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第 128 回 清瀬市の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2020 年７月 13 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。 
 

 

図１．西武池袋線清瀬駅周辺の交通地図 本図は、２）のサイト/より借用。 

① ハンセン病資料館、②東星学園、③伊藤記念公園台田の杜。 

① 

② 

③ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.seibubus.co.jp/rosen/rosenzu/
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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。本年に入ってからは、主として大田区や中野区で銅像探索

を行いその探索記を書いてきた（123 回の記事/f、124 回の記事/f、125 回の記事/f、

及び126 回の記事/f）。私は118 回の記事/fで、中野区のフロジャック神父像の探索

記を書いた。この時、清瀬市の東星学園にも神父の銅像があることを見つけた。こ

の像は、１）のサイト/に収録されていないので、ぜひ探索しようと思っていた。そ

の際、清瀬駅周辺の未収録銅像を調べてみると、ハンセン病資料館（住所は東村山

市）に大谷藤郎像や、台田の杜に伊藤ヨシ像があることが分かった。 

７月３日に、私は西武池袋線清瀬駅周辺で上記３体の銅像探索を行った。前回の

記事/fでは、ハンセン病資料館の大谷像を紹介した。本稿では、清瀬市のフロジャ

ック神父像と伊藤ヨシ像の探索記を記載する。図１は西武池袋線清瀬駅周辺の交通

地図である。清瀬駅からはバス路線が多く（東京都シルバーパスで無料で乗車出来

る）、今回はそれらを利用して探索を行った。 

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）清瀬市東星学園のフロジャック神父像 

７月３日に、私はハンセン病資料館（図１の①）の大谷像を探索後、清瀬市東星

学園（図１の②）に歩いて行った。本学園の周辺地図を図２に示す。 

 

 

図２．清瀬市東星学園の周辺地図 本図は、３）のサイト/より借用。 

 

東星学園 

清瀬市 
東村山市 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-123.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-126.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-118.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-127.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-127.pdf
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13221/119477719_ipcbl/
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 私は118 回の記事/fで、中野区のフロジャック神父像の探索記を書いた。本像の

