただいています。

私はこの６年間、毎年冬の１～２月に台南ロング

ステイを続けていますが、

台南滞在中は何度も李文雄さんを訪ね、いつも大

変お世話になっています。

我が家の台南での歴史については、李文雄さんの

方が私よりも詳しいくらいで、２０１８年には鶯料理
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の歴史や思い出を「歸郷細語」として本にまとめてい

ただきました。

そしてこのたびは母方の祖父・住吉秀松が創業し

た住吉組とその家族について、

再び本を出版いただき本当に嬉しく思っていま

す。私の両親は戦後の引揚者であり、僅かの写真を持

ち帰ったくらいでしたが、その両親も今は亡く、台南

での住吉組に関する資料等も殆どありません。李文雄

さんは郷土の歴史を研究されるなかで昔の新聞等も沢

山探し出され、私は住吉組に関する多くのことを李文

雄さんから教わりました。

私の伯父・住吉勇三（住吉秀松の長男）は「日本

国台南会」（引揚者会）の会長として台南との絆・友

情を大切にしてきましたが（台南公園の東屋に、記念

の額があります）、今はその伯父も亡く、また多くの

引揚者も亡くなっていくなか、私は「日本台南友好の

集い」のもと、次世代のそして若い人々への友好の橋

渡しができればと考えています。

李文雄さんのご尽力に改めて感謝するとともに、

私の台南に対する友好の思いを一層強くしている次第

です。感謝台南！感謝李文雄様！
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解碼歷史 串起記憶

葉瓊霞

台南是個底蘊深邃的城市，對台南的理解由淺到深可

以形成一道彩虹光譜，每個人都有一套「說到台南不可不

知」的關鍵字，其中，莉莉水果店/李文雄，絕對是最具
共識的交集之一。閒步府城巷弄後，到此享用各種應時水

果，是與氣候節氣同步共感的方式，莉莉所代表的意義早

就超越美食層次，深化為府城鄉愁之味。而李大哥本人潛

心在地文史多年，出版《莉莉水果有約》摺頁月刊，也讓

莉莉身兼美食與人文的雙重價值。

個人以為，李大哥對府城文史的關注是一種同心圓式

的開展，以莉莉為圓心，緩緩向孔廟周邊擴散出去，向外

輻射。他成長的這個區域是台南歷史記憶最豐富的地方，

各個時代都在此留下統治經營的足跡，這裡堪稱是台南地

景變化最劇烈的區域。以地理位置來說，涵蓋孔廟、福安

坑溪、地方法院宿舍、台南大學附小、石像（湯德章紀念

公園）、測候所、鶯料理⋯⋯等，以主題而言，舉凡建築

更迭、老樹凋零、歷史記憶、人物脈絡⋯⋯等，都是他的

守備範圍。本書是他近幾年深研的主題，仍是石像、合同

廳舍（消防史料館）、鶯料理、東市場的地理範圍，特別
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致力於梳理這幾個地點背後幾個日本家族的脈絡，包括天

野家族、住吉家族、近藤家族等，而在他的努力之下，不

但與這幾個家族的後代建立連結，並見證了他們返台尋

根、重履故居、尋回家族墓碑並捐贈臺史博等等令人動容

的奇幻歷程。李大哥的文章彷彿魔法，在日日可見的台南

地景之下，讓我們透視到其中隱藏的這些人物脈絡、家族

故事，瞭解以後，我們再看測候所、鶯料理、合同廳舍，

就更能感受其立體的歷史厚度，也為百年間的世事流轉駐

足嘆息。

愛台南易，知台南不易，因為知台南需要一些功底，

才能穿透表象、揭示歷史內蘊。從這個角度看，李大哥本

書確實是以家族史脈絡破譯台南地景密碼的絕佳示範，謹

為序如上。
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序

歴史の解読―記憶を繋ぐ

葉瓊霞  

台南は奥深い都市です。台南に対して、表面的な

理解からさらに深い知識へと、知識の濃淡を一筋の虹

のごとく呈しています。誰もが自分だけの「台南と言

えば、知っておかなければならいこと」というキーワ

ードがあり、その中でも、莉莉果物屋の李文雄さん

は、皆が認める、最もこもごも集まる場所と言っても

過言ではありません。古都の巷の散策の後、ここでさ

まざまな旬の果物を味わうことは、気候と季節と共に

歩む方法です。莉莉が表する意味は、もはやグルメの

レベルを越え、古都への郷愁と化した味になっている

のです。李さん自身は、長年、地元の文学と史学に打

ち込み、莉莉果物からのお誘いで『莉莉水果有約』の

折り込みの月刊誌を出版し、莉莉にグルメと人文を兼

ねた二重の価値を与えています。

個人的には、李さんの古都の文学と史学に対する

関心は一種の同心円的な展開で、莉莉を中心として緩

やかに孔子廟周辺へと拡散し、外側へと放射して行く

のです。彼が育ったこの区域は、台南の歴史的な記憶

がもっとも豊富な場所で、それぞれの時代はすべてこ

こに統治の営みの足跡を残し、ここは台南の風景がも

っとも激しく変わった場所と言えます。地理的な位置
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から、孔子廟、福安坑溪、地方裁判所の宿舍、台南大

学付属小学校、石像（湯德章記念公園）、気象観測

所、鶯料理など、おおよその建築物が変わり、老木の

枯死、歴史の記憶、人物の関係など、すべてが彼の守

備範囲なのです。本書は彼がここ数年研究を重ねた主

題で、やはり石像、合同庁舍（消防史料館）、鶯料

理、東市場の地理的範囲、特にこれらの背後にあるい

くつかの日本家族との関係の理解に努めており、それ

には天野家、住吉家、近藤家なども含まれています。

そして、彼の努力によって、このいくつかの家族の子

孫と繋がり、彼らが台湾にルーツを求めて旧居に戻っ

て、家族の墓碑を探し出して台湾歴史博物館に寄付す

るなど、人を感動させる幻想的な歩みの証人となった

のです。李さんの文章はあたかも魔法のようで、毎日

見られる台南の景色に隠されていたこれらの人間関

係、家族の物語を私たちに透視させてくれました。そ

れらを理解した後で、さらに気象観測所、鶯料理、合

同庁舍などに目を向けると、歴史が立体的で深さが感

じられ、百年間の世の移り変わりにも、思わず足を止

め、ため息をつかずにはいられません。

台南を愛することは易し、されど理解することは

難し、です。なぜなら、台南を理解するには、基礎的

な知識があってこそ、上辺をつき、歴史の深さを明ら

かにできるからです。この点から見ると、李さんのこ

の本は、確かに家族史の関係から、台南の景色を解読

するのにもっとも良い手本だと言えます。

以上をもって序文とさせて頂きます。
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府城的春天，花朵綻放，綠葉再現，大地充滿生機，

坐在店裡向孔廟望去，有楓香，有大花紫薇，有小葉欖

仁，有金龜樹，有榕樹，更遠的還有雨豆樹和住在孔廟裡

面的老樹們⋯，筆者想起孔廟的百年老榕樹，記憶中的那

一棵，曾經的杏壇夏蔭，如今不復相見，一張張老榕樹的

相片，有著遺憾，有著想念，有著期待。

其實，一直另有一個遺憾和期待，在心中牽掛著。

臺南這座數百餘年古城，歷經不同的統治者，從有記

載的荷據時期、明鄭時期、清代、日治時期、戰後，乃至

今時，時間在這座城市刻下印記，在記憶裡面，深深地影

響著這片土地，每一座古蹟除了有著時代性的建物外觀，

更保留著某個時代的群體記憶。2019年4月15日，臺南市
消防博物館正式落成，此館為一歷史建物，距今有80年之
久。館內除了介紹消防設備進展，特闢一專區介紹臺南消

防之父：住吉秀松。住吉秀松先生不僅於建立臺南消防制

度有功，更多次帶領部屬建造臺灣多處鐵路工程及其他重

要建設，其行事為人正直，樂於助人，顧念貧苦，曾為清

寒學生設立獎學金。時移易宜，這段珍貴的歷史逐漸被淡

忘，縱然建物尚存，住吉秀松及其家族的事蹟卻鮮少有人
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記得。臺南消防博物館的成立，終能將這段歷程再次迴盪

在眾人心中。

2019年6月底，前立委高思博先生前來拜訪筆者，表
達願意將自宅贈與臺南市作為市定古蹟，這座位於青年路

的古宅正是住吉秀松及其家族在臺南的故居。住吉家族返

日後，此宅歷經多位屋主，最後由高錦德一家和黃滿女士

共同持有至今。住吉家族門第顯赫，其家宅規模與建築手

法更顯氣派細緻，且建物至今保留完整，是臺灣難得一見

的日式住宅；再者住吉家族對臺灣和府城的貢獻，將此宅

列為古蹟已是文史界的多年盼望。消防博物館成立後的這

一年，經市政府與民間文史工作者的奔走之下，住吉老宅

終於成為臺南市定古蹟。期盼此處日後能成為住吉秀松史

料館，以嶄新的樣貌，再現風華，成為臺南另一新地標。

古都府城，是我們的家鄉，也是曾經生活在這裡的日本人

所思念的故鄉。隨著歷史的腳步，回到過去，再次細聽他

們的故事和說不出的鄉愁。

三月的黃花風鈴木，靜靜地盛開，以滿地的黃，向住

吉秀松及其親族們致敬，為著他們過人的毅力和勇氣，永

存歷史的篇章。

作者 
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序言

序

城の春、花は咲き乱れ、緑葉が萌え出、大地には

活力が漲っています。店先に腰かけて孔子廟を眺めれ

ば、楓（フウ）やバナバ、マダガスカル・アーモン

ド、金亀樹、ガジュマルなどの木々が並び立ち、その

向こうにはレイン・ツリーや境内に立つ種々の大木も

望めます。思い出されるのは孔子廟にあった樹齢百年

のガジュマルです。かつて私たちが「杏壇夏蔭」（杏

壇は孔子が弟子達に向けて講義を行った場所）と呼ん

でいたその木とは、もう記憶の中でしか相見える事が

叶いません。あの老いたガジュマルの写真を一枚一枚

見返す度に、心には遺憾の念や、懐かしさや、期待の

念がこもごもに湧いて参ります。

　

