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第 107 回 東京都の佐佐木勝造像と岡 茂男像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 11 月７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、私はネット記事を丹念に調査し、そ

のような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 

私は 11 月２日と３日に東京で銅像探索を行い、そのうち北区のゲーテ像と矢部像

の探索記を前回の記事/fに書いた。今回は、残りの佐佐木勝造像（文京区小石川）

と岡 茂男像（練馬区武蔵大学）の探索記を記載する。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。 

 

（２）小石川大神宮の佐佐木勝造像 

 

図１．小石川大神宮の周辺地図 本図は、２）のサイト/lより借用。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-106.pdf
http://www.koishikawadaijingu.jp/access.html
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 私はネット記事を色々と検索して、小石川大神宮（以後、当神宮と記載する）に

佐佐木勝造像があることを見出した。本像は日本の銅像探偵団/lのサイトに収録さ

れていないので、11 月２日の北区銅像探索の前に当神宮に立ち寄り、佐佐木勝造像

を探索した。地下鉄後楽園駅と当神宮の周辺地図を図１に示す。 

 

 

 

図２．上：小石川大神宮のあった場所、下：当神宮の移設先。 

https://douzou.guidebook.jp/index.html


 3 

 私が当神宮の住所（東京都文京区小石川二丁目五番七号）に行ってみると、そこ

は図２上が示すように、建物が全て撤去されて再開発中であった。私は「これは、

端から縁起が悪い」と思った。しかし、周囲を調べると図２下に示すような仮殿の

案内板があった。その場所は当神宮の本殿があった場所の近くであった。仮殿の写

真を図３に示す。なお、佐佐木ビル・小石川大神宮建物解体工事の状況は３）のサ

イト/Mの動画で視聴できます。 

 

 

図 3．小石川大神宮の仮殿 

 

 ウィキペディア（小石川大神宮）には次のように記載されている。 

祭神は天照皇大神（あまてらすすめおおかみ）。伊勢神宮の第 59 回式年遷宮に多大な貢

献をなし、神宮崇敬者総代となった佐佐木勝造の提唱によって創建された。1966 年（昭和

41 年）3 月 7 日、伊勢神宮より皇大神宮特別神璽を奉戴し、鎮座祭を執り行った。この特

別御神璽は、元は海外公民団の申請によってのみ授与されたもので、極めて異例のことで

あった。そのため、東京における伊勢神宮の遥宮（とうのみや）として位置づけられてい

るという。 

 仮殿の写真を図３に示す。仮殿の周囲を見渡しても、銅像は見当たらなかった。

「工事中は、銅像を倉庫にでも保管しているのかな」と思い、念のため仮殿の裏に

回ってみると、お目当ての銅像に遭遇することが出来た。その写真を次ページの図

４に示す。なお、本像の銘文は無かった。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05Ic2b73quM
https://www.youtube.com/watch?v=05Ic2b73quM


 4 

 

図４．小石川大神宮創立者 佐々木勝造の立像 

 

 ウィキペディア（佐佐木 勝造）には、次のように記載されている。 

佐佐木 勝造（ささき かつぞう、1894 年 9 月 27 日 - 1973 年 8 月 31 日）は、北海道出

身の実業家。丸勝佐佐木土木株式会社の創業者、伊勢神宮の遥宮である小石川大神宮を創

建した。明治初期の北海道への屯田制実施に伴う開拓民で宮城県岩出山から渡った佐佐木

甚助の息子・運五郎の長男。同じく阿波からの移民であるハルとの間に明治期の北海道開

拓移民一世として虻田郡洞爺湖畔で生まれる。 一家は農業を営み、学歴は小学校（四年

制時代）卒業。喧嘩・賭博を繰り返すが、土建業今村組へ奉公に出てから崇敬に目覚めて

改心し、数年で下請け頭となる。  

1920 年、樺太へ渡って拓殖計画や軍事建設等に携わり財を成す。しかし 1945 年のソ連

対日参戦の際、警防団長として緊急疎開を手伝って札幌へ渡り、その間にソ連軍に大泊を
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占領されて帰港不可能となる。兄弟・部下はシベリア抑留となり、財産も没収されたが、