概要は以下の通りである。 

ヨゼフ・フロジャック神父立像 

設置場所：東京都中野区江古田３－15－２、「ベタニアの家」の前庭 

設置時期、制作者：不明。 

設置経緯：ヨゼフ・マリウス・シャルル・フロジャック神父（Joseph Marius 

Charles Flaujac、1886 年 3 月 31 日 - 1959 年 12 月 12 日）はパリ外国宣教会所属 

のフランス人宣教師である。1909 年に来日し、関東で布教活動。1918 年に関口教会 

主任司祭。1927 年より結核患者及びその家族のための総合的な福祉施設を目指して 

活動し、東京における社会福祉活動に大きな足跡を残した。1930 年：江古田に「ベ 

タニアの家」（現在の慈生会）を創立。1931 年：「ロゼッタ姉妹会」（現在のベタニア

修道女会）を 

創設。1933 年：清瀬村に療養農園「ベトレヘムの園」を設立。1934 年：児童養護施 

設「東星学園」（現在のベトレヘム学園）を建設。1959 年：朝日賞、勲四等瑞宝章 

1930 年代の清瀬村（現・清瀬市）一帯は、武蔵野の面影を残す雑木林が拡がって

いた。前回の記事/fに書いたように、1909 年には清瀬村の隣の東村山村（現・東村

山市）に全生園が建設され、そこに多数の癩病患者が収容された。ウィキペディア

によれば、フロジャック神父の清瀬における結核療養施設の建設は次のように行わ

れた。 

1932 年 10 月、全生園近くの清瀬村に山林 20,000 坪を購入。同年 12 月にはベタニアの

家の筋向いに患者の子供たちを収容するため、児童福祉施設「ナザレトの家」を建設、男

児 10 数名を収容した。1933 年 1 月、清瀬村の土地に、軽症患者やその家族を収容できる

総合施設を建設するため開拓に着手し、同年 10 月には病棟が完成、回復期の患者を社会

復帰させるための施設、療養農園「ベトレヘムの園」（現・ベトレヘムの園病院）を設立

し軽症患者 60 名を収容した。翌 1934 年 5 月にはベトレヘムの園西隣の土地 7,500 坪を買

い入れ、児童養護施設「東星学園」の建設に着手、同年 8 月 2 日に開園しナザレトの家の

児童 33 名を移した。1936 年には東星尋常小学校を設立。1937 年には周辺地域からの通学

生の入学受入れ開始。現在、学校法人東星学園はカトリックの理念に基づくミッション系

の学校を幼稚園から高校まで設置・運営している。 

 フロジャク神父の略歴は、４）のサイト/lに書かれている。本サイトには、次の

ような神父の言葉が書かれている。 

生きるということは 愛することだ。 

神と人とに対する 制限なき愛を実行しよう。 

実行によって このことをすべての人に知らせなさい。 

神父の救済事業の展開は、資金調達から始まって全て神父の熱意の結果であった。 

 ７月３日、私はハンセン病資料館（図１の①）から、慈生会・ベトレヘムの園病

院（次ページの図３上）の傍を通り、志木街道に面した東星学園正門（図３下）に

到着した。正門には警備員のオジサンが居たので、彼に神父像の撮影許可を求めた。

わざわざ撮影に来る人は居ないらしく、彼は事務所に問い合わせた。すると、事務

所からオバサンがやって来て、彼女から撮影許可が得られた次第である。 

（本文は、５ページに続く。） 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-118.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-127.pdf
https://jiseikai-kiyose.jp/yozefu/outline/joseph-flaujac.html
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図３．上：慈生会清瀬地区の施設、下：東星学園正門。 
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図４．上：東星学園中庭のフロジャック神父像、下：本像前の銘板。 

 

 東星学園正門から入って、すぐ先の中庭の右側に、フロジャック神父の立像があ

った。その写真を図４上に示す。中野区に設置されている神父の立像は帽子を被っ

ていたが、ここの立像は無帽であった。立像の前に銘板があった。その写真を図４

下に示す。日付は不鮮明であったが、他の記事より「May 1 1981」であることを確

認した。 
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図５．フロジャック神父像 

 

 図５にフロジャック神父像の近接写真を示す。本像の出来栄えは素晴らしく、像

主の愛情に満ちた人柄がよく表現されている。以上の資料より、本像の概要は次の

通りである。 

ヨゼフ・フロジャック神父立像 

場所：東京都清瀬市梅園 3-14-47 東星学園中庭 

建立時期：1981 年 5 月 1 日 

制作者：松谷謙司（キリスト教専門彫刻家：2015 年に 98 才で昇天） 

設置経緯：フロジャック神父（1886-1959）はフランス人宣教師。1909 年に来日し、結核

患者及びその家族のための総合的な福祉施設を目指して活動。1930 年に中野療養所近く

（現在の中野区丸山）に患者 15 名を収容する施設を開設、それを「ベタニアの家」と命

名した。1932 年には同地に患者の子供のための施設「ナザレットの家」を建設。1933 年 1
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月、既に購入済だった清瀬村の 20,000 坪の山林に、軽症患者やその家族を収容できる総

合施設を建設するため開拓に着手し、同年 10 月には病棟が完成、回復期の患者を社会復

帰させるための施設、療養農園「ベトレヘムの園」を設立し軽症患者 60 名を収容した。

1934 年 5 月にはベトレヘムの園西隣の土地 7,500 坪を買い入れ、同年 8 月児童養護施設

「東星学園」を開園し、ナザレトの家の児童 33 名を移した。1937 年には周辺地域からの

通学生を受入れ、現在では幼稚園から高校までのカトリック理念に基づくミッション系学

校となっている。神父の立像は中野のベタニアの家にもあるが、本像とは同型ではない。 

 