実をいえばもう一つ、長らく私の心の奥にわだか

まっていた遺憾と期待の念がありました。

数百年の歴史ある古城・台南は、幾つもの異なる

勢力による統治の時代を経てきました。初めて史料に

記載が見られるオランダ統治期以降、鄭氏政権期、清

朝時代、日本統治期、そして戦後と。そうした過去の

時間は今日なおこの町にしっかりと刻みつけられてお

り、その記憶はこの土地に深い影響を与えています。
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住吉組追懷錄――明治33年

どの旧跡であれそこにあるのは単に各々の時代の特徴

を具えた建物だけではありません。加えて、その時代

の集合的記憶というものが留められているのです。

2019年4月15日、台南市消防博物館が正式に開幕しま

した。この施設は80年もの長きに渡り、歴史的建築

物として存在してきました。館内には消防設備の発展

過程が紹介されている他、台南消防の父である住吉秀

松氏を紹介するコーナーも特別に設けられています。

住吉秀松氏の功績は台南に消防制度を整えた事に

留まらず、部署を率いて台湾各地に鉄道を敷設したり

数々の重要な施設を建造しました。品行方正にして人

助けを厭わず、貧しき人を思いやり、苦学生の為の奨

学金制度を設立した事もありました。されど時代も世

の中もめまぐるしく移り変わり、かの得難き日々は

人々の記憶から薄れていきました。建物が残ってはい

ても、住吉秀松氏とそのご家族の足跡を憶えている者

はもうほとんどいなくなっておりました。しかし台南

消防博物館が開館した事により、かの時代の出来事

が、再び民衆の心の中に響き渡るようになりました。

16



序言

2019年6月末、元立法委員（国会議員）の高思博

氏が私を訪ねて来られ、「自宅を台南市に市指定古跡

として寄贈したい」と仰いました。青年路にあるその

ご自宅とは、かつて住吉秀松氏がご家族と台南で生活

を営まれていた時の住居です。住吉家が日本へ帰られ

た後、この家屋は複数の人の手に渡り、最後には高錦

徳氏一家と黄満女史が共同で所有し今日に至ります。

住吉家は大家族で、家屋の規模といい建築手法とい

い、立派な風格を具え、かつ細部まで趣向が凝らされ

ています。今日なお当時のままの姿を留めている、台

湾全土でも極めて珍しい日本家屋です。その上住吉家

が台湾および台南に為した貢献を鑑みて、この建物を

古跡に列する事は人文歴史界の積年の願いでありまし

た。そして消防博物館開館後のこの一年間、台南市お

よび民間の歴史研究者の奔走の末、めでたく住吉家旧

居が台南市指定古跡に列せられる事となりました。こ

の場所が将来「住吉秀松史料館」として往年の風格を

十全に蘇らせ、台南の新たな名勝となる事を強く望ん

でおります。
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住吉組追懷錄――明治33年

古都府城、それは私共の生まれ故郷であり、又か

つてここで暮らした日本人が懐かしむ故郷でもありま

す。歴史の足跡に沿って過去を遡り、彼らの物語と言

い表し得ない郷愁の念にあらためて耳を傾けたいと思

います。

三月、風鈴木の黄色い花が静かに満開を迎えてい

ます。地上を埋め尽くすこの黄色をもって、住吉秀松

氏とご親族の皆様に敬意を表したく思います。彼らの

傑出した意志の力と勇気は、永久に歴史の一章に刻ま

れる事でしょう。

 筆
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 磐石勇者 
住吉秀松及其家族的故事

 磐石の勇者 

住吉秀松、及びその家族の物語
     

作者／李文雄

日譯／葉蓁蓁

西元2019年4月15日，臺南消防史料館正式揭幕，此
館建於日治時期，當時名為「臺南合同廳舍」，現為臺南

市定古蹟，建物本身已有八十多年的歷史。館內除了展示

多項消防硬體設備，也特別紀念一位日本人住吉秀松先

生，他是臺南消防之父，是府城日治時期第一代消防組組

長。這一天，有一群日本人受邀前來觀禮剪綵，其中一位

為住吉秀松的次子：住吉弘光先生，一行人一共九位，於

揭幕式的前兩天抵臺，入住臺南大飯店。筆者特為這幾位

貴賓準備台灣水果禮籃，事先放置於每個房間，每方籃中

置有一朵盛開的百合花和臺灣特色水果，以此作為莉莉水

果店的迎賓禮。

住吉秀松及其家族的故事
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2019年4月15日、台南消防資料館が正式に開幕し

た。この建物は日本時代に建てられた。当時の名は

「台南合同庁舍」といい、現在は台南市の古跡に指定

されている。館内には消防設備があるほか、日本人、

住吉秀松氏を記念している。彼は台南の消防の父であ

り、日本時代の台南における初代の消防組の組長であ

る。この日、ある日本人の一行が式典の参観とテープ

カットに招かれた。その中に、秀松の次男、弘光の姿

があった。彼ら一行、九人はオープニングセレモニー

の二日前に台湾に到着し、台南大飯店に泊まってい

た。筆者は彼らのために台湾の果物の詰め合わせを特

別に用意し、事前に部屋ごとに置き、どの篭にも台湾

産の特色ある果物と咲いた百合の花を一輪そなえ、莉

住吉組追懷錄――明治33年

▲台南消防史料館揭幕
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莉フルーツ店の歓迎の印とした。

揭幕式前一天晚上，筆

者受邀前往阿霞飯店與這群

日本朋友共進晚宴。這是筆

者第一次見到住吉弘光先

生，見面後，他頻頻向筆者

道謝並誇讚臺灣水果相當好

吃，彷彿我們已經認識許

久。尚未見到弘光先生之

前，雖已從許多文史資料和

老照片認識他的父親和他的

家族故事，但是能夠親見照

片中的住吉家族成員，筆者

內心感到相當的感動。

開幕式の前の晩、筆者は招かれて阿霞飯店に赴

き、日本から来た友人たちと宴会の席を共にした。そ

こで筆者は、初めて弘光にお会いした。彼は筆者に

お礼を言い、しきりに台湾の果物の美味さを褒めたた

え、私を旧知の友人のように接した。弘光にお会いす

る前から、すでに数多くの史料と古い写真から彼の父

親と家族の物語を知っていたが、写真で見た住吉家族

の方々にお目にかかれたことに、この上ない感動を覚

えた。

住吉秀松及其家族的故事

▲消防組老照片
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住吉弘光現年93歲，身形瘦小，雙手拄著拐杖，步
行緩緩。據其妻子住吉和子所言，他的年紀與身體健康狀

況，長途旅程相當辛苦，但是弘光先生在日本聽聞這項消

息，馬上表達想來參加揭幕式的強烈意願，因為與許多曾

經生活在這裡的日本人一樣，臺灣是他們另外一個故鄉。

弘光は現在93歳、小柄で痩せており、両手で杖

をつき、歩行が緩やかであった。ご婦人の和子さんに

よると、弘光の年齢と健康面から、長旅は難しいが、

日本でこのニュースを聞きつけた時、直ちに式典に参

加したいと強い意向を示した。なぜなら、彼もかつて

ここで生活した多くの日本人と同様、台湾は住吉家の

もう一つの故郷であるからだ。

揭幕典禮上，

由臺南市長黃偉哲

先生頒發感謝狀給

住吉弘光先生，而

住吉弘光先生代表

親族捐贈五十萬日

圓 給 臺 南 市 消 防

局。互贈儀式結束

後，眾人前往史料館外，進行剪綵儀式，啟用典禮在圓形

綵球降下之後，圓滿落幕。弘光先生時而安靜在一旁聆

聽，眼眶泛著淚光，時而眼目望向天空，彷彿進入回憶的

住吉組追懷錄――明治33年

▲住吉弘光代表親族捐贈献台南市消防局
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深處，尋找家族曾有的蹤跡。

開幕式は、台南の黄偉哲市長から住吉弘光氏に感

謝状が贈られ、住吉弘光氏は親族を代表して日本円

五十万円を台南市消防局に贈った。互いの贈呈儀式を

終えると、一行は史料館に向かい、テープカットの儀

式を行い、式典のくす玉が割れ、垂れ幕が降りて式典

が円満に終了した。弘光氏はそばで静かに耳を傾け、

涙ぐんでおり、ときどき目を空に向け、あたかも遠い

思い出の中から家族のかつての足跡を探しているよう

だった。

依據歷史紀錄，日治時期不少的日本人前往臺灣發

展，部份的日人在此成家立業，死後葬埋臺灣，住吉秀松

便是其中一位。甲午戰爭結束後，臺灣成為日本殖民地，

日本政府當時對臺政策以安定民心以及經濟開發為主，因

住吉秀松及其家族的故事

▲市長黃偉哲回贈頒發感謝狀
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此首要的在臺建設便是建立縱貫臺灣南北的鐵路設施。

