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第 124 回 中野区の柳萬治像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年６月 24 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（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。 

私は武漢肺炎が流行し外出を自粛していたが、流行が少し下火になったので、銅

像探索を再開している。６月 11 日には、大田区の市村清像と品川区の水木弘圓像を

探索し、その探索記を前回の記事/fに記載した。その内、水木像には建立碑が貼付

されていたが、彼女の経歴が全く書かれていなかった。そこで、私は自宅近くにあ

る練馬区立図書館に、彼女の経歴を調べに行った。ところが、そこの書架は未だ立

入禁止であった。品川区立図書館も同様であったので、私は６月 20 日に中野駅前に

ある中野区立中央図書館に調査に行った。図１に、中野駅南口の周辺地図を示す。 

ここに行った理由は次の通りである。①122 回の探索/fの時に、中野区立の図書

館では書架の立ち入りが出来たこと。②この近くに珍しい銅像があることを、ネッ

ト記事で見つけたこと。③この銅像が設置されている店舗のごく近くに、私共夫婦

が 50 年前の新婚時代に過ごしたアパートがあったので、その地を再訪してみようと

思ったから。本稿はそれらの探索記である。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。 

 

図１．中野駅南口の周辺地図 本図は、２）のサイト/lより借用。 

①なかの ZERO（中野区立中央図書館）、②肉の丸萬、③私の旧住所。 

① 

② 

③ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-123.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-122.pdf
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/211500/d002863.html
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（２）中野区立中央図書館 

図１に、中野区立中央図書館（図１の①）の周辺地図を示す。中野駅南口から中

央線の線路に沿って東向きに歩くと、数分で中野区立中央図書館に着く。南口から

図書館までの道沿いには、洒落た店舗が多い。私は 50 年前に結婚して、下町情緒の

残った本郷菊坂町から当地のアパートに引っ越してきた。その当時から、この通り

は洒落た店舗が多く、スポーツジム（東京アスレティッククラブ）もあったので、

セレブな新婚気分を満喫することが出来た。 

 私共は、1972 年に新築の高島平団地に当選したので、中野には２年間しか居なか

った。その後、この通り沿いには新しい施設やビルが続々と建設され、増々素敵な

街になっている。その一つが「もみじ山文化センター」（愛称は、なかの ZERO）で

ある。今回、私が当地を再訪した時には、「なかの ZERO」の撮影を忘れたので、

３）のサイト/lから写真を拝借して、図２に示す。 

 

 

図２．「なかの ZERO」の概要 本図は、３）のサイト/lより借用。 

 

ウィキペディア（もみじ山文化センター）によれば、当所の概要は次の通りであ

る。 

①もみじ山文化センターは、東京都中野区中野二丁目に所在し中野区より業務の代行を受

託している指定管理者が運営する文化複合施設。旧中野公会堂跡地に本館と西館からなる

建物が建設された。愛称は、なかの ZERO（ゼロ）。なお、ZERO の意味は不明である。 

②本館は、地上 4 階、地下 3 階。延べ面積は 18,232m2。開館は 1993 年 7 月 23 日。主な施

設は大ホール（客席数 1292 席で、音響は大変優れており、オーケストラコンサート、オ

https://www.nakano-centralpark.jp/news/621.html
https://www.nakano-centralpark.jp/news/621.html
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ペラ、ミュージカル等の公演会場として高い人気を得ている。）、視聴覚ホール、多目的

