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第 133 回 桜新町の長谷川町子像と早稲田の道元像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年９月 17 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。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、緊急事態宣言が解

除されたので、銅像探索を再開している。しかし、大阪に行くことはまだ自粛して

いるので、東京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、126 回の記事/f、127 回の記事/f、128 回の記事/f、129

回の記事/f、130 回の記事/f、131 回の記事/f、及び前回の記事/f）。 
最近、私は２）のサイト/8で、次の事を知った。①2020 年 7 月 11 日に、長谷川

町子生誕百年を迎え、長谷川町子美術館の分館として長谷川町子記念館が開館した。

②本記念館の玄関前には、１組の銅像（長谷川町子さん、サザエさん、いじわるば

あさんが内緒話をしている銅像）が設置されている。 

この銅像群は、１）のサイト/に未だ収録されていない。そこで、私は探偵団の他

の団員を出し抜いて、本銅像群の写真をできる限り早く撮影しようと狙っていた。

今月 12 日（土）の天気予報は涼しいが大雨、13 日（日）は暑くて晴れであった。

12 日は予報を信じて銅像探索を自粛したが、実際は小雨であった。13 日の朝、起き

てみると曇り空なので、銅像探索を決行した次第である。当日、長谷川町子記念館

に行く途中で、他の銅像も探索した。本稿はこれらの銅像の探索記である。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。 

 

（２）世田谷区桜新町の長谷川町子像など 

 次ページの図１上に、東急田園都市線桜新町駅から長谷川町子美術館と長谷川町

子記念館に行く道筋を示した。桜新町駅前はさながら「サザエさん参り」の門前町

で、地下駅から外にでると、図１下に示すような「サザエさんとタラちゃんの銅

像」があり、「サザエさん通り」への案内塔が目に入った。勿論、上記の銅像群は

１）のサイト/に収録されている。その他にも、桜新町駅周辺にはサザエさん一家の

銅像が多数設置されている。私が今回めざしている「長谷川町子さん、サザエさん、

いじわるばあさんが内緒話をしている銅像」以外のサザエさん一家の銅像は、全て

１）のサイト/に収録されている。 

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
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-127.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-128.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-129.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-129.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-130.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-131.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-132.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9MclRHPYSu8
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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図１．上：東急田園都市線桜新町駅から長谷川町子美術館と長谷川町子記念館に行

く道筋を示した地図。本図は、３）のサイト/より借用。下：桜新町駅南口に設置

されたサザエさんとタラちゃんの銅像。 

 
 私は桜新町駅南口から、「サザエさん通り」を通って長谷川町子記念館に到着し

た。本記念館の玄関の写真を次ページの図２上に示す。玄関前には件の「長谷川町

子さん、サザエさん、いじわるばあさんが内緒話をしている銅像」が設置されてい

た。（本文は、４ページに続く。） 

https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/sakurashinmachi/map/
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図２． 
上：長谷川町子記

念館の玄関、 

下：長谷川町子さ

ん、サザエさん、

いじわるばあさん

が内緒話をしてい

る銅像 



 4 

 武漢肺炎の影響で、長谷川町子記念館への入場は予約制で、少人数に制限されて

いた。私は銅像撮影が主目的なので、入場予約などのめんどくさいは行わなかった。

従って、私は写真撮影後は、駅前のドトールで昼食を摂っただけで、帰宅した。以

下の部分で、町子先生やサザエさん一家の銅像についての調査結果を紹介する。 
①４）のサイト/lによれば、桜新町商店街の歴史は次の通りである。 
1981 年 地下鉄新玉川線開通 
1985 年 長谷川町子美術館開館 

1987 年 サザエさん通り命名 

2012年  サザエさん一家の銅像設置（3 月 25 日：桜新町商店街振興組合） 

②2012 年 3 月 25 日（日）には、スポーツ報知が「桜新町商店街地域記念号外」

（５）のサイト）を発行して、サザエさん一家銅像設置の模様を報道している。本

号外の一部を図２に示す。 

 
図３．桜新町商店街地域記念号外（スポーツ報知 2012 年 3 月 25 日号） 

 