記録によると、日本時代には数多くの日本人が台

湾で根付いて、自立して生活を営んでいた。そして、一

部の日本人はそこで事業を起こし、家族を持ち、死後は

台湾に埋葬された。秀松もその中の一人であった。日清

戦争終結後、台湾は日本の植民地となり、日本政府は当

時、台湾に対する政策によって民心を安定させ、経済開

発を主とした。そのため、台湾での建設は南北を縦断す

る鉄道施設が第一に重要なこととなった。

明治31年，時任總督兒玉源太郎，任命後藤新平接任
臺灣總督府民政局長。後藤新平接下縱貫鐵路的工程，聘請

多位日本鐵道技師，以長谷川謹介為技師長，他親自挑選赴

臺的部屬以及承包商，預備一起前往臺灣。長谷川選擇的日

本當地營造業者有鹿島組、大倉組、久米組、吉田組、澤井

組、志岐組、佐藤組等七間公司，都是當時一流的鐵道建設

業者，此七間承包商再各自尋找前往臺灣的分包業者。當時

的鹿島組組長鹿島精一，特別邀請住吉秀松加入臺灣鐵道營

造工程，至此開啟了住吉在臺灣精彩的一生。

明治31年、時の児玉源太郎総督は就任して、す

ぐであり、後藤新平を台湾総督府の民政局長に任じ

た。後藤新平は縦断鉄道の工程を受け継ぎ、多くの日

本人鉄道技師を雇った。長谷川謹介を技師の頭とし、

彼自ら台湾に赴く部下と請負業者を選び、共に台湾行

住吉組追懷錄――明治33年
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きの準備をしていた。長谷川が選んだ日本と現地の建

設業者には鹿島組、大倉組、久米組、吉田組、澤井

組、志岐組、佐藤組など七社の会社であった。これら

はどれも当時一流の鉄道建設業者で、この七つの建設

会社が請け負い、さらにぞれぞれが台湾に赴いて下請

け業者を探すこととなった。当時の鹿島組組長の鹿島

精一は、特別に秀松を台湾鉄道の建設工程に誘った。

そこから住吉の台湾における素晴らしい一生が展開さ

れた。

住吉秀松，生於明治5年(西元1872年)2月28日，出生
地在今廣島縣吳市，與日本武將織田信長有血緣關係，他

的親族之中也有姓織田者，其家紋與織田信長相同，同為

五瓜唐華。

秀松は、明治5年（1872年）2月28日に現在の広

島県呉市に生まれ、日本の武将織田信長の子孫だっ

た。彼の親族にも織田姓がおり、家紋も織田信長と同

じく織田木瓜（もっこう）であった。

住吉秀松從事土木建築請負業(今營造業)，隸屬於鹿
島組，當時負責日本國內奈良鐵道工程，明治33年11月，
住吉秀松隨鹿島組來臺參與了許多重要建設工程：鐵路建

設有：下淡水線鐵橋(高屏溪)工程、曾文溪線、阿里山鐵
道、濁水溪線、集集線、宜蘭線等；水利建設有：烏山頭

住吉秀松及其家族的故事
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水庫、日月潭水力

發電工程、臺北橋

等，以上工程大

多完工於大正年

間。明治41年 (西
元1908年)，住吉
秀松開始以「住

吉組」之名獨立負責多項營造工程，其商標「力」代表屬

於鹿島組系列。公司創立之初困難重重，其一為資本額有

限，其二為發包施工中損失了許多金錢，但由於工程做得

相當好，多次受到各界的信賴與肯定，因此「住吉組」逐

漸在臺灣土木建築業界建立好口碑，幾年努力之後，住吉

組終成為南臺灣建築營造業霸主。

住吉組追懷錄――明治33年

▲集集遂道

▲下淡水鐵橋
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秀松が、従事していた土木建築請負業（現在の建

設会社）は、鹿島組に属し、当時、日本国内の奈良鉄

道の工程を受け持ち、明治33年11月、秀松は鹿島組

に付いて来台し、数多くの重要建設工程に参加した。

鉄道建設には、下淡水線鉄道（高屏渓）工程、曽文渓

線、阿里山鉄道、濁水渓線、集集線、宜蘭線などがあ

る。水利建設には、烏山頭水庫、日月潭水力発電工

程、臺北橋など、以上の工程の大半は大正年内に完

成した。明治41年（1908年）秀松は「住吉組」の名

で独立し、数多くの営造工程を担当し、その商標の

「力」は鹿島組の系統であることを表している。会社

創立当初は困難の連続だった。その一つは、資本額に

限りがあること。二つ目は、請負工事中に多くの資金

の損失があったことだが、工程がかなりよくできてい

住吉秀松及其家族的故事

▲台北橋開通
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たため、各業界から認められ、信頼を得ていた。「住

吉組」は徐々に台湾土木建築業界で好評を博し、幾年

かの努力の末、ついに台湾建築営造業の頭となった。

此時的日本政府正大力建設臺灣，隨著工程的進展，

住吉秀松及住吉組的腳蹤逐漸遍布全島。住吉秀松為人勤

儉，行事低調，即使後來事業有成，他坐火車前往外地時

都是穿著足袋鞋，加上綁腿，坐三等車廂去。如果要前往

總督府覲見官員，先穿著足袋綁腿，然後把厚膠鞋和西裝

放入鱷魚皮箱裡，到達目的地之後再換穿正式服裝。

当時の日本政府は大々的に台湾の建設を推し進め

ており、工程の進展に伴って秀松と住吉組の足跡は

徐々に台湾全土に広がっていった。秀松の人柄は倹約

家で、控えめであった。その後、事業が成功しても、

彼は汽車で他の場所に向かう時は、いつも地下足袋に

巻脚絆で三頭席に乗っていた。総督府で官員に謁見す

るときは、まず地下足袋を履いて巻脚絆で出かけ、底

の厚いゴム靴と背広を鰐革のスーツケースに入れ、目

的地に到着してから、正装に着替えていた。

住吉秀松的事業逐步穩定之後，於明治44年，與中井
タツ(ta tsu)小姐結婚，此為住吉秀松第二任妻子，他的第
一任妻子，在來臺之前已過世。住吉秀松與中井多津年齡

相差約15歲，二人婚後育有六子，四女二男，皆於大正年

住吉組追懷錄――明治33年
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間出生，分別

為長女喜代子

(大正元年 )、
次 女 政 子 ( 6
年)、長子勇三
(7年)、三女幸
子(9年)、四女
公子 (11年 )、

次子弘光(15年)，夫妻二人對子女的教養相當用心，因此
六名子女皆有相當優秀的表現。住吉秀松最早的住家與工

作室位於當時臺南市壽町壹丁目乙十六番地(今中西區興
華街一帶，此街為全市最短的街道。)。大正7年，住吉秀
松正式脫離鹿島組，同年買下工作室對面的空地(此地為
清代的崇文書院)，興建兩百五十坪的日式兩層樓木造住
家，宅邸分為兩部份，一棟為住家，另一棟為辦公室。大

正8年，住吉組已遷至新住所，其址為清水町三丁目六番
(今青年路東市場大門對面)。此時的住吉秀松年約四十五
歲，已然成為臺南極具名聲與財力雄厚的土木營造業者，

他有著嚴謹的工作態度並且熱心公益。秀松先生曾經資助

了一百多位清寒優秀學生的全額學費，不論是日本人或臺

灣人。住吉秀松後來得到當時台南廳長的枝德二和警務課

長荒卷鐵之助賞識，於大正8年5月正式擔任臺南市公設消
防組組長一職。

住吉秀松及其家族的故事

▲住吉家六子女
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住吉組追懷錄――明治33年

住吉の事業が徐々に安定すると、明治44年に中

井タツさんと結婚した。彼女は秀松の二度目の妻で、

最初の妻は彼が来台する前にすでに亡くなっていた。

秀松とタツは年が15歳離れていたが、二人の結婚後

は女子が四人と男子が二人の六人の子供を育てた。

皆、大正年間に生まれ、それぞれ、長女喜代子(大正

元年)、次女政子(同6年)、長男勇三(同7年)、三女幸子

(同9年)、四女公子(同11年)、次男弘光(同15年)であっ

た。夫婦ともに非常に子供の教育を重視していたた

め、六名の子女は皆優秀であった。秀松が最初に住ん

でいた住居兼仕事場は当時の台南市寿町壱丁目乙十六

番地（現在の中西区興華街一帯で、台南市で最も短い

通りとなっている）。大正7年、秀松は正式に鹿島組

から独立し、同じ年に仕事場の真向かいにあった空き

地（清代の崇文書院の土地だった）を購入した。そこ

に二百五十坪の日本式の木造二階建て住宅を建てた。

▲住吉家
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住吉秀松及其家族的故事

住居は二棟に分けられ、一棟は居住用で、もう一棟

は事務室にした。大正8年、住吉組はすでに新しい住

所、清水町三丁目六番地（現在は青年路東市場正門の

向かい）に引っ越していた。当時の秀松は約45歳、

すでに台南では極めて有名で巨額な財力を有する土木

営造業者となっていた。彼は仕事には厳密で、公共

福祉にも熱心であった。

秀松は日本人か台湾人か

にかかわらず、百人余り

の貧しい優秀な学生の学

費を全額提供した。その

後、秀松は台南庁長の枝

徳二と警務課長荒巻鉄之

助にその才能を買われ、

大正8年5月、正式に台南

市公設消防組の組長の職

に就いた。

  消防，意指消除防患，廣義之意為預防和解決生活
中的災害，狹義之意為撲滅火災。消防一詞為一外來詞，

是二十世紀從日本引進臺灣。依據日本政府記載，日治初

期，臺灣火災頻傳且更甚於清代，推測主因為臺灣消防組

織之欠缺，故成立消防組已刻不容緩。不久之後，臺北、

基隆等地開始出現由在臺日本人成立的私設消防組。所謂
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住吉組追懷錄――明治33年