練習室、中野区立中央図書館など。 

③西館は、地上 4 階、地下 1 階。延べ面積は 6,589m2。開館は 1972 年 11 月 3 日。主な施

設は小ホール（客席数 507 席）、学習室、科学実験室、プラネタリウムなど。 

④都内各方面から来易い中野駅に近いため、ホールでは各種イベントが数多く行われてお

り、区内外を問わず多くの利用者が訪れる施設となっている。中野区の生涯学習機関とし

ての機能を有する施設。 隣接する紅葉山公園（図１を参照）には、蒸気機関車（国鉄 C11

形蒸気機関車）が静態保存されている。 

 私は６月 20 日の 10 時過ぎに「なかの ZERO」に着き、中野区立中央図書館に入場

した。事前調査の通り、書架の立ち入りは自由であった。当館の資料室には、中野

区の資料は勿論、品川区史などの他区の資料も沢山あった。私は先ず、人名事典で

水木好圓師の経歴を調査した。しかし、水木師を掲載している事典がなかなか見つ

からなかった。 

そのうち、大変な蒸し暑さを感じ、汗だくになってしまった。周りの状況を観察

すると、どうも空調が働いていないことに気付いた。コロナ対策で、空調を切って

いるのかも知れない。その為、私は少し調査しただけで、撤退を決意した。今度は、

水木師地元の品川区立図書館に行くことにした。そこで、私は図書館を出て、直ぐ

近くにある「肉の丸萬」（図１の②）に向かった。 

 

（３）「肉の丸萬」の栁萬治像 

 

図３．「肉の丸萬」の店舗（図１の②地点） 
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 図１の②地点に着くと、図３に示すような派手な肉屋の店舗があった。私はたま

たま４）のサイト/より、ここに創業者の銅像があることを知っていた。表玄関には

地下室への入口があった。地下に売り場があるらしく、客とおぼしき人達が地下に

降りて行っていた。表玄関付近には銅像がないので、私は「地下に銅像が設置され

ているかも知れない」と思い、私も地下に降りて行った。 

地下室は狭く、狭い売り場の奥で数人の従業員が肉を捌いていた。換気も悪く、

コロナウイルスが繁殖しそうなヤバイ空間であった。この地下室を見渡しても、銅

像は見当たらなかった。私は半ば諦めて地上に出て、念のために店舗の裏口に回っ

てみた。すると、そこに座像が設置されていた。その写真を図４に示す。 

 

 

図４．店舗の１階裏口に設置された座像 

 

次ページの図５上に、本像の近接写真を示す。本像の台座正面には、「創業者 

栁萬治之像」との銘板が貼付されていた。また、銘板の下には、「経営理念」も添

付されていた。その写真を図５下に示す。そこには「歓喜 授与 繁栄 幸福」と

書かれていた。 

 図５上の座像は、芸術的とは言えないが、現代技法を用いた非常に写実的な作品

であった。屋内に設置されているので、風雨による損傷は少しも無かった。台座の

側面には、「創業者 栁萬治 略歴」と題する銘文が貼付されていた。その写真を、

６ページの図６に示す。 

（本文は、６ページに続く。） 

https://blog.mychef.jp/2019/05/22/meat_nakano/
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図５． 
上：創業者 栁萬治之像、 
下：経営理念。 
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図６．「創業者 栁萬治 略歴」と題する銘文 

 

 図６の銘文には、次のように書かれていた。 

創業者 栁 萬治 略歴 

昭和４年 11 月 新潟県柏崎市に生まれる 

昭和 25 年５月 原宿にて精肉店 開業 

昭和 27 年１月 中野にて丸萬精肉店 開業 

昭和 37 年３月 株式会社マルマンストア 代表取締役社長に就任 

平成４年 11 月 株式会社マルマンストア 代表取締役会長に就任 

主な表彰歴 

昭和 56 年３月 社団法人東京都食品衛生協会会長表彰 

昭和 62 年 10 月 社団法人日本食品衛生協会理事長表彰 

平成元年 10 月 社団法人日本食品衛生協会会長表彰 

平成９年 10 月 厚生大臣表彰 

平成 11 年 10 月 中野区長表彰 

平成 11 年 11 月 中野税務署長表彰 

平成 13 年 10 月 東京国税局長表彰 

平成 15 年 10 月 東京都知事表彰 

平成 22 年 11 月 叙勲 旭日雙光章受章 
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 発起人建造者 