札幌で引揚者を束ねて再起する。  

1949 年伊勢神宮の第 59 回式年遷宮延期の報を聞いて宇治橋の破損状態を憂慮し、造替

費の寄進と同業者への募金を呼び掛けた。これらの行動が評価され、出光佐三、津島寿一、

船田中らと共に神宮崇敬者総代となる。昭和 30 年頃、東京都小石川に移住し、高度経済

成長の流れに乗って高層住宅などの建設事業と共に社寺への奉賛活動を盛んに行う。 

1966 年佐藤尚武、松永東らの援助を受け、伊勢神宮から異例の特別神璽を奉戴し、小石川

大神宮を創建する。 

 私は「佐佐木氏の母親が阿波出身」と知り、私の同郷者として親近感を覚えた。私の妻

や義母も徳島出身で、阿波女には常人とは少し変わったスケルーの大きい所がある。（瀬

戸内寂聴さんは典型的な阿波女である。）伊勢神宮の東京奉戴という馬鹿でかい事業を実

行したのは、佐佐木氏に阿波人の血が流れていたのが原因かも知れない。 

以上により、佐佐木像の概要は次の通りである。 

小石川大神宮創立者 佐佐木勝造像 
設置場所：東京都文京区小石川二丁目、小石川大神宮仮殿 

設置時期：不明 

銅像製作者：不明 
設置経緯：佐佐木 勝造（ささき かつぞう、1894 - 1973）は、北海道出身の実業家。

丸勝佐佐木土木株式会社の創業者。学歴は小学校（四年制時代）卒業。1920 年、樺

太へ渡って拓殖計画や軍事建設等に携わり財を成す。しかし 1945 年のソ連対日参戦

の際、財産も没収されたが、札幌で引揚者を束ねて再起する。 昭和 30 年頃、東京

都小石川に移住し、高度経済成長の流れに乗って高層住宅などの建設事業と共に社

寺への奉賛活動を盛んに行う。1966 年、佐藤尚武、松永東らの援助を受け、伊勢神

宮から異例の特別神璽を奉戴し、小石川大神宮を創建する。 

 なお、小石川大神宮の HP（４）のサイト/l）には、次の事項が記載されている。 

➀佐佐木 勝造氏の没後、1973 年に佐佐木清氏が創立者後継となった。 

②清氏は 1999 年に亡くなり、佐佐木一氏が創立者後継となった。 
③2019 年６月 11 日、仮殿を移設。 
④新社殿の完成は 2020 年９月を予定。 

 

（３）武蔵大学の岡茂男像 

私は昨年の 11 月 3 日（武蔵大学学園祭の当日）に銅像探索を行い、根津嘉一郎像

と鈴木武雄像を拝見した。その探索記を69 回の記事/fに書いた。この記事を書く時

に、私は５）のサイト/gから武蔵大学にはもう１体の銅像があることを見つけた。

今回は、１年待って本像を撮影する目的で本学の学園祭を 11 月 3 日に再訪した。 

武蔵大学の周辺地図を次ページの図５上に、本学の構内図を図５下に示す。本学

は鉄道の４駅から近く便利な場所にある。昨年、私は江古田駅から行ったが、駅前

の道が複雑で遠回りをしてしまった。そこで、今年は桜台駅から行ってみた。ここ

からは一本道で、緑豊かな千川通を歩いて気持ちがよかった。５）のサイト/gから

岡茂男像は２号館２階にあることが分かっていたが、図５下より本館は立入可能と

なっていて安心であった。（本文は７ページに続く。） 

http://www.koishikawadaijingu.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-69.pdf
http://www.musashi-ob.gr.jp/bygones/rekishimap2b.jpg
http://www.musashi-ob.gr.jp/bygones/rekishimap2b.jpg
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図５．上：武蔵大学の周辺地図 本図は、６）のサイト/sより借用。 

下：武蔵大学の構内図 本図は、７）のサイト/より借用。➀：岡像の設置場所。 

 

 

➀ 

http://%EF%BC%96%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.yuki-eiga.com/access
https://shirakijisai.com/2019/map_timetable/
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図６．上：２号館２階の通路、下：２号館２階の中講堂ロビーの岡像。 