私設消防組，係指地方有志之士以個人資金或地區居民集

資而主動成立的民間消防組織。最初擔任私設消防組的成

員，多為日治時期渡海來臺的土木建築業者，他們接受日

本政府的請託，擔任各地消防組幹部，從基隆、臺北、台

中、新竹、嘉義、臺南、高雄、花蓮等地均有設立。這

些土木建築人員熟悉房屋結構，且因具備建築技術能於火

災發生時迅速拆卸房屋以撲救火災。這些來臺營造業者不

僅承包工程，同時也協助地方政府維護治安、從事消防工

作、捐款地方建設事業等。日治初期消防組組織編制主要

有：頭取(即組長)、副頭取、組頭、副組頭、小頭及消防
夫等職稱編制。

消防とは、災いを未然に防ぐこと。広い意味では、

生活の災害の予防と解決で、狭い意味では火災を撲滅す

ることであった。消防という言葉は外来語であり、二十

世紀に日本から台湾に輸入したものである。日本政府の

記載によると、日本時代初期、台湾では火災は頻繁に起

こっており、清の時代よりも多かった。その主な原因は

台湾消防組織の欠陥にあるとみなされていたため、いち

早く消防組を成立させねばならなかった。いわゆる施設

消防組とは、地方の有志者が個人の資金、或いは地域の

住民が集めた資金によって成立した民間消防組織であ

る。最初に私設消防組の人員のほとんどが、日本時代に

台湾に渡ってきた土木建築業者で、彼らは日本政府の委

託を受けて、各地の消防組の幹部を担当していた。基隆
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から台北、台中、新竹、嘉義、台南、高雄、花蓮などす

べてに私設消防組が設置されていた。これらの土木建築

員たちは、家屋の構造に詳しく、しかも建築技術を備え

ていたため、火災発生時に迅速に家屋を壊して火を消す

ことができる。台湾に来たこれらの営造業者たちは、工

程の請負だけでなく、同時に地方政府の治安を維持し、

消防の仕事に従事し、地方建設事業などにも献金した。

日本時代初期の消防組の組織編制は、主に、頭取（組

長）、副頭取、組頭、副組頭、小頭と消防夫などの職名

で編成されていた。

大正8年5月，臺南官設消防組正式成立，其址在錦
町一丁目(今民生路一段一帶)，與錦町警察官吏派出所為
鄰，由住吉秀松擔任頭取，村上玉吉擔任副頭取，其他成

員皆由日本商業聞人擔任，住吉秀松擔任臺南消防組領導

者至少超過十年以上。同年10月10日，舉辦臺南消防組成
立大典，由臺南廳警務課長荒卷鐵之助主持，住吉秀松代

表致謝詞，地點在台南公園；當天晚上在臺南公館舉辦成

立祝賀會，與會來賓超過四百人。創立臺南消防組之初，

各項消防設備闕如，但因消防組資金不足，警察局請求臺

南市民以寄附的方式，共同募集採購金，住吉秀松一人捐

出日幣三千圓以上。大正13年6月17日，臺南州知事松井
榮堯特頒發一銀盃表彰住吉秀松對臺南消防組的貢獻。

大正8年5月、台南公設消防組が正式に成立し

住吉秀松及其家族的故事
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た。その跡地は錦町一丁目（現在の民生路一段一帯）

にあり、錦町警察官吏の派出所の隣で、秀松が頭取、

村上玉吉が副頭取、その他の組員はすべて日本商業

の名士が担当した。秀松は台南消防組の指導者とし

て、少なくとも十年以上、任にあった。同年の10月
10日、台南消防組成立の式典が行われ、場所は台南

公園、当日の夜に台南公館で成立祝賀会が行われ、来

賓数はその数、四百人を上回った。台南消防組が成立

された当初、各項目の消防設備が欠如していたが、消

防組の資金が不足していたため、警察局は台南市民に

寄付金を要請し、購入金を共に募集した。秀松は一人

で、日本円で三千円以上を寄付した。大正13年6月17
日、台南州の知事である松井栄尭は、特別に銀の賞杯

を授け、秀松の台南消防組に対する貢献を表彰した。

昭和2年6月10日，臺灣總督府正式成立臺灣消防協
會，此為官設組織，當時共有三十三位會員，臺南列為第

十八番，住吉秀松職銜為臺南消防組長。住吉秀松也曾在

大正9年至昭和3年之間擔任臺南市協議會員，長達八年之
久。此時的住吉家族，其聲望已然達到高峰，然而昭和3
年10月8日，住吉秀松因胃癌與世長辭，享年56歲。於同
年10月15日舉行告別式，地點在府城西門城外的西本願寺
(今臺南市警察局第二分局一帶)，並安葬於火葬場旁，日
本人墓地(今永福路與南寧街南端)。參與告別式的人相當

住吉組追懷錄――明治33年
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住吉秀松及其家族的故事

多，除了親族及

日本政府官員，

還有許多臺灣人

也前往憑弔，送

葬隊伍綿延好幾

公里。因為住吉

秀松對臺貢獻良

多，當時的報紙

刊載許多感念住

吉秀松的表彰狀。昭和3年10月11日，臺灣消防協會會長
大久保留次郎頒發一表彰狀感念住吉秀松的貢獻。昭和4
年7月3日，臺灣消防協會頒發一座金杯贈與住吉秀松遺
族。而臺南消防組感念住吉秀松對消防的付出，特別請託

日本大阪今村銅器鑄造所製作一半身胸像，於昭和5年5月
8日，安置於臺南市消防組詰所(詰所，意為決斷處理所。)
的望火樓左側轉角消防器具置場之樓頂上，以作為永久紀

念。但此胸像目前已經遺失。

昭和2年6月10日、台湾総督府が正式に台湾消防

協会を成立した。これは官設の組織で、当時合計33
人の会員がおり、台南は18番目にあたった。秀松の

役職は台南消防組長であった。秀松もかつて大正9年
から昭和3年まで台南市協議会員を8年間にわたって

担当していた。当時の住吉家族の名声はすでに最高

潮に達していたが、昭和3年10月8日、秀松は胃がん

▲住吉秀松追思會
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のためにこの世を

去った。 5 6歳で

あった。同年10月
15日に告別式が行

われ、火葬場所の

そばにある日本人

墓地に埋蔵した。

（現永福路と南寧

街の南端）台南の

西門城外にある西

本願寺（現在の台

南市警察局第二分

局一帯）で、西本

願寺建築予定地の一帯（現在の樹林街、永福路、南

寧街と南寧街120巷の間）に埋葬された。参列者は多

く、親族以外にも日本の政府官員、さらに多くの台湾

人も参加し、葬列は延々と何キロにもわたっていた。

秀松の台湾に対する貢献度が高かったため、当時の新

聞にも住吉秀松の功績に感謝し、思いを寄せる表彰状

が多く掲載された。昭和3年10月11日、台湾消防会会

長の大久保留次郎は、秀松の貢献に感謝する表彰状を

公布した。そして、台南消防組は秀松の消防に対する

貢献に対して、大阪の今村銅器鋳造所に住吉秀松の胸

像を特別注文し、昭和4年7月3日、台南市消防組詰所

（詰所は、決裁する場所という意味）望楼の左側の曲

住吉組追懷錄――明治33年
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がり角の消防器具置き場の屋根の上に安置し、永久の

記念としていた。しかし、この胸像は現在すでに逸失

している。

安置住吉氏半身胸像的望火

樓，原名為「御大典紀念塔」，起

造於昭和3年11月10日，完工於昭
和5年，此塔為紀念裕仁天皇昭和3
年11月10日登基而建。塔上還有一
警鐘，於完工時掛上。此塔高22公
尺，有六層樓之高，是當時臺南消

防組詰所觀察火災的至高點。此塔

初命為「火見樓」，之後改稱為「望火樓」，於昭和5年4
月29日落成，同年5月8日台南消防組詰所開所式及住吉秀
松銅像除幕式，立住吉秀松半身胸像，由其長女住吉喜代

子，擔任除幕式揭幕人。昭和5年10月，日本政府在臺南
舉辦為期十天的

「臺灣文化三百

年紀念會」，展

出臺灣從原住民

時期、荷蘭東印

度公司、明鄭時

期，清代至當代

住吉秀松及其家族的故事

▲故住吉秀松胸像由長女住吉喜代子除幕式
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的文化史料及產業展，此為一文化盛事台

南多處設有展場，府城各景點裝設五光十

色且光彩奪目的燈飾；夜晚華燈初上，整

座城市儼然成了一座不夜城，美不勝收，

遊客人潮洶湧，望火樓外牆的四邊牆緣也

用電燈炮妝點得相當美麗。昭和7年4月
24日消防日，望火樓外牆又增設「火の用
心」四字，提醒民眾小

心用火；因提醒成效頗

佳，此「火の用心」四

字便被永久保留於望

火樓牆上，成為當時

一顯著地標。昭和13
年，望火樓增建為「合同廳舍」，將原有的高塔向左右擴

建，高塔左右兩側增建物有三層樓高，此廳舍建物即為今

臺南消防史料館的前身。昭和13年5月28日，臺南合同廳
舍正式落成，共耗資十三萬日圓。「合同」指的是役所或

官廳建築物，「廳舍」是指不同單位的聯合辦公處所，臺

南合同廳舍包含有三個公家單位：錦町派出所、消防組詰

所、以及警察會館。

秀松の胸像を安置していた望楼の元の名を「御大

典記念塔」という。昭和3年11月10日に制作を始め、

昭和5年に完成した。この塔は、昭和3年11月10日、

住吉組追懷錄――明治33年

▲消防塔設有永久性的「火の用心」
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住吉秀松及其家族的故事