 株式会社マルマンストア 代表取締役社長 日越祥治 

 創業者栁萬治の米寿を祝い建立 平成 29 年 11 月 19 日 

なお、昭和４年は 1929 年であり、平成４年は 1992 年であり、平成 29 年は 2017 年である。 

 上記の銘文により、私は栁氏の略歴を知ったが、彼の創業エピソードが知りたく

なった。それは、５）のサイト/1に次のように書かれていた。 

①新潟県柏崎で昭和 19 年に小学校高等科を卒業した柳さんは、いすゞ自動車の前身の軍

需工場で終戦を迎え、その後は九州の炭鉱、横浜の堤防工事などを経験。自宅が乳牛を飼

っていたことで、大牧場の経営を志す。神奈川県小田原市のでん粉工場の工場長が同郷で

あったことで、紹介を得て家畜農家で働き、またその農家に出入りしていた箱根の精肉店

から誘いを受けた。全て牧場経営の夢のためと、人一倍働いた。朝４時に起床、農家で豚

を買い付け、屠場の帰りに精肉店へ卸し、帰ると旅館やホテルに肉の配達。寝るのはいつ

も夜 12 時頃だった。 

②精肉店の修業が 10 カ月を過ぎた頃の正月、あいさつに行った原宿の叔母の家に泊まり、

朝に買い物を頼まれて原宿通りの商店街へ行くと、広さ８坪の建て売りの商店が目に留ま

った。「こんな所で、肉屋をやってみたい」。叔母に事情を話して協力を仰ぎ、昭和 25

年、ちょうど 20 歳の時に精肉店を開業した。 

③開業しても待っているだけではお客が来ないので、天ぷらやコロッケなど惣菜を作って

近隣へ売り歩いた。得意先も多くなったところで仲間を得て、開店したばかりの店舗を売

り、新宿で新たに開業。車も買って卸しにも幅を広げた。卸し先が増えていく中で、中野

に代金未払いのお店が。それがきっかけで昭和 27 年、現在の本社のすぐ近くに位置する

そのお店を柳さんが再スタートさせることになった。 

④中野では知名度がなかったので、顧客を作るために飲食店の皿洗いを手伝って信頼を得

るなど、体当たりの営業を続けた。やがて、精肉の小売りと業務用の卸しで経営は安定。

ライバル店が増えていく中でも店舗数は増えていった。しかし、市場の様子を見てスーパ

ーの時代の到来を察知。昭和 44 年から食品主体のスーパーを始動し、20 店舗以上展開し

た精肉店をスーパーへ転換、昨年９店目をオープンした。 

⑤事業をここまで大きく出来たのは、柳さんの負けん気の強さが原動力だ。少年時代の同

級生や青年期の同僚から受けた辛い仕打ちにも、「今に見てろ」と将来の成功を目指した。

そのために、仕事では「人の嫌がること」「人のやらないこと」「人のやれないこと」の

３つを実践。どこへ行っても重宝がられ、人の心をつかんでいった。こうしたことから

「他人には親切に」の心が養われ、事業の進めていくうえでも大事な要素となっている。 

⑥「肉を強みとした店を展開したい」と、日越社長は都心で駅前の立地でさらなる拡大を

目指す。目を付ける物件は、フロアの形が不便などの理由で他社が難色を示したところ。

それを工夫と発想力で繁盛させてきた。商品への考え方、従業員への対応、事業への発想

が「すべて同じだから、何も言うことはない」と、柳さんは日越社長へ全幅の信頼を寄せ

ている。「お客さんに喜んでいただくことで、会社は繁栄し、社員が幸せになる」柳さん

が 30 歳の時に打ち立てた商売への精神を、日越社長も「今でも通じるもの」と自身の心

に刻む。「歓喜」「授与」「繁栄」「幸福」。銅像に刻まれた言葉は、銅像とともに何十

年、何百年と会社を発展させていく宝の言葉として伝えられていく。 

 また、６）のサイト/yによれば、「株式会社マルマンストア」の現状は次の通り

である。一代でこれだけの会社を築いた栁氏の努力に敬意を示す次第である。 

①資本金：2 億 7,230 万円 

http://www.t-meat.or.jp/butcher/view/1651
http://www.marumanstore.co.jp/company
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②事業内容：『普段のおかず屋』としてスーパーマーケットを展開。また『肉の丸萬』と