③６）のサイト/lと７）のサイト/lに以下の記事がある。サザエさんと長谷川町子さ

んの銅像が、ゆかりの地である福岡市早良区の通称「サザエさん通り」沿いに設置され、

2017 年 1 月 28 日に開催された除幕式でお披露目された。両像は、学校法人西南学院より，

学院創立 100 周年を記念した社会貢献事業の一環として，市に寄贈されました。サザエさ

んの作者である長谷川町子氏の銅像は全国で初めて制作されたものである。 

 以上の資料やウィキペディアの記事より、本像の概要は次の通りである。 

長谷川町子さん、サザエさん、いじわるばあさんが内緒話をしている銅像 

場所：東京都世田谷区桜新町 1-30-6 長谷川町子記念館の玄関前 

https://www.sakurashinmachi.net/history.html
https://www.sankei.com/photo/story/news/170128/sty1701280009-n1.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/sawaraku-tamatebako/miryoku/sazaesan_map/14.html
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建立時期：2020 年 7 月 11 日（本館の開館日） 

制作者：不明 

設置経緯：長谷川町子生誕百年を迎え、長谷川町子美術館の分館として長谷川町子記念館

が開館しました。本館の玄関前に設置された３体の銅像は、「長谷川町子（1920-1992）

さん、サザエさん、いじわるばあさんが内緒話をしている銅像」です。「サザエさん」の

発表期間は、1946 年 4 月 22 日から 1974 年 2 月 21 日まで。「いじわるばあさん」のサン

デー毎日での発行号は、1966 年 1 月 2 日号から 1971 年 7 月 18 日号まで。なお、「いじわ

るばあさんの銅像」は、全国で初めて設置されたものである。 

 

（３）新宿区原町大龍寺境内の道元禅師像 

 私の銅像探索の目標は、（１）に書いたように珍しい銅像を発見して、銅像探偵

団の団長に「ギャフン」と言わせることである。本目標に反して、私は陳腐な銅像

を探索することはしたくない。陳腐な銅像の典型例は、二宮金次郎や仏教開祖（弘

法大師、日蓮上人など）の量産型の銅像である。 

 最近、私はあるネット記事（８）のサイト/2）で、「天童山老典座和尚と若き日

の道元禅師」と題する見ごたえ充分の銅像が、早稲田大学前の大龍寺に設置されて

いる事を知った。本像は大変手の込んだ造りなので、そこらの陳腐な銅像よりオー

ラが強いと思い、桜新町に行く前に、本像を探索した次第である。大龍寺の周辺地

図を、図４に示す。この付近の神社仏閣の紹介は、９）のサイト/1が優れている。 

 当日、私は地下鉄東西線早稲田駅から夏目坂通りを約 10 分登って、大龍寺に到着

した。坂の途中に、次ページの図５上左に示すような、「夏目坂」の説明標があっ

た。図５上右に示すように、大龍寺の正門は固く閉ざされ、その向こうに目指す銅

像が見えた。どこかに入口はないかと探してみると、正門の脇に通用口があり、そ

こは開いていた。 

 

 

図４．新宿区大龍寺の周辺地図 本図は、10）のサイト/より借用。 

https://4travel.jp/dm_shisetsu/11331982
https://4travel.jp/travelogue/11500651
https://ricebowl2.exblog.jp/239597970/
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図４．上左：「夏目坂」の説明標、上右：大龍寺の正門、下：大龍寺の銅像。  
 

なお、図４上左の説明標には、次のように書かれていた。 

夏目漱石の随筆「硝子戸の中」（大正四年）によると、漱石の父でこのあたりの名主であ

った夏目小兵衛直克が、自分の姓を付けて呼んでいたものが人々に広まり、やがてこう呼

ばれ、絵図にものるようになったという。 
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図５．銅像台座の碑文。 

