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第 108 回 新宿区の野村専太郎・ます夫妻像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 11 月 14 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106 回の記事/fに書いた。残りの佐佐木像（文京区小石川）と岡像（練

馬区武蔵大学）の探索記を前回の記事/fに書いた。大学の銅像を探索する場合は、

大学祭に訪問するのが便利である。普段は「部外者入場お断り」の大学でも、大学

祭には自由に立ち入ることが出来るからである。武蔵大学の場合も、昨年の大学祭

で銅像探索を行ったが、探索記を書く段階で、岡像の存在を知った。そこで、１年

間待って今年の大学祭で武蔵大学を再訪して、岡像を撮影した次第である。 

９-11 月は大学祭のシーズンであるので、私は 11 月の９-10 日に開催される大学

を調べて見た。その結果、玉川大学の大学祭は 11 月９-10 日に開催され、本学には

８体もの銅像が設置されていることが分かった。また、ランダムに銅像検索を行っ

ていると、新宿ワシントンホテルの敷地内にある新宿韋駄天尊境内に野村専太郎・

ます夫妻像があることを偶然発見した。これらの銅像は、日本の銅像探偵団/lのサ

イトには収録されていないので、11 月 10 日にこれらの銅像を探索した。 
今回は、新宿の野村夫妻像を紹介する。次回は、玉川大学の銅像を紹介する予定

である。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）新宿韋駄天尊 

 新宿韋駄天尊の周辺地図を次ページの図１上に示す。当神社は都庁の隣にある新

宿ワシントンホテルの敷地内にある。私は 11 月 10 日に大江戸線都庁前駅から当神

社に行った。図１上から、両者は徒歩５分くらいの距離にあるが、私は道に迷って

大回りをして 15 分くらいかかってしまった。図１下は、都庁前の道路からワシント

ンホテルを撮影した写真である。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-106.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-107.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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 新宿ワシントンホテルの敷地内に、韋駄天尊堂があった。本堂の外観と内部を次

ページの図２に示す。内部にはご本尊の板碑が祀られていた。 

（本文は、４ページに続く。） 

図１． 
上：新宿韋駄天尊の周辺地図。 本

図は、２）のサイト/lより借用。 
下：都庁（右のビル）と新宿ワシン

トンホテル（正面のビル）。赤い矢

印は本写真を撮影した方向。 

http://www.inatari.or.jp/idaten/chinzachi.html
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図２．上：韋駄天尊堂の外観、下：本堂の内部（本尊は板碑である。） 
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図３．韋駄天尊の由来 

 

 本堂の向かって左側に、「史跡 韋駄天尊由来 由来」なる説明板があった。そ

の全文を、３）のサイト/lより以下に引用する。 

史跡 韋駄天尊 由来 

韋駄天尊は 増長天八将軍の一官として 甲冑に身を固め走ること疾風の如しと称され 

仏法 衆生 交通の守護神として霊験あらたかなりと篤き信仰を集む。 

ご本尊は江戸中期の作とされ 上州舘林の城主秋元但馬守礼朝公の守護神として当初江戸

浅草に祭祀され 明治三年同公の下屋敷たる当地（新宿角筈）に遷座さる。 

その後広く地元の信仰を集め 大正八年 八坪の独立仏堂となるも第二次世界大戦末の空

襲により昭和二十年四月焼失破壊さる。 

戦後の混乱も漸く治まりたる昭和三十年 地元に復興の機運高まり 本尊は仏画の大家宮

原柳遷画伯の揮毫により 名工草野氏が仙台石の彫刻し 堂宇は大工頭領平田七五郎氏に

より総桧造りをもって再建さる。 

以来三十年の星霜を経て 当地区は東京新都心として超高層ビルが林立し 且つ都庁舎も

近く当地へ移転する時代を迎えんとす。 

ここに環境に相応しい近代的堂宇を新築申しあげ韋駄天尊が永劫に当地の守護神として御

加護賜わらんことを祈念す。 

    昭和六十一年十一月二十一日   野村専太郎 建之 

 なお、上文で「当地」とは「新宿角筈」のことであり、上文の「。印」は私（林）が補

充した。又、明治三年は 1870 年、大正八年は 1919 年、昭和二十年は 1945 年、昭和三十

年は 1955 年、昭和六十一年は 1986 年である。 

http://glassesmaiden.blog81.fc2.com/blog-entry-4565.html
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 御祭神の説明は、４）のサイト/lが詳しい。本サイトによれば、韋駄天尊は次の