 

５）のサイト/gには「岡茂男像は２号館２階にある」と書いてあったので、私は

武蔵大学に着くと学園祭には見向きもせず、去年で勝手知った構内を２号館２階に

直行した。しかし、２号館には初めて行ったので、本像をなかなか見つけられなか

った。ようやく、１号館から２号館に行く２階の通路（図５下の矢印、図６上の通

岡茂男像 

http://www.musashi-ob.gr.jp/bygones/rekishimap2b.jpg
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路）の端（図５下の➀地点）に、本像があることを発見した（図６上の矢印）。そ

の写真を図７に示す。武蔵大学にある３銅像は、いずれも屋内にあった。そのほう

が痛みが少なくてよいのであろうが、部外者には探し難くなっている。 

 
図７．岡茂男先生之像 
 
 なお、本像の台座には銘文があった。その写真を次ページの図８に示す。この銘

板も屋内にあったので、殆ど風化しておらず、大変読み易かった。本銘文を以下に

示す。 
頌 

岡茂男先生（1920-1992）は、揺籃期の本学に就任され、1991 年に定年を迎えられるま

での 39 年間、国際経済分野の研究と学生の教育に尽力されました。この間、先生は学長

をはじめ数々の要職を歴任され、本学の興隆に献身されたのであります。岡学長の時代は、
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本学の主要な建物・設備が相次いで完成し、大学としての充実への揺るぎない基盤が確立

された特筆すべき時期であったといっても過言ではありません。 

 先生は九州帝国大学のご出身であり、かつての母校復帰を求められた際、教え子への深

い愛情から本学にとどまることを決意され、その生涯を本学のために捧げられました。先

生は貿易・関税分野における卓越した研究者であり、「岡茂男関税政策著作集・全六巻」

をはじめ優れた研究業績を数多く残され、また国家・地域社会に果たした功績も顕著で、

勲三等旭日中授章を受けられました。 

 本記念会は、没後一年にあたり、先生の輝かしい業績を偲んで、限りない敬慕の念をこ

め、ここに胸像を建立して永久に先生のご遺徳を称えるものであります。 

1993 年 11 月 岡茂男先生記念会 制作者 伊東槐 

 

 
以上の資料より、本像の概要は以下の通りです。 

岡 茂男先生之像 
設置場所：東京都練馬区豊玉上 1丁目 26-1、武蔵大学２号館２階中講堂ロビー 

設置時期：1993 年 11 月（没後、１年） 

銅像製作者：伊東傀（1918-2009） 

図８．本像の銘文 
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設置経緯：岡 茂男（おか しげお、1920-1992）は大分県庄内町出身の経済学者。

1946 年、九州大学を卒業。1966 年、九州大学にて経済学博士号を取得。1952 年か

ら 1991 年に定年を迎えるまでの 39 年間、武蔵大学で国際経済分野の研究と学生の

教育に尽力。その間、学長（1976-1984）などの要職を歴任して本学の興隆に貢献。 

 私（林）の意見は次の通りである。 

岡先生は母校・九大の教授就任より武蔵大学教授を選択された。九大は大きな大学で、医

学部の勢力が強く、岡先生が九大に就任されても、先生の力量がどこまで発揮できたかは

疑問である。その点、先生が経済専門の武蔵大学に残られたのは賢明であった。岡先生の

前任の鈴木学長は学長室で倒れられた（８）のサイト/2）。鈴木学長は、謂わば、武蔵大

学の中興の祖で、新制武蔵大学の基礎を築かれた。岡先生は鈴木学長の急死の後を引き継

いで、学長代行と学長を務められ、鈴木学長の始められた諸事業を完成させたのである。

それ故、武蔵大学には創立者の根津先生と並んで、鈴木先生と岡先生の銅像が設置されて

いるのであろう。 

 

