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第 134 回 幕張新都心の高円宮像と表参道の伊藤像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年９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132 回の記事/f）。 
 本年は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 2020 年 7 月 11 日に開館しました。本記念館の玄関前に、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

たので、私は 9月 13 日に本像を探索した。同日、私は早稲田の道元像も探索し、こ

れらの探索記を、前回の記事/fに記載した。 

最近、私は２）のサイト/の記事で、「2020 年 9 月 10 日に高円宮像の除幕式が千

葉市幕張で挙行された」ことを知った。丁度、9月 19 日は前日に比べて随分涼しく

なったので、私は本像を探索することとした。その前に、表参道の伊藤病院にも立

ち寄って、伊藤尹像を探索した。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。 

 

（２）幕張新都心 

 最近、JR 海浜幕張駅の周辺は大変発展して、この一帯は「幕張新都心」とも呼ば

れるようになっている。私は 1960 年 3 月に徳島の高校を卒業し、同年 4月から東京

の大学に入学した。その当時の 1960 年代の幕張は、遠浅の海に面していて、潮干狩

りが盛んで、海鳥の天国であった。 

次ページの図１上には、現在の幕張地区（京成幕張駅から JR 海浜幕張駅までの地

帯）の地図を示す。図１下には、同じ地帯の 1952 年測量の地図を示す。ここでは、

海岸は京成幕張駅近くにあり、その沖には遠浅の海が広がっていた。この地形は、

私が東京に来た 1960 年代も変わりなかった。私もこの付近に潮干狩りに行った記憶

がある。 

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
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-133.pdf
https://www.zokei.ac.jp/news/2020/13223/
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 日本の高度経済成長期には、日本各地の海岸が埋め立てられて、工場や商業施設

が建設された。幕張地区はその典型例で、遠浅の海岸がどんどんと埋め立てられて、

海浜ニュータウンが造成された。 

 

 
図１．上：現在の幕張地区（京成幕張駅から JR 海浜幕張駅までの地帯）の地図、 

下：1952 年測量の幕張地区。本図は、今昔マップより借用。 
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 図２上には幕張地区の海浜ニュータウン（所謂、幕張新都心）の現在の地図を、

図２下には造成中の海浜ニュータウン（1987 年測量）の地図を示す。 
 

 

 
図２．上：現在の幕張新都心（海浜ニュータウン）の地図、下：造成中の海浜ニュ

ータウン（1987 年測量）の地図。本図は、今昔マップより借用。 
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 図３には、海浜幕張駅南口にある主な施設を示す。①JR 海浜幕張駅（1986 年開

業）、②幕張メッセ（日本最大級のコンベンション・センター、1989 年開館）、③

マリンスタジアム（野球場、1990 年開場）、④見浜園（日本庭園、1990 年開園）、

⑤高円宮記念 JFA 夢フィールド（サッカー練習場、2020 年開場）。 
 
（３）高円宮記念 JFA 夢フィールド 
 私は 20 世紀の末、理研在職時代に「幕張メッセ」で開催された「科学機器展」に

何度か来たことがある。当時の京葉線・東京駅-海浜幕張駅間は快速電車がなく、混

んだ普通電車で１時間近く立って行ったものであった。従って、「幕張くんだりま

で行くのは遠くてしんどい」との悪印象を持っていた。 
 今回、私は 20 年ぶりに幕張に来たわけであるが、現在では東京駅-海浜幕張駅間

には快速電車があり、所要時間は 40 分位であった。しかも、４連休中なので電車は

空いていて、座って行くことができた。しかし、私は土地勘を全く失っており、海

浜幕張駅の北口に行ってしまった。そこで、私は散々迷った末、「北口ではなく南

口に行くべき」とやっと気付いた次第である。そのため、大回りをして１万歩以上

も歩いてしまった。当日は大変涼しくて助かったが、数日前のような炎天下であれ

ば熱中症になっていたであろう。 
 以下に、「JFA 夢フィールド」に行く正しい道順を示す（図１を参照）。 
➊海浜幕張駅を南口（海側）から出ると、駅前にロッテマリーンズのモニュメント

がある（５ページの図４上を参照）。 ❷見浜園の入口（５ページの図４下を参

照）に行く。❸道路を渡る見浜園橋があり、その先に高円宮記念 JFA 夢フィールド

図３．海浜幕張駅

南口の主な施設 
本図は、３）のサ

イト/より借用。 
① JR 海浜幕張駅、 

② 幕張メッセ、 
③ マリンスタジア

ム、 
④ 見浜園、 
⑤ 高円宮記念 JFA

夢フィール 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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❷ 