ような神である。 
古代インド神話の神であり、仏教においては南方増長天八大将軍の一官として三十二将の

主位に置かれています。インドの伝説によれば釈迦牟尼世尊の入滅後、仏舎利を奪った疾

足鬼に対し、韋駄天尊は特有の脚力をもって追い、雲を踏み、霧を破って瞬時に奪還した

とあります。このことから足の速い様を韋駄天の如しといい、 その走力を韋駄天走りと称

するに至ったと云われています。 

本サイトによれば、韋駄天尊の御神徳は次の通りである。 
韋駄天尊は勇猛迅速の謂を以て、古来諸大名の間では守護神又は戦神として祭祀され、世

の信仰者からは勝負事の神、若しくは足の神として尊崇されており、殊に腰部より足先に

かけての疾患等はその信心により癒されるとされています。また、寺院においては修行僧

の世話、特に食事に関する事を司るとされており、寺院の厨房に祀られています。元々の

インドにおいては生後間もない子供の病魔を退けるとも信仰されており、子供の守り神と

しても崇敬されています。 

 なお、本神社の紹介写真は、５）のサイト/iが優れている。 
 
（２）新宿韋駄天尊の野村専太郎・ます夫妻像 
韋駄天尊堂の向かって左側に夫婦像が設置されていた。その写真を図４に示す。 

（本文は、７ページに続く。） 

 

 
図４．新宿韋駄天尊の夫婦像 
 

http://www.inatari.or.jp/idaten/goyuisyo.html
https://www.jinjyagoshuin.com/entry/ubakoinari


 6 

 

 
図５．上：新宿韋駄天尊の野村専太郎・ます夫妻像、下：台座の銘文。 
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 図５に、本夫婦像と台座の銘文を示す。本銘文より、銅像主は野村専太郎・ます

夫妻であることが分かった。本夫婦像がある場所は、都庁横の有名ホテルの玄関横

である。しかも、韋駄天尊の赤い登りが旗めいている。都心のかくも目立たしい場

所に、三十数年前から設置されている本像が、日本の銅像探偵団/lのサイトには収

録されていないのは、全く不思議である。 
 本銘文の全文を３）のサイト/lより以下に引用する。 
野村専太郎・ます夫妻像 
韋駄天尊のご本尊は江戸中期の作とされ 明治 大正 昭和にわたり野村家が当地区の皆

様とともに御守役を務めてまいりました 
このたび 都庁舎移転先が西新宿に決定されたのにともない 政治 経済 交通の衷心と

しての新都心及び関係各位の将来を永劫にご守護賜わるべくここにご尊像を新築申し上げ 

併せて精神的憩いの場ともなりますように 健康と長寿に恵まれている野村専太郎夫妻が

衷心より韋駄天尊に対し感謝と奉仕を捧げる姿をご奉納申し上げる次第であります 
  昭和六十一年十一月二十一日 
    建立 藤田観光株式会社社長 田中雄平 野村 建 
 野村専太郎経歴 
 勲三等瑞宝章、衆議院議員（東京第一区選出）、小田急建設株式会社社長、藤田観光株

