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第 125 回 田園調布の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2020 年６月 30 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123 回の記事/fに記載した。６月 20 日には、中野駅前に行き

柳萬治像を探索し、その探索記を前回の記事/fに記載した。 

これで、私が見つけた大田区と中野区の新しい銅像は殆ど探索したが、大田区田

園調布の聖フランシスコ像はまだ未探索であった。ついでに田園調布の銅像を調査

すると、２）のサイト/lの記事より「玉川田園調布で PATE 屋という老舗パテ専門

店の庭に正体不明の銅像がある」ことを知った。そこで、６月 26 日に田園調布に

行って、これら２体の銅像を探索した。図１は、田園調布の地図である。本稿はそ

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．田園調布の地図 本図は、３）のサイト/より借用。 

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-124.pdf
https://ameblo.jp/furomi/entry-11313296943.html
https://gs-tokyo200.jimdofree.com/%E5%85%A5%E5%9B%A3%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/
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（２）カトリック田園調布教会の聖フランシスコ像 

 図１に、田園調布の地図を示す。本図より、カトリック田園調布教会（東京都大

田区田園調布 3-43-1）の最寄り駅は、田園調布駅ではなく多摩川駅であることが分

かる。私は６月 26 日の 11 時前に多摩川駅を下車し、数分歩くと本教会の正門に到

着した。図２上には本教会の配置図を、図２下には本教会の正門の写真を示す。 

 

 

図２．上：本教会の配置図、下：本教会の正門。 

（本文は、４ページに続く。） 
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図３．上：銅像の背面と大聖堂、下：銅像の正面。 
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図４．本像の台座の銘文 

 

 私が本教会に到着すると、正門は閉まっていた。守衛さんも居ない。「しまった。

日曜日に来るべきだった」と思った。しかし、試しに正門の脇門を押してみると、

門が開いたので、無断侵入をして銅像を撮影した。私は「寺院や神社や教会は、一

般市民を何時でも受け入れるべきだ」との考えなので、万一咎められても文句を言

おうと思っていた。しかし、誰も現れなかった。 

 図２上の配置図には、聖フランシスコ像の設置場所が示されている。図３上には

本像の背面と大聖堂を、図３下には本像の正面を示す。なお、本像は上を向いてい

るので、お顔の撮影が十分には出来なかった。本像の台座には、図４に示すような

銘文が貼付されていた。この銘文だけでは、本像の像主名が不明であるが、建立日

が 1981 年 10 月 4 日で、銅像作者が和田金剛であることが分かる。３名の建設者の

役割は不明である。以上の資料やウィキペディア（聖フランシスコ）より、本像の

概要は次の通りである。 

聖フランシスコ立像 

場所：東京都大田区田園調布 3-43-1 カトリック田園調布教会大聖堂前庭 

建立時期：1981 年 10 月 4 日 

制作者：和田金剛（1907-1982） 

設置経緯：聖フランシスコ（1182-1226）は、イタリアのアッシジ出身でアッシジのフラ

ンチェスコとも呼ばれている。フランシスコ会の創設者として知られるカトリック修道士。

「裸のキリストに裸でしたがう」ことを求め、清貧、 悔悛と「神の国」を説いた。中世

イタリアにおける最も著名な聖人のひとりであり、「シエナのカタリナ」とともにイタリ

アの守護聖人となっている。カトリック田園調布教会は 1932 年 10 月 4 日に設立。 

 なお、４）のサイト/lより、本像作者の和田金剛氏の略歴は次の通りである。 

 日展評議員の木彫作家和田金剛は、1982 年 12 月 8 日心不全のため東京都大田区の田園

調布中央総合病院で死去した。享年 75。明治 40(1907)年 7 月 23 日静岡県沼津市に生まれ、

静岡県立韮山中学校を卒業。昭和 8 年第 14 回帝展に「星河」が初入選し、以後帝展、新

文展に出品、同 16 年の第 4 回新文展に「海紅」で特選を受けた。戦後は日展に出品し、

同 45 年第 2 回日展に「幻花」で文部大臣賞を受賞。この間、同 33 年日展会員となり、同

39 年日展評議員となる。日展への出品作に、「杜の精」(同 21 年)、「たそがれ」(同 33

年)、「人」(同 39 年)、「祈り」(同 53 年)などがある。 

https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9943.html


 5 

 台座に彫られている３名の建設者の役割や略歴は、不明な点が多いが、私が調査

できた情報を以下に示す。 

５）のサイト/l：伴野三千良（TOMONO Michiro）。1907 年、静岡県に生まれる。1933

年、早稲田大学を卒業。1948 年、村野建設事務所を経て竹中工務店入社。1953 年、東京

本店設計部長。1960 年、取締役。1967 年、常務取締役。1999 年、逝去。（伴野氏は竹中

工務店の常務取締役として、本像の建設に貢献したのであろう。） 

６）のサイト/a：米 山弥平氏は田園調布中央病院の院 長であった。（田園調布中央病院

は地域医療の中核病院のようだ。米 山氏はそこの院長として、田園調布住民の名士であっ

たのであろう。本像建設にも多額の寄付をしたのかも知れない。なお、本像を作った和田

氏は、本像建立の翌年に田園調布中央総合病院で死去した。米山鈴菜さんの経歴は不明で

あるが、弥平氏の奥様だったのかも知れない。） 

 