❸ 
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https://www.mapion.co.jp/phonebook/M12010/12106/L0344751/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M12010/12106/L0344751/
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が見える（６ページの図５上を参照）。❹ JFA 夢フィールドのクラブハウスに到着

（６ページの図５下を参照）。 

 

 
図４．上：ロッテマリーンズのモニュメント（図１の➊地点）、下：見浜園の入口

（図１の❷地点）。 
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 図５上に見浜園橋を示す。その先に見えるのが、高円宮記念 JFA 夢フィールドの

クラブハウスである。クラブハウスの写真を図５下に示す。 
 

 

 
図５．上：見浜園橋（図１の❸地点）、下：高円宮記念 JFA 夢フィールドのクラブ

ハウス（図１の❹地点）。 
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図６．高円宮記念 JFA 夢フィールドの主な設置施設。 本図は、４）のサイト/lよ

り借用。 
 
図６は、JFA 夢フィールドフィールドの主な設置施設である。➊はピッチ（天然

芝）、❷は B ピッチ（天然芝）、❸は C・D ピッチ（人工芝）、❹はフットサルア

リーナ、❺はクラブハウスである。 
 ウィキペディアによれば、本フィールドの概要は次の通りである。 

JFA（日本サッカー協会）100 周年の記念事業の一環として「男女ユースからトップまで

の選手育成・代表の強化・指導者養成の三位一体＋普及」の拠点として整備するものであ

り、特に代表強化のためにソフト・ハード両面において世界基準になることが必要と考え

ていた JFA にとって長年の悲願であった「JFA 所有のナショナルフットボールセンター」

である。主に日本代表強化のための拠点施設とすることを想定し、事前合宿やいわゆる

「海外組」の帰国時のトレーニング拠点として、東京国際空港・成田国際空港・東京駅か

らいずれも 30-40 分圏内にあり、アクセス性に優れた幕張新都心[3]にある幕張海浜公園

の海側ブロックに整備することになったものである。 

施設の名称は、2018 年 12 月に、JFA2005 年宣言のスローガンである「DREAM～夢がある

から強くなる～」にちなみ「JFA 夢フィールド」とすることを発表、加えて JFA 初代名誉

総裁である高円宮憲仁親王の功績をたたえることを目的に「高円宮」の宮号を冠すること

について宮内庁の許可が得られたことから、2019 年 10 月に「高円宮記念 JFA 夢フィール

ド」を正式名称とすることを発表した。2020 年 4 月 7 日に開所式を予定していたが、新型

コロナウイルスの感染拡大防止のため開場が延期され、2020 年 6 月 8 日に幕張地区の鎮守

神である子守神社（千葉市花見川区）にて関係者による安全祈願神事を行った。またクラ

ブハウスエントランスに小川幸造制作の高円宮憲仁親王銅像が建立され、2020 年 9 月 10

日に除幕式が執り行われた。 

  

（４）JFA 夢フィールドの高円宮像 
 JFA 夢フィールドのクラブハウスの玄関を次ページの図７上に示す。このガラス

戸を開けると、エントランスホールがあり、そこに高円宮像が設置されている。 

https://www.jfa.jp/nfc/about.html
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図７．上：JFA 夢フィールドのクラブハウスの玄関、下：クラブハウスのエントラ

ンスホールに設置された高円宮像。 

 

 ５）のサイト/によれば、高円宮像の除幕式の模様は以下の通りであった。 
2020 年 9 月 10 日（木）、高円宮記念 JFA 夢フィールド（千葉県千葉市）にて、高円宮憲

仁親王像の除幕式が挙行されました。JFA の初代名誉総裁であられた高円宮憲仁親王の日

http://www.jfa.jp/news/00025302/
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本サッカーへの思いを継承し、そのご功績を後世に伝えるために建立されました。除幕式