式会社顧問、明治神宮責任総代 
    制作   雨宮 淳 

 本銘文より、野村氏は衆議院議員を務めた政治家であり、会社社長を務めた実業

家でもあったことが分かる。しかし、彼の具体的な経歴は不明なので、ネット検索

を行った。その結果、６）のサイト/lより、次のような彼の経歴が判明した。 
野村専太郎（1901-1991.10.13） 昭和期の実業家(野村組)、政治家 

東京出身。祖父である野村専太郎（初代）が 1880 年野村組を創業。1914 年初代死去に

より父である野村権太郎が社長を継ぎ野村専太郎（2 代目）となる。中央工学校卒業。野

村組に入る。1928.1.31 父の急死により、3 代目社長となる。1939 年株式会社野村組とし、

1948 年社名を野村工事株式会社に改称。戦前戦後のゼネコン企業を率いた。 

1949.1.23 第 24 回衆議院議員総選挙に東京 1 区から民主自由党公認として立候補し、立

候補者数 23 人の定数 4 で争い、野坂参三（日本共産党）、井出光治（民主自由党）、浅

沼稲次郎（日本社会党）に次いで 4 番手で初当選。 同選挙区には桜内義雄（民主党）、

原彪（日本社会党）らも立候補していたが、大物を抑えての当選であった。1952.10.1 第

25 回衆議院議員総選挙に東京 1 区から自由党公認として挑むも落選。 以後、1953.3.24

第 26 回衆議院議員総選挙、1955.2.1 第 27 回衆議院議員総選挙と東京 1 区から自由党公認

として再選を目指し挑むが、同選挙区は定数 4 で、総理大臣の鳩山一郎（日本民主党）、

文部大臣の安藤正純（日本民主党）、原彪（日本社会党左派）、浅沼稲次郎（日本社会党

右派）がおり磐石で、毎度 5 番手で落選した。 

選挙では不本意であったが、戦後の復興目覚しい日本の好景気も後押しし、野村工事株

式会社は、1962 年東証二部上場となる。 しかし、1971 年オイルショックなどの景気不安

定もあり、小田急グループと合併、社名を小田急建設株式会社へ改称。引き続き社長を続

ける。 1973 年東証一部上場へと育てた。現在は大和ハウスグループと合併（2008 年）し、

大和小田急建設株式会社となっている。 

晩年は藤田観光顧問、明治神宮責任総代、母校である中央工学校理事長などを務めた。

正 5 位 勲 3 等瑞宝章。享年 90 歳。妻はます(1911-2001.10.31)。 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://glassesmaiden.blog81.fc2.com/blog-entry-4565.html
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/N/nomura_se.html
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 1986.11.21 野村専太郎自身は、新宿ワシントンホテル（東京都新宿区西新宿 3 丁目 2 番