裕仁天皇の即位を

記念するために建

てられた。塔にあ

る警報ベルも、工

事の完成と共に掛

けられた。この塔

は高さ22メートル

ある六階建てで、

当時の台南では消防組詰所が火災を観察するのにもっ

とも高い所だった。この塔は当初「火見楼」と名付け

られ、後に「望火楼」と改められた。昭和5年4月29
日に落成され、同年の5月8日、台南消防組詰所（屯

所）の開所式と共に秀松の銅像の除幕式の担当を長

女の喜代子が務めた。昭和5年10月、日本政府は台南

で10日間に及ぶ「台湾文化三百年記念会」のイベン

ト、台湾の原住民の時期からオランダ東インド会社、

明鄭時期、清の時代

から当時に至る文化

史料及び産業展行わ

れた。この盛大な文

化的イベントに、台

南の至る所で展示場

が設けられ、古都の

スポットでは色とり

▲合同廳舍落成
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どりの眩いイルミネーションが飾られていた。夜にな

ると、華やかな明かりが付き、町全体が不夜城とな

り、その美しさに観光客が押し寄せてきていた。望火

楼の外壁の四面にも電球で美しく飾られていた。昭和

7年4月24日の消防日では、望火楼の外壁に「火の用

心」の四文字がさらに増設され、住民に注意を与える

功を成したため、その四文字は永久的に望火楼に保留

されることとなり、当時は、目立つ目印にもなってい

た。日本政府は特に望楼の外の壁側にネオンで「火の

用心」と並べ、火の扱いに注意するように呼び掛け

た。昭和13年、望楼は増築し「合同廳舍」となり、

元あった高い塔の両側を広め、高塔の両側には三階建

てが増築され、この建物が現在台南消防史料館の前身

となった。昭和13年5月28日、台南合同廳舍は正式に

落成され、経費は日本円合計13万円かかった。「合

同」とは役所あるいは官廳建築物で、「廳舍」は異な

る部署の連語事務室の場所を指しており、台南合同廳

舍には、三か所の国の部署：錦町派出所（交番）、消

防組詰所及び警察会館であった。

住吉秀松過世後，住吉組陷入前所未有的挑戰，幸而

住吉秀松遺孀，住吉タツ(ta tsu)女士，勇敢承擔家族事
業，繼續維持住吉組優良的商譽與施工品質。

秀松が亡くなられた後、住吉組は未曾有の困難に

住吉組追懷錄――明治33年
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陥った。幸い秀松の未亡人、タツが勇敢に家族事業を

受け継ぎ、住吉組で評判の工事品質を維持していっ

た。

住吉タツ，本名為中井タツ，出生於明治20年4月21
日，奈良市外帶解町人。家中原本經營一間旅社餐館，原

本規模相當大，但後來經營不善，家業敗落。身為長女

的她，從小要照顧其他五位手足，長大後離家幫傭以貼

補家用。明治後期，タツ小姐的一位朋友在臺灣擔任報社

社長，這位朋友邀請她來臺灣發展，二人遂於日俄戰爭之

後，一起同行。中井タツ抵臺之後，輾轉來到臺南，於明

治44年與住吉秀松結婚。タツ小姐婚後除了照顧家中六名
子女，還要管理住吉組幾十位員工的飯食，並對員工的家

眷非常照顧，若有特別的節日，為他們親自預備壽司帶回

家享用。住吉タツ更視家中的佣人為家人，多加照顧。隨

著住吉秀松的事業逐漸擴展至政府單位，住吉タツ也為丈

夫分擔許多複雜的人情事宜，例如年節送禮，便是一門深

奧的學問。她以真誠的心接待官員的太太，並維持友好的

關係。這位才德兼備的女子，透過女性溫柔的力量，幫助

住吉秀松的事業更加壯大。

住吉タツ、旧姓は中井タツで、明治20年4月21日
に生まれ、奈良市外帯解町の人であった。実家は、元

は旅館を経営しており、元の規模も相当大きかった

住吉秀松及其家族的故事
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が、その後、経営不振となって、倒産してしまった。

家族の長女であった彼女は、5人の兄弟の面倒を見な

ければならず、大きくなると家を離れ、女中の仕事を

して家計を助けた。明治後期、タツの友人が台湾で新

聞社の社長を担当しており、その友人が彼女の人生を

台湾で展開するように招いた。二人はついに日露戦争

後に同行した。タツは、台湾内を転々としたのち、台

南に着き、明治44年に秀松と結婚した。タツの結婚

後は家の六人の子供たちの面倒を見るほかに、住吉組

にいる十何名の食事の管理をしなければならず、従業

員の家族の世話もよくしていた。特別な祭日には、自

ら寿司を用意して家に持って帰らせていた。またタツ

は家の使用人をも家族と見なして面倒を見ていた。秀

松の事業が徐々に政府機関へと発展して行くと、タツ

も夫のために人間関係のこまごまとしたことを分担し

た。例えば、お歳暮の贈り物などは格別の心くばりが

必要で、彼女は誠心誠意をもって官吏の奥方に接し、

友好な関係を築き、維持していた。この才徳共に備わ

った女性は心の優しい力で、秀松の事業を更に発展さ

せていった。

住吉秀松於昭和3年驟然離世，當時的住吉タツ，年
42歲，獨自撫養六名子女，最大的孩子住吉喜代子16歲，
最小的住吉弘光2歲。住吉秀松離世的時候，正是住吉組

住吉組追懷錄――明治33年
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住吉秀松及其家族的故事

走到瓶頸的艱困時刻，因為大正11年至14
年的重建臺北橋工程，施工非常困難，

住吉組耗費極大的心力，公司也損失非

常多的金錢造成營運出現問題。其長子

住吉勇三回憶這段的過程，他說當時的

母親，不知道該怎麼辦，但是她一心只想

守護住吉組這個招牌，相信一定有辦法走下

去。於是住吉タツ毅然接下住吉組負責人一

職，她對外以長子住吉勇三(當時九歲)的名義，承接丈夫
留下的龐大家業。當時

公司內部也有不信任女

人能夠承擔的聲音，因此

部分的員工拿著退休金離

開了；另有一部份的員工

留下來，表示願意和她一

起打拼。這是住吉組最艱

辛的時刻，或許也是住吉

▲住吉秀松像

▲住吉秀松組員及家組
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秀松在世時，不曾想過的景況。住吉タツ與自己的兩位弟

弟：中井清枝及中井乙次，一起扛起住吉組的所有工程，

即使面對一定會虧損的工程，他們也持續完成。當年險些

擊垮住吉組的臺北橋工程後來成為住吉組施工品質的保

證，因為其他同期建設的橋近十年左右就崩壞，唯有臺北

橋屹立超過數十年。住吉タツ以「女組頭」或「女主人」

的身份，持續奮鬥至昭和20年，從她手中接下的訂單，比
住吉秀松在世時，成長了數倍甚至是數十倍，正職員工曾

一度高達兩百多位。住吉秀松生前貢獻在教育事業方面的

心願，由住吉タツ繼承，不論出身地、國籍，許多的學生

皆受到她的資助。

秀松は、昭和3年、突然この世を去った。当時、

タツは42歳で、一人で六人の子供たちを育ててい

た。一番上の子、喜代子16歳、末っ子の弘光は2歳で

あった。秀松が世を去ったのは、ちょうど住吉組が行

き詰まり、困難な時期であった。大正11年から14年
間にかけて行われた台北橋の再建は、工事がひどく困

難で、住吉組はかなり大きな心血を注ぎ、会社の損失

もかなり多かったため、運営上に多くの支障をきたし

ていた。長男、勇三がその経緯を回想して言うには、

当時の母親はどうしたらよいのか分からなかったが、

ただ住吉の看板を守る一心だったため、必ず何とかな

ると固く信じていた。そこでタツは堂々と住吉組の責

任者となり、表向きは長男、勇三（当時9歳）の名義

住吉組追懷錄――明治33年
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で、夫が残した莫大な家業を受け継いだ。当時の社内

にも女性が受け継いで行けるとは思えないとの意見も

あったため、一部の社員は退職金を受け取って離れた

が、その一方、一部の社員は残って、彼女と一緒に頑

張ることになった。住吉タツは自分の二人の弟、中井

清枝と中井乙次とともに住吉組のあらゆる工程を請け

負い、必ず損失する工程に対しても、彼らは工事を続

けて完成させた。当時、危うく住吉組を打ちのめすこ

とになる危険性のあった台北橋の工程も、後には住吉

組の品質の良さの保証となった。なぜなら、そのほか

同期の橋は十年ほどで崩壊したが、台北橋だけは数十

年経っても頑丈であった。タツは「女頭」あるいは

「女主人」として、昭和20年まで、奮闘し続いてい

た。彼女が請け負った仕事は、住吉秀松の時代より、

数倍、数十倍も成長し、かつて正社員は一時、二百人

以上にものぼっていた。秀松は、生前、教育に貢献し

たいとの願いがあったため、それをタツが引き継ぎ、

出身地、国籍にかかわらず、多くの学生が皆、彼女の

出資援助を受けていた。

住吉秀松夫婦的六名子女之中，喜代子、政子、幸子

皆以優等生畢業於臺南第一高女，長女喜代子於昭和9年
嫁與臺南測候所第七任所長兼阿里山高山觀測所所長近藤

石象，其父親是有名的建築師近藤十郎。近藤十郎於明治

住吉秀松及其家族的故事
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39年來台，創作了許多重要的建築，其作品大多位在臺
北，例如西門紅樓、建國中學、臺大醫院舊館、圓山別館

(今台北故事館)、建成小學校(今台北當代藝術館)⋯等。
明治40年，近藤十郎在臺南建造台灣第四任總督兒玉源太
郎壽像基座(俗稱石像)，隔年8月31日大兒子誕生，特取名
為近藤石象，以紀念這項有意義的工程。住吉喜代子與近