しての飲食店や学校給食などに食肉を中心とした卸売。 

③従業員数：社員 146 名・パートナースタッフ約 630 名（2018 年 4 月） 

④売上高：101 億円（2018 年 3 月実績） 

 以上の資料等より、栁像の概要は次の通りとなる。 

柳萬治之像 

場所：東京都中野区中野 1-60-11 肉の丸萬１階裏口 

建立時期：2017 年 11 月 19 日（米寿を祝い建立） 

建立者：株式会社マルマンストア 代表取締役社長 日越祥治 

設置経緯：創業者の柳萬治(現会長)は、1929 年に新潟県柏崎市の生まれ。 1950 年 5 月、

原宿で 8 坪の肉屋を開業したのが当社の起源です。その後 1952 年 1 月には中野に移り、

1962 年 3 月に会社設立(丸萬畜肉食品株式会社)となりました。「肉の小売」、「業務用の

肉卸し」を事業の柱として精肉専門店を出店していきましたが、1970 年代には時代の流れ

とともにスーパーマーケットへと転換していくことになりました（現在は都内に９店舗）。

しかし、肉の卸売りは事業として継続しており、今ではホテルやラーメン屋さんなどの飲

食店、学校給食、学生寮、病院や介護施設など幅広く卸売りをしております。 

 

（４）新婚時代のアパート 

 本稿の「（１）前書き」で書いたように、私共が 50 年前の新婚時代に過ごしたア

パートがこの付近にあった。数年前、私は家内とこの辺を再訪して、私共が住んで

いたアパートの跡を探したことがあった。そのアパートは 50 年前でも、決して新し

くない木造住宅であったので、現在は勿論建て替えられていて、古い住宅は残って

いなかった。私共は老齢になってしまったので、そのアパートの住所を忘れており、

その跡地を確認することが出来なかった。 

 そこで、古い手紙を探してみると、その住所が分かった。父（1917-1979）からの

手紙を次ページの図７上左に示す。この手紙より、旧住所は「中野区中野 1-61-3」

であることが分かった。その地点を図１③に示す。何と、私共のアパートは「肉の

丸萬」の店舗と同じ通りにあったのである。私共はその当時、近所に当店があった

ことを憶えていない。多分、私共が中野から高島平に引っ越した後に、当店がここ

に来たのであろう。私共が住んでいたアパートの跡地付近の写真を図７下に示す。

本写真で、右から２軒目の住所が「中野区中野 1-61-3」であった。 

 私共のアパートは「城山マンション」という名前で、「豪華なマンションかな」

という誤解を生みやすかった。しかし、実態は木造モルタル塗りの古い建物で、定

年退職したお爺さんが敷地に小さなアパートを建てて暮らしていた。アパート名は

近所の城山公園（場所は図１に記載されている）に由来している。この公園は、私

共が当地に住んでいた頃から存在していた。 

 今回、城山公園を再訪してみると、随分と立派な遊具が建設され、沢山の子供達

が遊んでいた。その写真を 10 ページの図８上に示す。また、この公園には「東京府

立農業試験場跡」の案内板も設置されていた。その写真を図８下に示す。本文より、

明治時代後半のこの一帯は未だ田園地域であったことが分かる。 
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図７． 

上左：父からの手紙、 

上右：建物の住居表示、 

下：現在の風景。（右から２軒目の

建物の住所が、中野区中野 1-61-3

である。） 
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図８．上：中野区城山公園、下：「東京府立農業試験場跡」の案内板 
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