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第 135 回 さいたま市のダミアン神父像と河野秀像 

               筆者：林 久治（記載：2020 年 10 月２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、132 回の記事/f、及び133 回の記事

/f）。前回の記事/fでは、幕張の高円宮像と表参道の伊藤尹像の探索記事を書いた。 

 127 回の記事/fで、私は多摩全生園の大谷藤郎像と林芳信像の探索記事を書いた。

その際、多くの救らい活動家の事跡を学んだ。その中で、ダミアン神父の事跡も知

った。最近、神父の銅像が埼玉県立近代美術館（北浦和駅前）に設置されているこ

とを見つけた。そこで、９月 29 日にさいたま市で本像と他の銅像の探索を行った。

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）埼玉県立近代美術館 

次ページの図１上には、埼玉県立近代美術館の周辺地図を示す。本図より、本館

は JR 北浦和駅の近くにあることが分かる。９月 29 日に、私は大泉学園町の自宅か

ら池袋駅に行き、そこから湘南新宿ラインで、浦和駅まで行った。2001 年に湘南新

宿ラインが開通するまでは、池袋駅から浦和駅まで行くのは大変であった。池袋駅

から赤羽線で赤羽駅まで行き、そこで東北線に乗り換えて浦和駅まで行く必要があ

り、普通電車で１時間近くかかった。現在は、湘南新宿ラインを利用すると、池袋

駅から浦和駅まで、途中で赤羽駅に停車するだけで、約 25 分で行けるようになって

いる。なお、北浦和駅は浦和駅から京浜東北線で１駅である。 

北浦和駅を西口から降りると、図１上に示すように駅前には大通りがあり、その

先には北浦和公園が見えた。本公園に入ると、埼玉県立近代美術館のモダンな外観

が建っている。その写真を図１下に示す。なお、本館の写真は、２）のサイト/aが

優れている。 

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
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-133.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-133.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-134.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-127.pdf
https://blog.goo.ne.jp/masuda-kei/e/a6d1ad3749870c5f5b52b2d0e53333ca
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図１．上：埼玉県立近代美術館の周辺地図、 本図は、３）のサイト/lより借用。

下：埼玉県立近代美術館の外観。 
 
ウィキペディアによれば、埼玉県立近代美術館の概要は次の通りである。 

「浦和に本格的な美術館を」の声が持ち上がり、埼玉県は作品を所蔵する新たな美術館の

建設計画を決め、1982 年 11 月 3 日、1969 年（昭和 44 年）に移転した埼玉大学（元旧制

浦和高校）の跡地に整備された北浦和公園内に、埼玉県立近代美術館として開館した。南

https://www.presis.com/saitama/kitaurawa/location.html
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側の隣接地には浦和北公園がある。それまで埼玉県立博物館に収蔵されていた近代美術作

品を当館に移した。館舎は建築家黒川紀章の設計である。黒川が美術館の館舎を設計する

のは、これが初めてだった。 

 

 

図２．上：埼玉県立近代美術館の１階平面図、下：地階センターホール。 

アトリウム 
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（３）埼玉県立近代美術館のダミアン神父像 

 図２上に、埼玉県立近代美術館の１階平面図を示す（本図は、４）のサイト/より

借用）。入口で、コロナ対策の氏名電話番号を記入し、体温測定と手の消毒を受け、

１階フロアーを奥に行くと、吹き抜けのアトリウムがあった。そこから地階のセン

ターホールを覘いた写真を図２下に示す。そこには、３体の彫刻が展示されていた。 

地階に降りて３体の彫刻を見ると、ダミアン神父像（作者：船越保武、1912-

2002）、 枢機卿の像（作者：ジャコモ・マンズー、1908-1991）、及びマグダラの

マリア像（作者：ヴェナンツォ・クロチェッティ、1913-2003）であった。撮影禁止

のマークが貼ってあったが、試しに写真を撮ってみたが、何のお咎めもない。そこ

で、私はダミアン神父像のみを手早く撮影して、この場から退散した。その写真を

図３に示す。 

 
図３．ダミアン神父像 

https://pref.spec.ed.jp/momas/
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 図３の全身像では顔の表情がよく分からないので、顔のみを撮影した。それが図