藤石象二人於昭和9年7月29日舉辦結婚儀式，地點在臺南
神社，當晚在臺南公會堂舉辦婚宴。三女住吉幸子，於昭

和18年嫁與鶯料亭
第二代天野久夫。

天野久夫之父，即

為鶯料亭創辦人天

野久吉，為當時最

負盛名的日本料理

店，有臺南地下決

策中心之美譽。住

住吉組追懷錄――明治33年
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吉家族與近藤和天野兩家結為姻親，在當時頗受注目。顯

見當時掌管住吉組的住吉タツ，仍將住吉組的名聲維持得

相當好。

秀松夫婦の六名の子供たちのうち、喜代子、雅

子、幸子は皆、優等生だった。長女の喜代子は台南第

一女子高を卒業し、昭和9年に台南測候所第七回の所

長兼阿里山高山観測所所長の近藤石象と結婚した。近

藤石象の父親は、かの有名な建築家、近藤十郎であっ

た。近藤十郎は明治39年に来台し、重要な建築を多

く創り出した。その作品の大半は台北にあり、西門

紅楼、建國中学、臺大病院舊館、圓山別館(現台北故

事館)、建成小學校(現台北当代芸術館)など。明治40

住吉秀松及其家族的故事
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年、近藤十郎は台南で台湾第四代総督、児玉源太郎の

石像を作り、翌年8月31日に長男が誕生したため、近

藤石象と名付けて、この意義ある工程を記念した。喜

代子と近藤石象の二人は昭和9年7月29日に台南神社

で結婚式を挙げ、その晩の披露宴は台南公会堂で行

われた。三女の住吉幸子は昭和18年に鶯料亭の二代

目、天野久雄に嫁いだ。天野久雄の父、すなわち鶯料

亭の創立者が天野久吉であった。鶯料亭は当時、もっ

とも有名な日本料理店で、台南の第二総督府の美名が

あった。住吉家族と近藤、天野両家の結婚は当時、か

なり注目されていた。当時実権を握っていたタツが、

依然と住吉組の名声を非常に良く維持していたことが

伺える。

昭和20年(西元1945年)二次大戰結束，日本戰敗，
所有在臺日人均須遣送回國，當時接收臺灣的國民政府規

定每位日本人只能隨身攜帶現金一千日圓。大部分的在臺

日人原本打算死後葬埋臺灣，因為他們已經將這裡視為自

己的家鄉一般，住吉秀松後人也是如此。戰敗之辱，加上

必須離開臺灣的難捨，這一份哀痛化為聲聲嘆息和涔涔淚

水。從昭和20年8月的戰敗至昭和21年4月的返日，這八個
月的時間，對住吉家族而言，又是另一個沈痛的故事。原

本在臺南清水町的老家，被國民政府強制接收，成為陳漢

平將軍的宿舍，此為戰後住吉老家的第一任屋主；後有中

住吉組追懷錄――明治33年

48



華日報的盧冠群社長要求同住，於西元1945年10月正式
接收，此為第二任屋主。西元1946年4月，住吉老家轉由
海南島王薛岳上將接手。而此時的住吉タツ，撤回奈良市

外帶解町的鄉下老家。小小的房子一下子住進了許多被迫

返日的親族家人，但是戰敗後糧食嚴重不足，住吉タツ為

免親戚爭吵，立刻吩咐依家族分灶，此舉使得住吉親族之

間，多年來仍維持著良好的情誼。住吉秀松之長子，住吉

勇三，曾回憶道：「奈良老家的中庭共有五支煙囪，一支

代表一家，各家炊煮地瓜粥，五道炊煙同時緩緩上升，如

此情景，永遠忘不了。」

昭和20年（1945年）第二次世界大戦が終わり、

日本は敗戦し、台湾にいるすべての日本人が送還さ

れ、台湾を接収した国民政府によって、日本人は一人

につき、現金千円のみ持参できるとの規定が設けられ

た。台湾にいるほとんどの日本人は、すでに台湾を自

分の故郷のように見なしていて、死後も台湾に骨を埋

めるつもりでいたし、秀松の子孫もそうであった。敗

戦の屈辱に加え、台湾からの離れ難さから、その痛み

はため息と溢れる涙と化していた。昭和20年8月の敗

戦から昭和21年4月の日本への帰国までの八か月の間

の出来事は、住吉家族にとって、またも一つの深い悲

しい物語である。もともと台南の清水町にあった家が

国民党に強制的に接収され、陳漢平将軍の宿舎とな

り、戦後は、住吉邸の初代家主となった。その後、

住吉秀松及其家族的故事
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中華日報の盧冠軍社長が同居を要求したため、1945
年10月に正式に接収して、二代目の家主となった。

1946年4月、住吉の家は海南島の王薛岳上将が引き継

いだ。この時、タツは田舎の実家、奈良市外帯解町に

里帰りしていた。小さな家は強制送還された親戚で一

杯だったが、戦後の食糧不足が厳しかったため、タツ

は親戚の諍いを避けるために、早速、家族にかまどを

分けるように言いつけた。これが住吉の親族に長年良

き感情を維持するきっかけとなった。勇三は、思い出

の中で「奈良の実家の中には合計五本の煙突があり、

一本が一家族を表し、各家でサツマイモの粥を炊いて

いた。五本の煙突から煙が同時にゆらゆらとのぼって

いる光景は、永久に忘れられない。」と話している。        

昭和46年7月9日，住吉
タツ因中風，於日本萩窪，

與世長辭，享年84歲。住吉
タツ的孩子們及多年好友，

以及曾經受到住吉夫婦資助

過的學生們，感到震驚與哀

痛。一直與住吉組保持良好

友誼的鹿島建設會長，邀請

眾人為這位傑出的女性，共

同撰寫一本回憶錄，名為

住吉組追懷錄――明治33年
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「椰子の实い＞ひとつ，住吉タツ追懷錄」。

昭和46年7月9日、タツは脳卒中で、日本萩窪に

て永眠した。84歳であった。タツの子供たちの長年

の親友やかつて住吉夫婦の援助を受けた学生たちは、

ショックと深い悲しみに沈んだ。住吉組と長年良好な

関係を保っていた鹿島建設の会長は多くの人を誘っ

て、この傑出した女性のために、『椰子の実ひとつ―

住吉タツを懐かしむ』という名の回想録を記した。

住吉秀松夫

婦有兩名兒子，

長子勇三及次子

弘光。住吉タツ原

本期望長子勇三可

以重建住吉組，次

子可以獨自創業一

間化學公司。雖然二人沒有走上母親的期望，但是他們各

自有著成功的事業，長子勇三在戰後以領事的身份赴任聖

保羅，次子弘光則擔任一間美國積水公司的副董事長(擔任
生產)。回顧住吉組，從明治41年住吉秀松以住吉組之名
獨立承包算起，至昭和20年日本戰敗住吉タツ返日止，一
共經歷了37年的時光，先有秀松的開創，後有其妻タツ的
擴展，這個以營造起家的住吉家族，曾在臺南府城度過精

彩的一生，然其結局卻因戰爭，令人唏噓。這棟臺南清水

住吉秀松及其家族的故事
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町的老家位於今臺南青年路東市場大門對面，然而時移世

易，今日來往於熱鬧街巷的人群之中，大多數不曾知道這

位曾經稱霸南臺灣的營造家住吉秀松及其家族的故事。然

而遠在日本的住吉家族後代，卻是時常想念著家鄉味及故

人情，他們不知道還有機會再見老宅一面嗎？

住吉秀松夫婦には二人の息子がおり、長男・勇三

と次男・弘光である。住吉タツは、もともと長男の勇

三が住吉組を立て直し、次男が独立して化学会社を創

業することを期待していた。母親の希望通りにはなら

なかったが、二人とも事業で成功し、戦後、長男勇三

は領事としてサンパウロに赴き、次男弘光はアメリカ

の積水会社の副社長として生産を担当していた。住吉

組を顧みると、明治41年、秀松が住吉組の名として

独立して請け負いを始めてから、昭和20年の敗戦で

タツが日本に帰国するまで、37年間の歳月が経って

いた。秀松が創業を始め、後にその妻タツが発展さ

せ、営造業で身を立てた住吉一族は、かつて台南の古

都で過ごした素晴らしい人生が、結局、戦争のために

終えたことは、何とも嘆かわしいことである。この台

南清水町の家は、現在、台南の青年路東市場の正門の

向かいにあり、時の移り変わりによって、今日では賑

やかに街を行き来する人の群れの中で、かつて台湾南

部で名を轟かせた営造業の秀松とその家族の物語を知

っている人はほとんどいなくなった。しかし、遠く日
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本にいる住吉家族の子孫は、逆に、当時の故郷である

台南と過ぎ去った人情を常々想っている。彼らに再び

自分たちの家を見る機会が訪れるのであろうか。

前幾年臺灣媒體陸續報導了幾則「灣生回家」的新

聞，所謂灣生係指出生在臺灣的日本人，於二次大戰後返

回日本，特名為灣生。這些灣生對故鄉的思念之情早已埋

藏，不曾想過也有回鄉的一天。今年因著臺南消防史料館

的揭幕，離家78年的住吉家族終於再次回到臺南故鄉，尋
找兒時記憶。

何年か前、台湾のメディアは立て続けに「湾生回

家」のニュースを報道した。いわゆる「湾生」とは、

台湾に生まれた日本人を指し、第二次世界大戦後、日

本に帰った人を特別に「湾生」と呼んだ。湾生たちが

故郷に寄せる思いは、すでに胸の奥深くに隠され、帰

れる日が訪れるなど思いもしなかった。今年、台南消

防史料館の幕開けによって、78年間も家を離れてい

た住吉家の人たちが再び台南の故郷に戻り、子ども時

代の記憶を探し求めている。

西元2019年4月13日，臺南消防史料館揭幕式的前兩
日，高齡93歲的住吉弘光夫婦和其他七位日本親戚，一同
抵臺。其中包含住吉秀松之外孫，鶯料亭創辦人天野久吉

之內孫：天野朝夫先生；住吉秀松長子住吉勇三之長女：
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井上由巳子女士。