 なお、ウィキペディア（伊東 傀）と９）のサイト/lによれば、胸像作者の略歴は

次の通りである。（９）のサイト/lには、伊東 傀の詳細な業績が紹介されてい

る。） 

伊東 傀（いとう かい、本名: 伊藤 茂之（いとう しげゆき） 1918 年 10 月 4 日 - 2009

年 2 月 1 日）は、日本の彫刻家。1918 年に東京都で生まれる。東京芸術大学の名誉教授と

なる。1993 年、しながわ美術家協会の顧問となる。産経準大賞の金のトロフィーである天

女の舞は、伊東の作品である。 

 
（４）69 回の記事の補充 

私は69 回の記事/fで、武蔵大学の根津嘉一郎像と鈴木武雄像を紹介した。この記

事で、私は「鈴木像の建立時期や製作者は不明である」と書いた。何故なら、鈴木

像にはそのような情報が無かったからである。しかし、今回の記事を書くにあたり、

８）のサイト/2より、これらの事項が明らかになった。以下に８）のサイト/2より

関連事項を引用する。 

鈴木自身がゼミの指導だけではなく、コンパや旅行などを学生とともに気さくに楽しん

だという回顧や関係者の想い出もたくさん残されている。親身になって学生の世話をし、

就職相談に限らずゼミ生の恋愛問題の相談にさえ乗ったという鈴木を慕い、在籍期を問わ

ず交流を持てるようにとゼミ出身者が「四月会」というグループを組織している。鈴木の

誕生日が 4 月 27 日であることにより「四月会」と名付けられたものである。（中略） 

鈴木の死から十年後、四月会が中心となり寄付を集め(前述の七月会も協力している)、彫

刻家松村外二郎による鈴木の胸像が作成された。1985 年の建立当初は大学三号館正面入り

口のホールに位置していたが、大学図書館入り口ホールを経て、現在では大学一号館ホー

ルに移されている。胸像制作時には多額の寄付が集まったため、剰余金に同窓会からの援

助金を加えた 300 万円を大学に寄付し、これをもとに学生の研究を支援するための基金が

設立された。毎年度、学部学生の優れた研究論文に与えられる鈴木賞の始まりである。な

お鈴木が大学に寄贈した旧蔵書は 4000 冊以上にのぼり、『鈴木武雄先生寄贈図書目録』

(武蔵大学附属図書館、1989 年)に整理されている。とくに鈴木が学外で関わった各種審議

会・委員会関係資料群は貴重なもので、別途『鈴木武雄先生寄贈 審議会・委員会関係資

料―昭和 30・40 年代を中心とした』（武蔵大学附属図書館、1984 年）が作成されている。

鈴木は死後もなお、学生や大学を見守り続けているのである。 

https://100nenshi.musashi.jp/Kiden/Index/471681d1-c790-48b8-bacb-e11afe2f8b02
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/28443.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/28443.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-69.pdf
https://100nenshi.musashi.jp/Kiden/Index/471681d1-c790-48b8-bacb-e11afe2f8b02
https://100nenshi.musashi.jp/Kiden/Index/471681d1-c790-48b8-bacb-e11afe2f8b02
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 なお、ウィキペディア（松村 外次郎）には、次のような記載がある。 

松村 外次郎（まつむら そとじろう、1901 年 9 月 17 日 - 1990 年 6 月 20 日）は、大正時

代から平成時代にかけての彫刻家。元二紀会副理事長、同会名誉会員。富山県東礪波郡青

島村（現在の砺波市庄川町青島）に生まれる。富山県立工芸高校（現・富山県立高岡工芸

高等学校）卒業後、上京して吉田白嶺の内弟子となる。1923 年、第 10 回院展に「女」で

初入選。翌年、東京美術学校彫刻科に入学。在学中から二科展に出品。1927 年第 14 回二

科展より 1930 年第 17 回二科展まで連続入選、東京美術学校卒業後は 1931 年より約 2 年

間パリへ留学。帰国後 1936 年に二科会会員となるが 1944 年退会。1951 年二紀会の彫刻部

設立に尽力、二紀会委員となり、1967 年に同会副理事長に就任、1976 年同会名誉会員と

なる。 1990 年 6 月 20 日、心不全のため東京医科大学病院で死去。 1989 年、郷土の庄川

町に「庄川町立松村外次郎記念美術館（現 松村外次郎記念庄川美術館）」が設立される。 
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