４である。船越保武の作品は清楚であるとの評判が高い。しかし、この作品に限っ

ては大変写実的で、ハンセン病患者に特有な腫物が忠実に表現されていた。 

 

図４．ダミアン神父像（顔面） 

 

 本像の傍には、本像の説明文が掲示されていた。その写真を、次ページの図５に

示す。本文には、次のように記載されていた。 

ダミアン神父像 1975 年制作 

船越保武 1912-2002 

東京美術学校彫刻科卒。新制作波協会彫刻部の創立に参加。カトリック教の信者で、具象

彫刻の優美で清楚な作風で知られる。また日本では数少ない大理石彫刻家として特異な存

在でもある。代表作に「二十六聖人殉教者像」「原の城」などがある。 

ダミアン神父像とハンセン病 

彫刻家、船越保武氏はクリスチャンでもあるが、この像はハンセン病救済に献身的な働き

をして倒れたダミアン神父（1840-1889）の事跡を顕彰する意味で制作された作品である。

ベルギー人、ダミアン神父はカトリック宣教団の一人として、1864 年、ハワイ諸島に渡っ

た。そこでモロカイ島北部カラウパパに封じ込められていた多くのハンセン病患者のこと

を知り、私財を投じて聖堂や病舎を建て、また、ハワイ政府に援助を働きかけるなどの救

済のため積極的に献身した。そしてついに自らもハンセン病に倒れた。この像は、神父の

死の直前に撮られた写真を手掛かりに制作されたといわれている。 

ハンセン病について（偏見と差別をなくすために） 
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ハンセン病はらい菌による感染症の一つであるが、たとえ感染しても極めて発病しにくい

皮膚および末梢神経などの疾患である。有効な治療薬がなかった時代には、ダミアン神父

像に見られるような結節を、顔面や手足に多発することもあった。また、後遺症による

様々な変形を残すこともあるため。いわれのない偏見を持たれてきた歴史的な経緯があっ

た。しかし化学療法の進歩した今日では、早期に発見され、早期に治療されれば、この像

に見られるような姿になることはなく、治療後わずか数日のうちに菌は感染力を失い、半

年から２年以内に大多数は完全に治癒する。現在、我が国における日本人の新規患者数は

年間数名となっている。＊ハンセン病についての解説は、国立ハンセン病資料館の監修の

もとに作成しました。                     埼玉県立近代美術館 

 

 
図５．ダミアン神父像の説明文 
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 以上の資料などにより、ダミアン神父像の概要は次の通りである。 