翌日，眾人前往臺

南多處日治時期的

古蹟參觀，也回到

青年路的老家參

訪。住吉老家的

現任屋主有兩方，

一方為高錦德之子高育民及高育仁；另一方為高錦德第二

任妻子黃滿。當日接待住吉家族後代的是高錦德之孫，前

立委高思博先生，他在參選臺南市長期間，曾在媒體上公

開這棟老宅。住吉家族的在臺好友得知後，特與高思博聯

絡，希望能夠安排住吉兒孫到老家參訪，高思博本人欣然

同意。

2019年4月13日、

台南消防史料館開幕の

二日前、93歳という

高齢の弘光ご夫婦のほ

か、七人の日本の親戚

一行が台湾に到着し

た。その中に秀松の外孫で、鶯料亭創設者の天野久吉

の内孫の天野朝雄、秀松の長男・勇三の長女・井上由

巳子がいた。翌日、一行は台南にある日本時代の古跡

を数多く参観し、青年路の家をも訪ねた。住吉の旧家

には、現在、家主が二人おり、一方は高錦徳の子であ
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る高育民と高育仁、もう一方は高錦徳氏の二番目の奥

方、黄満である。当日、住吉家族の子孫を接待したの

は、高錦徳の孫で、前立法議員の高思博氏である。彼

は台南市長選挙に立候補していた期間、メディアでこ

の古い家屋を公開したことがあった。住吉家族の台湾

にいる親友がそれを知り、わざわざ高思博と連絡し、

住吉の子孫がこの家屋を参観できないかと持ち掛け、

高思博本人は快く引き受けた。

這日，93歲的住吉弘光，雙手拄著拐杖緩緩步入記憶
中的老家，庭院裡的住吉家徽和神社還存留著，小時候躲

過的防空洞也還在，曾經生活在這裡15年的住吉弘光表示
房子與他離開時大致相仿。同行的住吉秀松孫女井上由巳

子，她也是在這間老宅出生，當年返日時，她才五歲，但

對於老宅的日式庭園及玄關等處留有深刻印象。住吉親族

對高家能保留老宅的完整，深表感激。

▲住吉弘光等親友到日治老家拜訪高思博夫婦
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この日、93歳の弘光は、両手で杖をついてゆっ

くりと記憶の中の旧家に入って行った。庭にある住吉

の家紋と神社はまだ残っており、小さい頃に隠れた防

空壕も残っていた。かつてここで15年間暮らしてい

た弘光は、この家は彼が離れた時とはぼ変っていない

と話した。同行の秀松の孫娘の井上由巳子もこの家で

住吉組追懷錄――明治33年

▲住吉家庭院

▲住吉家庭院
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生まれ、日本に戻った当時はまだ5歳だったが、この

旧家の日本庭園と玄関などは深く印象に残っていた。

住吉の親族は高家がこの古い家をここまで保存してい

たことに感激し、深く感謝していた。

結束上午的參訪，住吉弘光等人即將前往此行另一項

重要的行程。一行人搭車前往嘉義縣太保市一處三合院住

宅，約於傍晚五點抵達。此處是一位陳並男先生的住家，

他於十多歲時，任職於住吉組，二次戰後仍與住吉一家保

持書信聯繫。西元1980年代，原本位在府緯街、永福路
與南寧街的日本人墓區進行改建。住吉家族的墓碑和墓碑

基座先暫放住吉在臺好友孫金寬的工廠。爾後，陳並男受

住吉弘光所託保存住吉家族墓碑，他將此墓碑運回嘉義自

宅安放，至今已近40年；而墓碑的基座因運送困難，仍存
放孫金寬的工廠。這塊墓碑材質為臺灣濁水溪獨特的螺溪

石，長300公分，寬105公分，厚度20公分；墓碑正面中央
刻有「住吉家累代之墓」的字樣，側面刻有「現住台南市

府東街巷 住吉秀松建立」等字，碑後刻有住吉家族已故人
名，墓碑狀況保存完整。陳並男後來與住吉家族失聯，但

是他仍然信守承諾，盡力保存墓碑，即使搬家也都沒有丟

掉。多數臺灣人認為墓碑不宜放置家中，恐有不祥，陳並

男卻不以為然，多年來仍保存著這塊非自家的墓碑，此舉

出自於他個人對住吉家族的承諾。陳並男有一外孫女，名

住吉秀松及其家族的故事
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為曾郁文，她就讀成大建築所，自小就見過家中這塊巨大

墓碑，後來她著手調查墓碑的來龍去脈，在此期間偶然與

住吉秀松之外孫天野朝夫認識，天野朝夫獲悉此事，即刻

將此消息轉告在日本的住吉弘光，於是老東家和老員工終

於再次聯繫上，也促成了此次尋訪住吉家族墓碑之行。

午前中の訪問を終え、弘光一行には、もう一つ大

切な行く場所があった。一行は車で嘉義県太保市のあ

る中国式建築の三合院住宅へと赴き、夕方五時頃に到

着した。そこは陳並男の住宅で、彼は十歳の頃、住吉

組に勤め、第二次世界大戦後も住吉一家と手紙で連絡

を保っていた。1980年代、もともと府緯街、永福路

と南寧街にあった日本人の墓地の整備が進められてい

た。住吉一族の墓碑とその上台をひとまず台湾にいる

住吉組追懷錄――明治33年

▲前新生街日本墓地住吉秀松墓
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親友、孫金寛の工場に置かせてもらっていた。その

後、弘光から住吉家の墓碑の保存を委託された陳並男

は、墓碑を嘉義の自宅に安置して、もうすでに40年
近くになる。墓碑の上台は運送が難しかったため、

今でも孫金寛の工場で保存されている。この墓石の

材質は台湾の濁水渓独特の螺渓石で、長さ300㎝、幅

105㎝、厚さ20㎝で、墓碑の正面の中央に「住吉家歴

住吉秀松及其家族的故事

▲當時府東巷街住吉秀松建立

▲住吉家累代之墓
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代の墓」という文字が刻まれており、側面には「現住

台南市府東街巷 住吉秀松建立」などの文字があり、

石碑の後ろには住吉一族の亡き人々の名が刻まれてい

た。墓碑の保存状態は極めてよかった。陳並男は後に

住吉一族と連絡が途絶えて

しまったが、依然として約

束を守り、墓碑の保存に努

め、引っ越しをしても墓碑

を捨てることはなかった。

多くの台湾人は、不吉では

ないかと思って、墓碑を家

に置くことタブーとしてい

たが、陳並男はそれを信じ

ず、長年にわたって、この

自分の家族でない墓碑を保

存していた。それは彼個人

の住吉家族との約束であった。陳並男には曽郁文とい

う孫娘がいた。彼女は成功大学の建築学科の大学院で

勉強していた。彼女によると、小さい頃に、家でこの

巨大な墓碑を見たことがあり、後に墓碑の経緯を調べ

ている内に、偶然、住吉秀松の外孫の天野朝夫と知り

合った。天野朝夫がこのことを知ると、早速、日本の

弘光に伝え、そこで雇い主と長年の従業員とついに再

び連絡が取れ、今回の住吉一族の墓碑を訪ねる旅が進

められたのである。

住吉組追懷錄――明治33年

▲老東家住吉弘光，老員工陳並男女婿
工廠見到墓碑
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住吉弘光親見此景，勉強按捺內心的情緒，眼眶含著

淚水，雙手拄拐瞻仰著住吉家族的墓碑。在場的親族和友

人，無不感動萬分，雖

有悵然之感，卻也深感

安慰。93歲的住吉弘
光，向95歲的陳並男
表達最大的謝意，二人

在今日終於見面了，這

項跨越時空的承諾，

通過戰火和時代的考

驗，成為臺日之間最動人的篇章。目前這塊墓碑已經交由

國立歷史博物館審查並收為館藏；臺南消防史料館則有一

塊墓碑的復刻版。

弘光はこの光景を見るや、高まる感情を辛うじて

抑え、眼には涙が浮かび、両手で杖ついて住吉一族

住吉秀松及其家族的故事

▲住吉家累代之墓保管者曾松峯、陳璀珠熱情
款待

▲住吉家族在國立臺灣歷史博物館
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の墓碑を仰ぎ見ていた。

その場にいた親族と友人

の誰もが感動していた、

失望の念はあるものの、

深い慰めにもなった。93
歳の弘光は95歳の陳並男

に最大な感謝の意を表し

た。二人は今日、ついに

会うことができ、この時

空を超えた約束は、戦火

と時代の試練を超え、日

本と台湾の最も感動的な

一ページとなった。現在、この墓碑はすでに国立歴史

博物館の審査を終えて館内に収められている。台南消

防史料館には復刻版の墓碑が一つ収められている。

住吉弘光一行人返日後不久，2019年七月，平面媒體
報導住吉老宅遭人破壞的消息，這棟深具歷史意義的日式

建物，難道命運多舛？

弘光一行が日本に帰国してまもない2019年7月、

新聞で住吉家の旧家が破壊されたと報道された。この

歴史の意義が深い日本式建築物は、とかく運が悪いの

だろうか。

住吉組追懷錄――明治33年

▲陳並男與曾郁文將住吉秀松累代之墓碑
送交史博館
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住吉老宅，從二次戰後至今，一共有四任屋主，第一