9 号）の正面右に「韋駄天尊堂」を建立。野村専太郎は、1988 年私財を投じ稲足神社（い

なたりじんじゃ）を東京都あきる野市菅生に建立し、その地に日本初となる「神道専用霊

園」を開園した。この境内にも「夫婦像」が建つ。 

なお、７）のサイト/lより、本像の作者である雨宮淳の略歴は次の通りである。 

雨宮淳（あめのみやあつし、1937-2010）は彫刻家。彫刻家で東京美術学校彫刻科教授で

あった雨宮治郎の子として東京都に生まれる。61 年日本大学芸術学部を卒業。在学中は映

画を学んだ。大学卒業の年に彫刻家になる決心をし、加藤顕清に彫刻理論を学んだほか、

父雨宮治郎に師事。63 年に日展に「首(B)」で初入選。同年、日彫展にも初入選する。64

年に日彫展で奨励賞を受賞し、日本彫塑会会員となる。65 年日彫展で努力賞受賞。66 年、

第 9 回新日展に男性裸体立像「望」を出品して特選となる。翌年も第 10 回新日展に男性

裸体立像「未来を背負う人間像」を出品して二年連続特選となった。 

2001 年に日本芸術院会員となる。64 年に父の雨宮治郎が、94 年には姉で彫刻家の雨宮敬

子が芸術院会員となっており、親子姉弟続いての日本芸術院会員となった。初期から一貫

してブロンズによる人物裸体像を主に制作し、対象の写実に基づきつつも、西洋の理想化

された身体像に学んだ端正な作風を示した。コントラポストなど古典的なポーズを好み、

男性像においては力強い、女性像においては静的な身振りによって、抽象的な概念を表現

した。85 年から 03 年まで宝仙学園短大教授として後進の指導に当たったほか、02 年から

05 年まで日本彫刻会理事長をつとめた。 

 以上の資料により、本夫婦像の概要は次の通りである。 

野村専太郎・ます夫妻像 
設置場所：新宿区西新宿 3-2-9・新宿ワシントンホテル内の新宿韋駄天尊境内 

設置時期：1986 年 11 月 21 日 

銅像製作者：雨宮 淳（1937-2010） 

建立者：藤田観光株式会社社長・田中雄平、野村 建 
設置経緯：野村専太郎（1901-1991）は東京出身。昭和期の実業家(野村組)、政治家。

勲三等瑞宝章、衆議院議員（東京第一区選出一期：1949-1952）、小田急建設株式会

社社長、藤田観光株式会社顧問、明治神宮責任総代。韋駄天尊の本尊は江戸中期の

作。明治・大正・昭和にわたり野村家が西新宿住民とともに本尊の御守役を務めて

きた。都庁舎の西新宿移転に伴い、1986 年に野村専太郎が近代的堂宇を新築し奉納。

妻・ます（1911-2001）。 

 
（４）野村専太郎の選挙結果 
 野村夫婦像の銘文に、彼は衆議院議員（東京第一区選出）であったと記載されて

いる。６）のサイト/lには彼の在任期間が書かれている。８）のサイト/Cより、彼

の選挙結果は以下の通りであることが分かった。 
東京都第 1 区 (中選挙区) 選挙結果 

第 24 回衆議院議員総選挙 （1949 年（昭和 24 年）1 月 23 日執行） 

当 野坂参三 56 日本共産党 前 61,202 票 18.5%  

当 井手光治 44 民主自由党 新 40,456 票 12.2%  

当 浅沼稲次郎 50 日本社会党 前 36,291 票 11.0%  

https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/28480.html
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/N/nomura_se.html
https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E7%AC%AC1%E5%8C%BA%2B%28%E4%B8%AD%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%29_%E9%81%B8%E6%8C%99%E7%B5%90%E6%9E%9C
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当 野村専太郎 48 民主自由党 新 35,350 票 10.7%  

次  高橋庄八郎 36 民主自由党 新 33,859 票 10.2% 

第 25 回衆議院議員総選挙 （1952 年（昭和 27 年）10 月 1 日執行） 

当 鳩山一郎 69 自由党 元 108,660 票 22.6%  

当 浅沼稲次郎 53 右派社会党 前 81,796 票 17.0%  

当 原彪 57 左派社会党 元 46,913 票 9.8%  

当 安藤正純 75 自由党 元 41,710 票 8.7%  

次 野村専太郎 51 自由党 前 33,814 票 7.0% 

第 26 回衆議院議員総選挙 （1953 年（昭和 28 年）4 月 19 日執行） 

当 鳩山一郎 69 分党派自由党 前 100,610 票 22.1%  

当 浅沼稲次郎 54 右派社会党 前 76,758 票 16.9%  

当 安藤正純 77 自由党 前 67,234 票 14.8%  

当 原彪 58 左派社会党 前 58,814 票 12.9%  

次 野村専太郎 52 自由党 元 43,339 票 9.5% 

第 27 回衆議院議員総選挙 （1955 年（昭和 30 年）2 月 27 日執行） 

当 鳩山一郎 72 日本民主党 前 149,541 票 27.4%  

当 安藤正純 78 日本民主党 前 93,819 票 17.2%  

当 原彪 60 左派社会党 前 89,575 票 16.4%  

当 浅沼稲次郎 56 右派社会党 前 77,417 票 14.2%  

次 野村専太郎 53 自由党 元 63,316 票 11.6% 

 以上の結果より、野村専太郎氏は 1949 年の総選挙で４位当選したが、以後の３回

は次点で落選している。この頃から、東京都第 1区 (中選挙区)は党首級の候補者が

立候補するようになり、地方政治家であった野村氏には任が重すぎたのであろう。

私の意見では、野村氏は国政より地方政治に徹し、都会議員を目指した方がよかっ

たのではなかろうか。 
 

補足：稲足神社（いなたりじんじゃ、東京都あきる野市菅生）の野村夫妻像の写真

を図６に示す。 

 

図６．稲足神社の野村夫妻像 本図は、９）のサイト/lより借用。 
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