ダミアン神父像 

場所：さいたま市浦和区常盤 9-30-1 埼玉県立近代美術館 地階センターホール 

制作時期：1975 年 

制作者：船越保武（1912-2002） 

設置経緯：彫刻家、船越保武氏はクリスチャンでもあるが、この像はハンセン病救済に献

身的な働きをして倒れたダミアン神父（1840-1889）の事跡を顕彰する意味で制作された

作品である。ベルギー人、ダミアン神父はカトリック宣教団の一人として、1864 年、ハワ

イ諸島に渡った。そこでモロカイ島北部カラウパパに封じ込められていた多くのハンセン

病患者のことを知り、私財を投じて聖堂や病舎を建て、また、ハワイ政府に援助を働きか

けるなどの救済のため積極的に献身した。そしてついに自らもハンセン病に倒れた。この

像は、神父の死の直前に撮られた写真を手掛かりに制作されたといわれている。 

 
（４）その他の場所に設置されたダミアン神父像 
 ウィキペディア（ダミアン神父）には、次のように書かれている。 

ダミアン神父（英: Father Damien、1840 年 1 月 3 日 - 1889 年 4 月 15 日）は、ベルギ

ー出身の宣教師である。ダミアンは修道名であり、本名はヨゼフ・デ・ブーステル

（Joseph de Veuster）。ハワイ王国のモロカイ島において、当時誰も顧みなかったハン

セン病患者たちのケアに生涯を捧げ、自らもハンセン病で命を落とした。カトリック教会

の聖人で、記念日は 5 月 10 日である。 

ダミアンはハワイ島に滞在していた時から、患者たちの小屋に入って聖体を授けたり、

病人の世話をしていた。当時から脚がひりひり焼ける感じがしたという。1878 年、ハンセ

ン病初期の症状（寒気、関節の軽い腫れとだるさ、微熱、手足の先のひりひりした麻痺感、

あちこちの痛み）に苦しんだが、診断はつけられていない。1879 年から 1880 年には一時

改善したが、1881 年秋に左足に激痛が走り、12 月には熱湯に足を入れても感覚がなく、

水疱を作った。ハンセン病の決定的な症状である。 

有名なハンセン病学者ウイリアム・ジョップリングの見解は次の通りである。「ダミア

ン神父が感染したのはモロカイ島で毎日患者に接したからであるが、それだけが原因では

ない。個人の免疫状態が発病に関する決定的な因子であり、彼の免疫は生来的なものと、

獲得された免疫のコンビネーションによります。ハンセン病への暴露が濃厚であったから

ハンセン病を発病したのでない。暴露が軽度であっても発病したでしょう。というのは神

父はハンセン病を発病しやすい、成人の 5%に入っていたからです」。ハワイ州会議事堂の

南側（海側）にはリリウオカラニ女王の像、北側（山側）にはダミアン神父の像がある。 

 私はこれまでに学会や観光でハワイには４回行ったことがあるが、ダミアン神父

の名前も、ハワイに神父像があることも全く知らなかった。ダミアン神父はハワイ

とベルギーで最も尊敬されている聖人の一人であるようだ。次ページの図６左に、

ハワイ州会議事堂のダミアン神父像を示す。ハワイ州会議事堂に、本神父像がハワ

イ最後の国王であるリリウオカラニ女王の像と共に設置されていることは特筆すべ

きである。これは、ダミアン神父がリリウオカラニ女王と共に、ハワイ人から如何

に慕われているかを示している。 

 全米各地にも、これと同じ神父像が設置されているようであるが、私はその詳細

を調査していない。また、神父が活動したモロカイ島にも、別の姿の神父像が設置

されているようである（６）のサイト/e、７）のサイト/l）。また、ベルギーのメ

https://blog.goo.ne.jp/mataikitaina/e/513c82046b682a5564abae0ccb900eee
https://jp.123rf.com/photo_23729335_%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%AB%E3%82%A4%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%83%80%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%B3%E7%A5%9E%E7%88%B6%E6%95%99%E4%BC%9A.html
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ヘレンの大聖堂に設置されているダミアン神父像を図６右に示す（７）のサイト

/l）。 

  