 
 図４下に天童山老典座和尚と若き日の道元禅師の像を、図５には銅像台座の碑文

を示す。通常の量産型の開祖の銅像は、一人の僧侶がただ突っ立っているだけであ

る。それに対して、本像は二人の僧侶が何やら話を交わしている様子で見ごたえ充

分の銅像であった。台座には碑文があり、その内容以下に示す。 
天童山老典座和尚と若き日の道元禅師 

二十四歳の時、正法を求めて宋に渡り、天童山に在りし時、本府の用典座、職に充てら

る。予、齋罷るに因り、東廊を過ぎて超然齋に赴けるの路次、典座、仏殿前に在って苔を

晒す。手に竹杖を携へ、頭には片笠も無し。天日熱く、地甎熱きも、汗流して徘徊し、力

を励まして苔を晒す。稍苦辛するを見る。背骨は弓の如く、龐眉は鶴に似たり。 
山僧、近前つきて、典座の法壽を問う。座云く、「六十八歳なり」。山僧云く、「如何

ぞ行者人工を使はざる」。座云く、「佗は是れ吾にあらず」。山僧云く、「老人家、如法

なり。天日且つ恁のごとく熱し。如何ぞ恁地にする」。座云く、「更に何れの時をか待た

ん」。山僧更ち休す。廊を歩す脚下、潛かに此の職の機要たることを覺ゆ。  
道元禅師「典座教訓」 

 ウィキペディア（典座）には、次のように書かれている。 
典座（てんぞ）とは禅宗寺院の役職の一つ。禅宗寺院で修行僧の食事、仏や祖師への供膳

を司る。自ら典座の役を志願し、いつも飯杓子を持って歩いていた、典座の模範ともいわ

れる中国の禅僧雪峰義存から名前を取って雪峯寮（せっぽうりょう）ともいう。炊事係は

一般に「飯炊き」「権助」などと呼ばれ、新米の役回りとされたり、低く見られがちな職

務である。しかし調理や食事も重要な修行とする禅宗では重要な役職とされ、日本曹洞宗

の開祖道元は著作「典座教訓」の冒頭で、典座には古来より修行経験が深く信任のある僧

が任命されてきたことを述べている。日本の現在の禅宗寺院においても、道元が典座教訓

で記述した、求法のため宋で修行した際に二人の老典座との出会いから禅修行の本質に覚

醒した故事に鑑み、重要視される職務である。 

 また、11）のサイト/mには、上記碑文の解説が以下のように記載されている。 

http://hikari-k.ed.jp/zenchoji/houwa/houwa2705.htm
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私がかつて宋の天童山景徳寺で修行していた頃のことです。地元寧波出身の用（ゆう）と