 なお、本像の制作者である松谷謙司氏は、キリスト教専門彫刻家である。５）の

サイト/lで、西川哲彌神父は松谷氏の人生を次のように紹介している。  

はじめて上野教会にいらっしゃった方を聖堂に案内し、一緒に祈ったり、中を見て頂いた

あとで「何が印象的でしたか」と尋ねることにしています。だいたいの方が、祭壇と聖櫃

のこと、あるいは祭壇の真上にある三つの丸い照明のことをおっしゃいます。床に敷きつ

められている赤い絨緞がすばらしいですねとおっしゃる方もいます。さらに、他にはどん

な所が印象にのこりましたかと尋ねると、壁一面に巡らされた十字架の道行とかマリア様

と聖ベルナッデッタ様のルルドをあげられます。たまに、どなたが作られたのですかと聴

く方がいらっしゃると松谷謙司さんのことを話します。 

その松谷さんが 6 月 17 日（2015 年）、天の御父のもとに旅立たれたのです。98 才でした。

体調を崩して秋津のベトレヘムの園病院に入院されたのは、ひと月足らずで、それまでは

デイサービスに通いながらも創作意欲そのものは衰えることなく、生涯の作業場で あっ

たアトリエに入る気力を見せておられたとのことです。 

松谷さんが上野教会で十字架 の道行や、ルルドを彫っておられたのは４４才頃でした。

松谷さんは普通の彫刻家ではありませんでした。若い頃からちょっと絵を描いたり、いた

ずら程度に彫刻刀を持ったりしたくらいの人でした。若い頃に出会ったパリ外国宣教会の

フロジャク神父様に魅せられて、ささやかなお手伝いをしていた人だったのです。 

それがひょんなことで大きなキリスト像を彫ることになったのです。それは徳田教会の献

堂式の半年前のことでした。聖堂の建物はなんとかなることがわかっていたのに、内部に

置くべき祭壇やキリスト像ができていないのです。作る人もお金もありません。「こまっ

たなー」と頭をかかえておられたのです。その姿を見ていて松谷さんは「神父様、私がや

りましょうか」と言ってしまったというのです。 

まさかそんなこと言うことは予想もしないことだったのです。ただ神父様の困った姿を目

の前にしてとんでもない言葉が口を突いて出たのでした。それから半年、寝食を忘れてキ

リスト像に取り組みました。その様子をみていたベタニア会のシスターが「松谷さんは教

会が出来上がるときっと死んでしまうでしょう」とおっしゃって いたそうです。そのキ

リスト像は今も徳田教会の聖堂の正面に架けられています。その時から彫刻家松谷謙司が

スタートしたのです。36 才のことです。 

図６．フロジャック神父立像の制作者であ

る松谷謙司氏 

本図は、５）のサイト/lより借用。 

http://www7b.biglobe.ne.jp/%7Easakusa-ueno-catholic-church/uguisu/uguisu188-2.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/%7Easakusa-ueno-catholic-church/uguisu/uguisu188-2.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/%7Easakusa-ueno-catholic-church/uguisu/uguisu188-2.html
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それ以来もうひたすら休むことなく彫り続けました。展覧会に出すために女性裸像も彫り

ました。それで賞も取られました。しかし松谷さんの作品の大部分はキリスト像、マリア

像、聖人像、十字架の道行、祭壇とその正面のレリーフ。大は何メートルのものから小は

ロザリオの十字架まで、毎日毎日休むことも忘れて彫り続けたのです。そのひとつが上野

教会の作品です。 

身体が弱く若い頃多くの病気をかかえ、いつ死んでもおかしくない人生だったそうです。

その身体で信じられない程の作品を生み出していかれたのです。時間があれば迷うことな

く作品に取り組み、蚕が生糸を吹き出すように湧いて来るイメージを型にされて行ったの

です。アトリエにはいくつも完成を待つ作品が並べられ少しずつ形になって行ったのです。 

徳田教会やベタニア会から始まって上野教会、潮見教会、川越教会八王子教会、蒲田教会、

那須のトラピスト修道院、ベタニア修道院、東星学院、光星学園、カトリック府中墓等々

枚挙に暇（いとま）がありません。上野教会の聖堂は、ルドールズ神父様の献身的な努力

と、その努力に応えた日本とフランスの信徒の結晶です。第二バチカン公会議の典礼改革

を先取りしたような祭壇と三位一体を象徴する天上の照明、宣教の発展を絵にしたような

五本の光線、ほかに類を見ない独特なレイアウトの聖堂に花を添えているのが松谷さんの

作品です。 

この作品群はずっと残り続け神様によって呼び集められキリスト様の神言に救われ生かさ

れてゆく、上野教会の信徒と共に生きてゆくでしょう。たゆまない学習と寸暇を惜しんで

作品に向かわれた松谷先生、あなたのひたむきさと笑顔は、私にとってかけがえのない宝

です。 

 