図６．左：ハワイ州会議事堂前に設置されたダミアン神父像、 本図は、５）のサ

イト/5より借用。右：ベルギーのメヘレンの大聖堂に設置されたダミアン神父像、

本図は、７）のサイト/lより借用。 
 
 日本国内でも、ダミアン神父像は次の場所に設置されている。 
①船越作が岩手県立美術館に設置（８）のサイト/）。岩手県は船越の出身地で、本

サイトでは彼の略歴を次のように紹介している。 
舟越保武（1912-2002）は大正元年（1912）、現在の岩手県二戸郡一戸町に生まれる。県

立盛岡中学校（現・県立盛岡第一高等学校）では、のちの洋画家松本竣介と同期であった。

昭和 9 年東京美術学校彫刻科塑造部に入学。14 年新制作派協会彫刻部創立に参加し、会員

となる。このころから大理石彫刻を始める。直彫りによる石彫の第一人者で、25 年の第

14 回新制作派展出品作の《アザレア》は、文部省に買い上げられた。16 年郷里盛岡で松

本竣介と二人展を開催。二人の交友は、23 年の竣介の死まで続く。25 年盛岡カトリック

教会で洗礼を受ける。33 年に着手、37 年に完成した《長崎 26 殉教者記念像》で第 5 回高

村光太郎賞を受賞する。また、島原の乱の舞台となった原城跡で得たイメージをもとに制

作した《原の城》では、はじめ頭像を、47 年にはすぐれた造形力を示す全身像を完成し、

https://jp.123rf.com/photo_23729335_%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%AB%E3%82%A4%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%83%80%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%B3%E7%A5%9E%E7%88%B6%E6%95%99%E4%BC%9A.html
https://jp.123rf.com/photo_23729335_%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%AB%E3%82%A4%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%83%80%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%B3%E7%A5%9E%E7%88%B6%E6%95%99%E4%BC%9A.html
https://4travel.jp/travelogue/10564945
https://4travel.jp/travelogue/10564945
https://jp.123rf.com/photo_23729335_%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%82%AB%E3%82%A4%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%83%80%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%B3%E7%A5%9E%E7%88%B6%E6%95%99%E4%BC%9A.html
http://www.ima.or.jp/collection/hunakoshi/
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中原悌二郎賞を受賞。同作は同年ローマ法王庁に贈られ、翌 48 年これに対し、ローマ法

王から「大聖グレゴリオ騎士団長」の勲章が授与された。この間、42 年東京芸術大学教授

に就任、43 年には田沢湖に《たつこ像》を、翌年《ダミアン神父》を制作する。52 年釧

路市の幣舞橋に設置された《道東の四季ー春ー》で長谷川仁記念賞を受賞。53 年には芸術

選奨文部大臣賞を受けた。55 年東京芸術大学を定年退官。翌年多摩美術大学教授となる。 

58 年、同大退官。61 年、東京芸術大学名誉教授となる。62 年、脳梗塞に倒れるが、退院

後、左手でデッサンを、そして彫刻を始めている。平成 11 年、文化功労者に選ばれる。 

②船越作が兵庫県立美術館（神戸市中央区脇浜海岸通 1丁目 1番 1号）に設置。 

９）のサイト/lを参照。 

③カトリック友部教会（茨城県笠間市大田町 1071）に船越作とは別作のダミアン神

父像が設置されている。10）のサイト/pを参照。 
④カトリック米沢教会（山形県 米沢市 大町 4-5-37）には、ダミアン神父の胸像が

設置されています。カトリック米沢教会を参照。 
 
（５）北大宮・四恩寺の河野秀像 
 今回は、ダミアン神父像の他に、さいたま市でもう２体の銅像を探索する計画で

あった。しかし、その内の１体は、現地に行ってみると、校舎が全て撤去され、新

校舎が建築中であった。そのため、旧校舎前にあったはずの銅像が見当たらなくな

っていた。そこで、仕方なく、次の銅像を探索することとした。それは、北大宮駅

前にある四恩寺の河野秀像である。 

 
図７．四恩寺の周辺地図 本図は、12）のサイト/0より借用。 

https://ameblo.jp/lm161208/entry-11064578308.html
https://www.pauline.or.jp/visitingchurches/201606_tomobe.php
https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g1023672-d8332823-Reviews-Catholic_Yonezawa_Church-Yonezawa_Yamagata_Prefecture_Tohoku.html
https://mapfan.com/spots/SWQY%2CJ%2CSYFT0
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 図７に四恩寺の周辺地図を示す。北大宮駅は東武野田線の駅で、起点の大宮駅か

ら１つ目の駅である。当駅を降りると、「大宮税務署」への案内矢印があり、本署

は駅から見えていた。四恩寺は税務署の前にあるので、容易に当寺に到着すること

が出来た。 

 

 
図８．上：四恩寺の門と本堂、下：本堂横に設置された河野像。 
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 図８上に、四恩寺の石門と本堂を示す。門は開いており、本堂前まで入ると、向

かって左側に１体の胸像がひっそりと立っていた。これが、目指す河野像であろう。

図９左に河野秀翁の胸像を、図９右に台座正面の銘文を示す。銘文には「八十翁河

野秀社長壽像 昭和四十二年四月 賀屋興宣書」と刻まれていた。 

 

  

図９．左：河野秀翁胸像、右：台座正面の銘文。 

 