には、JFA 名誉総裁であられる高円宮妃殿下ご臨席のもとに行われ、銅像制作者の小川幸

造名誉教授、台座に名称を揮毫した川淵三郎キャプテン（JFA 相談役）、田嶋幸三 JFA 会

長をはじめとする役員の方々13 人が出席されました。建立場所は高円宮記念 JFA 夢フィー

ルドのエントランスホール。銅像の素材はブロンズ製（銅と錫・亜鉛の合金製）。大きさ

は、台座／高さが 70 センチメートル×幅 100 センチメートル（円柱形）、銅像／高さが

135 センチメートル（着座高）。制作者は小川幸造（東京造形大学名誉教授）。台座名称

揮毫は川淵三郎（日本サッカー協会第 10 代会長）。 

私は、上記の記事を最近発見したので、9月 19 日に幕張に行き、本像を探索した

次第である。本像はクラブハウスのエントランスホールに設置されていた。しかし、

受付のお嬢さんが頑としてホール内に入れてくれなかった。コロナの流行が治まる

まで、関係者以外は立ち入り禁止になっているそうである。そこで、ホールの入口

から望遠で撮影させていただいたのが図７下の写真である。ちゃんとした写真は、

５）のサイト/に掲載されている。 
以上の資料などより、高円宮像の概要は次の通りである。 

高円宮憲仁親王像 
場所：千葉市美浜区美浜 1-1 高円宮記念 JFA 夢フィールド内エントランスホール 
建立時期：2020 年 9 月 10 日（木）、除幕式が JFA 名誉総裁であられる高円宮妃殿下ご臨

席のもとに行われた。 

制作者：小川幸造（東京造形大学名誉教授） 
設置経緯；日本サッカー協会（略称：JFA）の初代名誉総裁であられた高円宮憲仁親王

（たかまどのみや のりひとしんのう、1954 - 2002）の日本サッカーへの思いを継承し、

そのご功績を後世に伝えるために建立された。本フィールドは、JFA100 周年の記念事業の

一環として「男女ユースからトップまでの選手育成・代表の強化・指導者養成の三位一体

＋普及」の拠点として整備するものであり、特に代表強化のためにソフト・ハード両面に

おいて世界基準になることが必要と考えていた JFA にとって長年の悲願であった「JFA 所

有のナショナルフットボールセンター」である。 

 
（５）表参道の伊藤像 

 
図９．伊藤病院の周辺地図 本図は、６）のサイト/lより借用。 

http://www.jfa.jp/news/00025302/
https://www.ito-hospital.jp/14_traffic_guide/traffic_guide.html
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 前回の銅像探索で、私は表参道の伊藤病院にも行って、そこの伊藤尹像の撮影を

試みた。本像は玄関内に設置されていたが、当日は日曜日で玄関のガラス戸が閉ま

っていた。そこで今回は、幕張に行く前に表参道に寄り、伊藤像の撮影を行った。

伊藤病院の周辺地図を次ページの図８に示す。本図で示すように、本病院は地下鉄

表参道駅の A2 出口から近い。 

 

 
図 10．上：伊藤病院の玄関、下：玄関ホールに設置された伊藤尹像。 
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 図 10 上に伊藤病院の玄関を示す。ガラス戸の向こうに銅像が設置されていること

が見える。図 10 下に手狭な玄関ホールに設置された伊藤像を示す。本像の下部に、

「伊藤尹先生 1972 西望」と刻まれている。これ以外に、伊藤先生の略歴や業績の

掲示はなかった。なお、本像の撮影日は 9月 19 日（土）であったが、受付には多数

の受診者が居た。甲状腺を病む人がこんなに多いのかと、驚いた次第である。 
７）のサイト/lには、伊藤病院の歴史が記載されている。その一部を、以下に転

載する。  

当院は、昭和 12 年（1937 年）に初代 伊藤 尹により開設されました。 

その後、戦時の空襲による病院焼失・疎開を経験し、戦後には品川区小山に病院を再開。

やがて昭和 34 年（1959 年）に渋谷区に戻り、現在に至ります。 

当院の理念「甲状腺を病む方々のために」のもと、よりよい医療を患者様へご提供するた

め、常に新しい医療技術・医療機器の導入に取り組んでいます。 

以上の資料などより、伊藤像の概要は次の通りである。 
伊藤尹先生の胸像 
場所：東京都渋谷区神宮前 4-3-6 伊藤病院玄関ホール 

建立時期：不明 

制作者：北村西望（1972 年作） 

設置経緯：伊藤病院は、1937 年に初代 ・伊藤尹（いとう・ただす、？-1959）により渋谷

区穏田に開設されました。その後、戦時の空襲による病院焼失・疎開を経験し、戦後には

品川区小山に病院を再開。やがて 1959 年に渋谷区に戻り、現在に至ります。当院の理念

「甲状腺を病む方々のために」のもと、よりよい医療を患者様へご提供するため、常に新

しい医療技術・医療機器の導入に取り組んでいます。 
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