（３）PATE 屋の庭にある正体不明の銅像 
 ２）のサイト/lの記事に「パテ屋の庭に銅像が埋まっていました(誰なんでしょ

う)」と書いてあった。パテ屋の周辺地図を図５に示す。ここの住所は、世田谷区玉

川田園調布 2-12-6 である。私は多摩川駅から電車で１駅の田園調布駅に行った。 

 

 

図５．パテ屋の周辺地図 本図は、７）のサイト/より借用。 

 

 

https://www.takenaka.co.jp/design/architect/13/index.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsma1939/30/3/30_3_186/_pdf/-char/ja
https://ameblo.jp/furomi/entry-11313296943.html
https://pateya.com/access/
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 現在の田園調布駅舎は普通の駅ビルになっているが、駅前広場に昔の駅舎の一部

が保存されていた。その写真を図６上に示す。西口にバスターミナルがあった。た

またま渋谷行きのバス（東急バス・渋 11）が来たので、私はそれに乗った。バスは

環八の道路を越えて、「玉川田園調布バス停」に止まった（バス路線は図５を参

照）。その前に、「PATE 屋」の案内標があった。その写真を図６下に示す。 

 

 

 

図６．上：昔の田園調布駅舎の一部、下：「PATE 屋」の案内標 

（本文は、８ページに続く。） 
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図７．上：「PATE 屋」の入口と庭園、下：庭園の銅像。 
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 図６下の「PATE 屋」の案内標の角を曲がると、直ぐに「PATE 屋」の店舗に着いた。

その写真を図７上に示す。店舗は大きなお屋敷の中にあり、そこの庭には厳めしい

顔の銅像が埋まっていた。その写真を図７下に示す。本像には、説明は何も展示さ

れていなかった。帰宅後、当店の HP（８）のサイト/）を見ると、「営業日は、

水・木・金・土」と書いてあった。私はそれを知らずに、たまたま金曜日に訪れた

わけで、ラッキーであった。 

 当店は 1973 年の開業で、日本で初めてのパテ屋さんとして有名ならしい。田園調

布では、バス通りにある「エスプリ・ド・ピコ」のパンに、ここのパテを付けて食

べるのが定番となっているようだ。ここのパテは、あまり日持ちしないようなので、

私はここではパテを買わず、同じ敷地にある「えんがわ inn」という瀟洒なカフェ

で、昼食を食べた。「えんがわ inn」の写真を図８上に示す。図８下は、当店お勧

めのニシンのサンドイッチである（サラダ・スープ・コーヒー付きで 1500 円）。な

お、「えんがわ inn」の紹介は、９）のサイト/2が優れている。 

 

 

図８．上：カフェ・えんがわ inn、下：ニシンのサンドイッチ。 

https://pateya.com/main/
https://macaro-ni.jp/21262
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 私が「えんがわ inn」で昼食を食べた当日は、他に客がおらず、素敵なカフェを