いう名の老僧が典座職に就いていました。私が昼食をすませ、東側の廊下を通って超然齋

（ちょうねんさい）という建物に向かう途中、この老僧が仏殿前の庭で茸を干していると

ころに出会いました。老僧は竹の杖を突き、頭に笠さえかぶっていない。強い日差しが照

りつけ、庭の敷瓦は焼けつくような熱さです。老僧はしたたり落ちる汗をぬぐおうともせ

ず、一心にきのこ干しの仕事をしている。いかにも辛そうに見えます。背中は曲がり、長

い眉は真っ白です。 
私は老典座に近づいて、お年を尋ねました。典座は『六十八です』と答えました。そこで、

私が『どうして、見習い僧か下働きの人を使わないのですか』と言ったところ、老僧は

『他人にやってもらったら、わたしがやったことにはならないではないですか』と言いま

した。私は、『たしかにご老僧のおっしゃるとおりです。しかし、こんなに日差しの強い

時にどうしてそこまでなさるのですか』と尋ねました。すると、老僧はこう答えたのです。

『いまやらなければ、いつやるというのですか』と。私はなにも言えなくなりました。廊

下を歩きながら、典座という職のたいせつさを思い知らされた次第です。 

 当所、私は「大龍寺の道元禅師と老典座像は、特注品の芸術作品ではなかろう

か」と思っていた。所が、12）のサイト/fには「写真の銅像はこのお寺のために一

体だけ作ったものではない。ネットでよく調べてみると国内の寺院に何体か設置さ

れていることが知れる」と書かれていた。事実、１）のサイト/には、埼玉県深谷市 

の昌福寺と、川崎市麻生区の修廣禅寺に本像と同じ像が収録されていた。１）のサ

イト/の団長さんによれば、本像は高岡市の老子（おいご）製作所（13）のサイト

/f）で量産されている。 

 なお、私が調査した範囲では、以下の寺院にも本像が設置されている。 
静岡県牧之原市の石雲院（14）のサイト/f）、横浜市緑区中山町の大蔵寺（15）の

サイト/l）、兵庫県加古川市の長松寺（16）のサイト/l）、群馬県北群馬郡榛東村

の宮昌寺（17）のサイト/l）、浜松市の龍泉寺（18）のサイト/A）、福島県白河市

の関川寺（石像、19）のサイト/l）。 
 以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

天童山老典座和尚と若き日の道元禅師 

場所：東京都新宿区原町 2-62 大龍寺境内 

建立時期：不明 

制作者：高岡市の老子（おいご）製作所 

設置経緯：（銅像の碑文の要約）道元禅師（1200-1253）が 24 歳の時、正法を求めて宋に

渡り、天童山に居た時、腰の曲がった典座（食事係）の老僧が、笠も被らず杖をつきなが

ら汗だくになって本堂の脇でキノコのようなものを干しています。これを見ていた若き日

の道元禅師が、「暑いので若い人にでもさせるか、もう少し涼しい日にしたら良いので

は」と声を掛けた。すると老典座云く、「他は是れ吾われにあらず 更に何れの時をか待

たん」と返答した。『暑いからと言って他の者にさせたのでは自分の修行にならない、今

せずにいつするというのだ』と返され、道元禅師がショックを受け、食の大切さを『典座

教訓』として表したエピソードの像である。 
 
参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：https://www.youtube.com/watch?v=9MclRHPYSu8 

https://blog.goo.ne.jp/kinosan1/e/4dc3bbc28860a7aa785096689938f17f
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
http://www.toyama-smenet.or.jp/%7Eoigo/PDF/Dougenzenji-Keizanzenji.pdf
http://www.toyama-smenet.or.jp/%7Eoigo/PDF/Dougenzenji-Keizanzenji.pdf
https://blog.goo.ne.jp/kinosan1/e/4dc3bbc28860a7aa785096689938f17f
http://kannonbook.jp/blog-entry-751.html
http://kannonbook.jp/blog-entry-751.html
http://tomoko23.blog.fc2.com/blog-entry-304.html
https://tigerdream-no.blog.jp/archives/70528828.html
http://blog.livedoor.jp/livedaiza_101918aiza/tag/%E9%BE%8D%E6%B3%89%E5%AF%BA
http://blog.livedoor.jp/hitorima/archives/52926931.html
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=9MclRHPYSu8
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３）のサイト：https://sumai.tokyu-land.co.jp/branz/sakurashinmachi/map/ 
４）のサイト：https://www.sakurashinmachi.net/history.html 

５）のサイト：サザエさん銅像除幕式 - 桜新町商店街 

６）のサイト：https://www.sankei.com/photo/story/news/170128/sty1701280009-

n1.html 

７）のサイト：http://www.city.fukuoka.lg.jp/sawaraku-

tamatebako/miryoku/sazaesan_map/14.html 

８）のサイト：https://4travel.jp/dm_shisetsu/11331982 

９）のサイト：https://4travel.jp/travelogue/11500651 

10）のサイト：https://ricebowl2.exblog.jp/239597970/ 

11）のサイト：http://hikari-k.ed.jp/zenchoji/houwa/houwa2705.htm 

12）のサイト：

https://blog.goo.ne.jp/kinosan1/e/4dc3bbc28860a7aa785096689938f17f 

13）のサイト：http://www.toyama-smenet.or.jp/~oigo/PDF/Dougenzenji-

Keizanzenji.pdf 
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