任為陳漢平將軍、第二任為中華日報社長盧冠群、第三任

為海南島王薛岳四星上將、第四任為台灣政壇元老高錦德

先生。第四任屋主高錦德原本將房屋土地產權全數交與第

二任妻子黃滿女士，然而高

錦德之子，高育民和高育仁

(二人為元配陳綾綢所生)，
向法院上訴爭取房屋和土地

產權，雙方多次訴訟之後，

於民國105年裁定黃滿女士
持有產權5分之3，高家持有
5分之2。兩方分別持有住吉
家族的代表建物：黃滿女士

持有日式庭院、神社以及住

吉家族家徽；高家則持有住

吉家族的住家本體。

住吉の旧宅は、第二次世界大戦後から今日まで、

合計四人の家主を経ている。一人目は陳漢平將軍、二

人目は中華日報社長の盧冠群、三人目は海南島の四つ

星将軍の王薛岳、四人目は台湾政治界の元老の高錦

德、四人目は、もともと高錦德が家屋と土地財産の権

利を二番目の妻、黄満に譲っていたが、高錦德の息子

である高育民と高育仁(二人は元の妻、陳綾綢が生ん

だ子供)が、裁判所に家屋と土地の権利をめぐって訴

住吉秀松及其家族的故事

▲高思博介紹住吉家環境
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訟を起こした。幾度もの訴訟にわたって、ついに民国

105年（2016年）の裁判によって、黄満の所有権が5
分の3、高家が5分の2を所有することとなった。両者

は共に住吉家族の代表建築物を所有することとなっ

た。黄満は日本式庭園、神社と住吉家族の家紋を所有

し、高家は住吉家族の住宅本体を所有することとなっ

た。

黃家於今年七月間疑似要闢建共有通道，找來工程機

具進駐準備拆除，擺放在日式庭院的住吉家族文物已被毀

壞。經人舉報後，文資處認定住吉老宅有潛在急迫危險發

生之可能，依據文化資產保存法現場會勘之後，列為暫定

古蹟，防止再次遭到破壞，此舉可為這座宅邸爭取一年的

保存時間。

黄家は今年の七月に共有通路を切り開こうと、工

▲住吉家庭院
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事機械などを手に入れ、解体の準備をし、日本式庭園

の住吉家族の文化財はすでに壊されていた。通報によ

って、文化資産管理所は住吉の旧家にさし迫った危険

が発生する可能性があるとして、文化資産保存法によ

って現場を実地調査した後、暫定的に古跡として認定

し、さらなる破壊を防いだ。この行動によってこの家

屋を一年間保存することができた。

今年八月29日，共有十名文資處審查委員再次前往住
吉百年老宅進行現勘，委員們驚嘆於老宅至今保存完整：

大門的腕木門、房舍入口的木拉門格局、黑燻瓦、透氣

孔、屋頂鬼瓦裝飾、雨淋板等極具特色的裝飾，一致認為

應是相當高級的日式官舍，且保存完整，非常難得。

今年の8月29日、合計10名の文化資産管理所の委

員によって、再び住吉百年の古民家で実地調査が行わ

▲古都基金會與文史人士前往勘察
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れた。委員たちは、古民家の現在に至るまでの保存の

完璧さに驚きの声を上げずにはいられなかった。正門

の腕木門、家屋入口の木戸の造り、黒いぶし瓦、通気

口、屋根の鬼瓦の装飾、雨戸など極めて特色のある装

飾であったため、一同は相当高級な日本式官邸と認識

し、しかも、珍しく完璧に保存されていた。

除了建物本身極具價值，住吉老家所在地也有特殊意

義，其前身為清代的崇文書院。日治時期，因為政府預定

此地作為陳設後藤新平銅像之用，遂將崇文書院遷走，但

銅像後來改置於臺南火車站前，此處便成為空地，最後由

住吉秀松買下並建造這棟日式全木造宅邸。身為高家代表

的高思博，認同老宅歷史意義極深，願意將老家捐獻為臺

南市文化資產，而黃滿女士尚未表示是否願意將自宅捐

出。黃滿女士持有部份包含住吉家徽、神社及庭院部份，

家徽是住吉家族的精神地標，此處佔地二十餘坪左右，若

此處也能列入古蹟保存，住吉家族的歷史方能完整保存。

以筆者的觀點，住吉秀松曾是南臺灣營造霸主，也是臺南

消防之父，其身份地位特殊，然因政權轉移，這位曾經對

臺灣以及臺南有重大貢獻的日本人，如今卻不被多數人認

識，對於臺南市民而言此乃一大缺憾。一個偉大的城市應

當放下曾經的對立與仇恨，將不同世代的歷史忠實呈現且

完整保留文物，方可成為兼容並蓄的城市。住吉老宅確實

住吉組追懷錄――明治33年
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是無價之寶，期盼市政府能多與現任屋主溝通，將老宅全

數作為臺南古蹟。住吉老家可規劃為住吉秀松紀念館，由

住吉家族後代提供相關文物，除可讓更多人認識這位偉大

的歷史人物，也能成為府城觀光的新景點，持續吸引遊客

前來。此外，臺南消防史料館原有的望火樓外牆，若能重

現日治時期「火の用心」等字樣，更能突顯原有建物的特

色。

建物自体に極めて価値があるが、住吉の旧家の所

在地にも特別な意義があり、それ以前は清代の崇文書

院であった。日本時代、政府はここを後藤新平の銅像

を設置する予定地としていたため、崇文書院を移転さ

せた。しかし、後に銅像を設置する場所は台南駅前に

なったため、ここが空き地となり、最後に秀松が買い

取ってこの日本式の木造邸宅を建てた。高家の代表で

ある高思博は、この古い家屋の歴史的な意義深さを認

め、台南市の文化遺産に寄付する意を示したが、黄満

は自宅を寄付するかどうか、まだその意を示していな

い。黄満の持ち分は住吉家の家紋、神社と庭園の部分

で、家紋は住吉家族の精神的な標で、その場所は10
坪ほどの広さである。そこも古跡保存の対象に組み入

れるのであれば、住吉家族の歴史保存が完全な形とな

る。筆者の観点では、秀松はかつて南台湾の営造業の

頭であり、台南消防の父でもあり、その身分と地位は

特別で、政権交代によって、かつて南台湾に重大な貢

住吉秀松及其家族的故事
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献をもたらした日本人が、今では多くの人に知られず

にいるのは、台南市民にとって残念である。偉大なる

都市は、かつての対立と恨みを水に流し、異なる世代

の歴史の様相を忠実に呈示してこそ、異なる性質と内

容のものを包括、保存する都市となる。住吉家の旧家

は確かにかけがえのない宝であり、市政府が現当主と

よく話し合い、古民家をすべて台南の古跡に指定する

ことを期待する。住吉家の旧家を秀松記念館として、

住吉一族の子孫から資料を提供してもらい、さらに多

くの人々にこの偉大な歴史人物を知ってもらうこと

で、古都台南の新しい観光スポットとして、観光客を

引きつけることができる。そのほかに、台南消防史料

館に元あった望楼の外壁に、もし日本時代の「火の用

心」の文字を蘇らせることができれば、さらに元の建

築物の特色を引きたたせることができる。

府城，一個有著四百年歷史的城市，腳下的土地記

錄著時間的聲音，地上的建物收藏著故人的身影。吾人

身在此城，轉身走進一巷弄，內裡的一戶老宅，可能藏

著歷史的亮光，等待被發掘。身在這樣的城市，有時候

是感到光榮的；但是有時候也是深感痛心的。一件件被

丟棄的古物，一幢幢被拆毀的老宅，或是一整列被放置

在外，任其風吹日曬雨淋的古牆，這些事件也時常在這

裡上演。歷史朝代的更迭固然造成文物的破壞，但執政
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者以及人民缺乏保存古蹟的遠見，更是加速破壞的主

因。因此每一次的古蹟發掘，都是一場搶救，拯救不該

被遺忘的故事。稍不留心，許多珍貴的文物和記憶，旋

即被毀壞，以至於歷史的見證，無法完整。住吉秀松夫

婦的故事扣人心弦，其家族後代對臺灣也有著濃厚的情

誼，這是一個真實發生在臺南府城的故事，也是臺南歷

史重要的一頁。但願住吉秀松的老家，能與其他臺南古

蹟一般，以完整的原始樣貌再次呈現，若能如此實為臺

南市民之福，且讓我們深深地期盼著。

「府城」、四百年の歴史がある都市。足元の土地

は時の音を記録し、地上の建物は古人を惹き寄せてい

る。私はこの都市に身を置き、くるりと巷に入れば、

歴史の輝きを秘めた古民家が、発掘してくれるのを待

っているかもしれない。このような都市に住んでいる

住吉秀松及其家族的故事
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ことは、時に光栄を感じるものの、時には深く胸が痛

む。一つずつ捨てられる骨董品、一軒ずつ取り壊され

る古民家、或いは、列となって外に放置され、風雨に

晒されている古い壁。このようなことは、ここではよ

くあることである。歴史上の王朝の交替は、まさしく

文化財の破壊の原因となるが、政権を握る者と人々の

古跡保存に対する認識の欠如こそ、破壊をさらに加速

させている主因である。そのため、毎回の古跡の発掘

はすべて緊急救助であり、忘れてはならない物語りで

ある。ふとした不注意から、数多くの貴重な文化財と

記憶が、取り潰されて歴史的な証明が欠けたものにな

ってしまっている。秀松夫婦の物語りは人の心を揺さ

ぶり、その一族の子孫は台湾に対しても濃厚な誼みが

ある。これは古都台南で起きた実際にあった物語であ

り、台南の歴史の重要な一ページでもある。秀松の旧

家が、他の台南の古跡と同様、最初の姿を再び完全に

呈示できることを願っている。もしそれが叶うのであ

れば、まさに台南市民の幸せであり、そうなるように

私たちは期待している。
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▼右湯德章養子湯聰模
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