独占できた。銅像探索先で、その地の名物を食べるのも、銅像探索の醍醐味の一つ

である。ここのニシンのサンドイッチは勿論美味であったが、コーヒーの味はイマ

イチであった。ただ、問題点を挙げるなら、当店のトイレである。私は小用に使わ

せて貰ったが、使用後にモタモタしていると、自動的に洗水が勢いよく出てしまっ

た。これでは、コロナ感染の恐れがある。私は出来れば、便器の蓋をして、洗水を

流したかったのであるが、その暇がなかった。 

 私は昼食後に、カフェのオバサンに「庭の銅像はどなたですか？」と質問した。

彼女は「オーナーの先祖です。東大教授でした」とだけ答えてくれた。帰宅後、私

はこの答を手掛かりにして、本像の像主を探索した。ネット検索の結果、10）のサ

イト/7より、当店のオーナーは林のり子さんという方で、有名な食の研究家でもあ

ることが分かった。しかし、像主の東大教授が「林さん」かどうかは不明である。 

 次に、私は 11）のサイトに辿り着いた。本サイトによれば、「のり子さんのお兄

さんは林泰義さんという有名な建築家で、泰義さん夫妻もこの家に住んでいる」こ

とが分かった。本サイトに記載されている泰義さんとのり子さんの略歴は次の通り

である。 

①はやし・やすよし─1936 年東京都生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。東京大学大学

院博士課程修了。1969 年、計画技術研究所を設立。都市コンサルタントとして名古屋市、

世田谷区などの計画に携わる。1991 年、NPO 法人玉川まちづくりハウスの設立に中心的に

携わり、現在も運営委員を務める。1997 年、日本都市計画学会賞（石川賞）を受賞。1997

年～2000 年、千葉大学客員教授。富田玲子氏との共作として「起爆空間」（1966）などの

設計も手掛けている。主な著書・訳書に『都市再生』（ロベルタ・B・グラッツ著、監訳、

晶文社、1993）、『NPO 教書』（共著、風土社、1997）、『新時代の都市計画 2 市民社会

とまちづくり』（共著、ぎょうせい、2000）などがある。 

②はやし・のりこ─1938 年東京都生まれ。日本大学建築学科卒業。ロッテルダム、パリ、

東京の設計事務所を経て、1973 年に手づくりのパテなどを販売する惣菜店「Pate 屋」を

開く。同時に世界の食の仕組みを歴史や文化から探る《食》研究工房を設立。小学生時代、

父親の仕事の関係で瀬戸内の漁村と九州の山のなかで過ごした体験が《食》研究工房の仕

事につながった。世界のブナ帯文化圏の食などについて研究に取り組み、その成果を「ブ

ナ帯食ごよみ」として全国農業新聞などに掲載。『須玉の食ごよみ』（須玉町教育委員

会）、『宮城のブナ帯食ごよみ』（宮城県）などを制作。「ブナ帯☆ワンダーランド展」

（せたがや文化財団生活工房、2015）を企画・製作。著書『かつおは皮がおいしい パテ

屋の店先から』（晶文社、1987／新装増補版、アノニマスタジオ、2010）。 

これで、本像の像主の東大教授も「林さん」であることがほぼ間違いない。そこ

で、東大の銅像を収録しているサイト（12）のサイト/l）を調べてみると、本像と

同じ胸像が収録されていた。その写真を図９に示す。 

 

図９．林春雄像（ 作者不詳）。本図は12）のサイト/lよ

り借用。 

制作は一九三三年、七九・八×八二・六×四六・六 cm、ブ

ロンズ、木製台座。本体側面に「大□」、同背面に「林春雄

先生、昭和八年夏、□島大□作」。医学部薬理学教室蔵。 

https://www.wantedly.com/journals/287
https://www.wantedly.com/journals/287
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html
http://umdb.um.u-tokyo.ac.jp/DKankoub/Publish_db/1998Portrait/03/03200.html
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 以上の経緯より、世田谷区玉川田園調布 2-12-6 の PATE 屋の庭に設置されている

のは、「林春雄の胸像」であることがほぼ確定した。更なる確証を得るためには、

林春雄先生（1874-1952）の自宅が当地であったことを確認すればよい。しかし、現

状では、林先生の戦後の自宅は不明である。 

 13）のサイト/lには「林家墓誌」が収録されており、その写真を図 10 に示す。一

方、11）のサイトには、「林泰義さんの父親が 1991 年（平成３年）に亡くなり、

母親が 2000 年（平成 12 年）に亡くなった」と記載されている。この記載と、図 10

の墓誌とを比較すると、「林泰義さんの父親は林秋義さんで、春雄先生の三男であ

る」ことと、「林泰義さんの母親は林露子さんで、秋義さんの妻である」ことが分

かった。以上の資料より、「PATE 屋の胸像は林春雄先生の胸像である」ことが判明

した。 

 

 

図 10．林家墓誌（雑司ヶ谷霊園） 本図は、13）のサイト/lより借用。 

 

 以上の資料およびウィキペディア（林春雄）より、本像の概要は次の通りである。 

林春雄胸像 

場所：東京都世田谷区玉川田園調布 2-12-6  PATE 屋の庭 

制作時期：本像は東大に設置されている胸像（1933 年制作）と同型 

制作者：不明 

http://copperdentalcl4181.blog.fc2.com/blog-entry-207.html
http://copperdentalcl4181.blog.fc2.com/blog-entry-207.html
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設置経緯：林春雄（1874-1952）は愛知県出身で、旧姓は二宮。1897 年に東京帝大医科大

学卒、1902 年にドイツ留学、薬理学を研究。1905 年帰国、京都帝大福岡医科大学教授、

1908 年東京帝大教授となり薬物学第 2 講座を担当する。伝染病研究所長、医学部長を経て

1934 年定年退職。林のり子（1938-）は春雄の孫で、1973 年に自宅（春雄の旧宅）でパテ

屋をオープンし、好評を得ている。本像は東大医学部に設置されている胸像と同型である。 
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