（３）伊藤記念台田の杜公園の伊藤ヨシ像 

 私は、清瀬市東星学園のフロジャック神父像を探索した後、西武池袋線秋津駅ま

で歩いて行った（道順は図２を参照）。秋津駅から電車に乗って、隣の清瀬駅に舞

い戻った。今度は、北口から西武バスに乗って、伊藤記念台田の杜公園を目指した。

図１に示すように、最寄りのバス停は「下戸」か「台田」である。次ページの図７

には、清瀬駅北口の周辺地図を示す。 

 明治時代の清瀬は武蔵野の面影を残す田園地帯であった。ウィキペディアによれ

ば、清瀬市の略歴は次の通りである（昭和初期には、難病患者を隔離する村）。 

1889 年 4 月 1 日、明治政府は新たに町村制を施行し、上清戸村、中清戸村、下清戸村、清

戸下宿村、中里村、野塩村および埼玉県新座郡野火止村の一部を合わせて北多摩郡清瀬村

とした。 

1909 年に隣の東村山村（現・東村山市）に全生園が建設され、そこに多数の癩病患者が収

容された。 

1915 年に武蔵野鉄道（現西武池袋線）が開通。秋津駅が開設。1920 年人口：3083 

1924 年 6 月 24 日、武蔵野鉄道の清瀬駅が開設。1930 年人口：3584 

1933 年 10 月、回復期の結核患者を社会復帰させるための施設、療養農園「ベトレヘムの

園」が開設し、軽症患者 60 名を収容した。 

1934 年 5 月、ベトレヘムの園西隣の土地 7,500 坪に、児童養護施設「東星学園」の建設。 

1939 年、傷痍軍人東京療養所（現：独立行政法人国立病院機構東京病院）開所。これによ

って日本における本格的な結核療養が始まった。1940 年人口：7203 

1954 年 4 月 5 日、町に昇格し、清瀬町と改称。1955 年人口：14544 

1970 年 10 月 1 日、市に昇格し、清瀬市と改称。1970 年人口：51911 



 9 

 

図７．清瀬駅北口の周辺地図 

 

 清瀬駅北口に出ると、１台のバスに客が乗り込んでいた。バスの行き先を見ると、

清瀬市役所があったので、私はこのバスに飛び乗った。バスの中で行き先を確認す

ると、市役所前から第八小学校へ行くらしい。そこで、私は市役所前でバスを降り、

そこから歩いて伊藤記念台田の杜公園に行った。途中、道に少し迷ったが、マルエ

ツを目標にして行くと、何とか目的地に辿り着くことが出来た。 

 次ページの図８上には、柳瀬川通りから公園入口を見た写真を示す。向かって右

側に公園名を刻んだ石碑があり、左側には老婆の胸像があった。石碑の写真を図８

下に示す。古い記事（例えば、６）のサイト/）には、石碑しかないので、胸像は後

から設置されたのであろう。 

（本文は、11 ページに続く。） 

https://nihon.exblog.jp/8287447/
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図８． 
上：伊藤記念台田の杜公園入

口、 

下：公園名を刻んだ石碑。 
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 老婆の胸像の写真を図９に示す。本像には鳥の糞が付いていたが、出来栄えもあ

まり良くなかった。本像は芸術作品風に作られているが、像主に対する作者の尊敬

の念が感じられない。台座正面には「伊藤ヨシ」の刻銘があった。台座背面には、

建立経緯が刻まれているようであったが、台座が新しいわりには文字が読み取り難

かった。安物の台石を使っているのが原因なのかも知れない。 

 

 

図９．伊藤ヨシの胸像 

 

 本公園の設立経緯については、６）のサイト/に次のように書かれている。 

私が住む清瀬市に 2009 年４月 15 日にオープンした伊藤記念公園『台田の杜』へ行って来

た。この公園は名前からも分かるように『伊藤ヨシ』さんから市が寄贈を受けて整備して

きたそうである。広さは１万９千㎡だそうだが、余り広いとは感じなかった。整備したと

いっても、林の下生えのやぶを刈っただけのようで、遊歩道がつけられてはいるが<短く

て変化に乏しいものだ。清瀬市はちっぽけな町で、財政基盤も脆弱であるから土地の買収

https://nihon.exblog.jp/8287447/
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もままならず、土地を寄贈してもらってやっと実現したもののようで、整備もボランテア

がやったそうである。ベンチの設置など、今後も整備に努めて欲しいものである。 

伊藤像の除幕式の様子は、７）のサイト/lに次のように書かれている。 

お屋敷と農地約 33,000 ㎡を清瀬市に寄贈され、2015 年 6 月にご逝去された、伊藤ヨシ様

の胸像が、 清瀬市在住の彫刻家 城田 孝一郎氏によって完成。 2017 年 7 月 6 日除幕式

が行われました。清らかな自然を愛されたヨシ様の御心に沿うよう、寄贈の土地整備が進

められることと思います。 

 以上の資料より、伊藤像の概要は次の通りである。 

伊藤ヨシ胸像 

場所：東京都清瀬市中里六丁目 66 伊藤記念公園台田の杜入口 

建立時期：2017 年 7 月 6 日除幕式 

制作者：城田孝一郎（1928- ：清瀬市在住の彫刻家） 

設置経緯：地元の農家・伊藤ヨシさん（？-2015）は先祖伝来の 1.9 ヘクタールの雑木林

を清瀬市に寄贈し、「伊藤記念公園台田の杜」として 2009 年 4 月 15 日に開園。更に、ヨ

シさんは没後に 1.03 ヘクタールの雑木林を清瀬市に寄贈した。 

 なお、本像を制作した城田孝一郎氏の略歴は８）のサイト/1などに記載されてい

る。 
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