 次ページの図 10 上には胸像背面の銘文を、図 10 下には台座横の胸像記を示す。

両文とも昭和四十二年（1967 年）に書かれているにも拘わらず、五十数年を経ても

綺麗に保存されていることに、私は感動した。きっと、寺の管理がよいのであろう。

背面の銘文には「河野秀翁像 昭和四十二年四月 覚造作」と刻まれていた。 

（本文は、13 ページに続く。） 
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図 10．上：胸像背面の銘文、下：台座横の胸像記。 
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 河野秀翁胸像記には次のように書かれていた。 

河野秀翁は明治二十一年一月十日静岡市に於いて喜一氏の次男として生まれ、大正九年四

月自動車ボデｨ‐の製作に志し、東京市渋谷村に河野製作所を創立して操業を開始した。

大正十三年目黒区下目黒一丁目八〇番地に移転。昭和二十年八月終戦を迎えるに当たり、

米軍に占領されるやマッカーサー元帥より都の救急車整備を命ぜられ、ほとんど自費を以

って四十台の救急車を制作した。この功績が天聞に達し昭和三十一年紺綬褒章を授与され

た。その後昭和三十八年大宮工場を設立、翁の八十才を迎えられた本吉日、恰も事業を開

始されて五十周年に当たるので、この二重の慶事を祝し、社業百年の隆盛を祈念、翁の健

康を祝福し、その業績を永く伝えん事を希い、有志各位の協賛を仰ぎ。ここに胸像を建立

せしものである。 

昭和四十二年四月吉日 有志一同 胸像制作/建畠覚造 題字揮毫/賀屋興宣 

なお、明治二十一年は 1888 年、大正九年は 1920 年、昭和四十二年は 1967 年である。 

 13）のサイト/lには、四恩寺の概要が次のように書かれている。 

日蓮宗寺院の四恩寺（さいたま市大宮区土手町 3-182）は、立正山と号します。四

恩寺は、娘の無事出産祈願成就により日蓮上人に感謝した河野秀氏が、心眼院日喜

上人が開基として、本堂庫裡を昭和 10 年に建立、昭和 42 年立正山四恩寺と公称し

たといいます。 

「埼玉宗教名鑑」より：四恩寺大檀那河野秀氏、一人娘病弱のところ、懐妊して医

学的には四か月の命と宣告されたが、開基心眼院日喜上人、第二世小林龍信ともに

水行、断食の安産祈願をしたところ、昭和 9年 10 月 18 日、当山御会式に男子を無

事出産した。河野秀氏は大願成就により、宗祖日蓮大上人に報恩感謝を示すために、

昭和 10 年 4 月 21 日、本堂、庫裡を建立し、立正山四恩堂を開堂した。同年 7月 7

日、開基心眼院日喜上人、行院 59 才を以て入寂、同年 7月 8日、現住職が継承し、

托鉢修行、街頭布教をして三十余年、念願成して同 42 年 11 月 29 日、新寺入山式を

施行し、立正山四恩寺と公称した。さらに、同 46 年 4 月 21 日、宗祖降誕 750 年に

際して、庫裡を新築、加えて本堂を改築し現在に至っている。 

 ウィキペディアによれば、本像作者の建畠覚造氏の略歴は次の通りである。 

建畠 覚造（たてはた かくぞう、1919- 2006）は東京生まれの彫刻家。第二次世界大戦後

の日本で抽象彫刻制作を推し進めた第一人者であった。彫刻家・建畠大夢の長男で、1941

年に東京美術学校（現・東京藝術大学）彫刻科を卒業し文展に出展、特選を受賞するなど

若い時期から期待された。彼は彫刻を構成する実体とそれをとりかこむ何もない空間との

関係に関心を持ち、アカデミックな具象彫刻から前衛的な抽象彫刻へ移行していった。イ

ギリスの抽象彫刻家ヘンリー・ムーアの胴に穴の開いた彫刻などの影響を受け、1950 年に

は、彼の所属していた行動美術協会に彫刻部を結成した。1953 年から 1955 年までフラン

スに留学、サロン・ド・メなど多くの展覧会に参加。帰国して金属などを組み合わせた幾

何学的な造形を行い、1950 年代の日本の抽象彫刻のパイオニアの一人として活躍した。

1959 年から多摩美術大学教授として彫刻を指導し、生涯にわたり、高村光太郎賞、中原悌

二郎賞、長野市野外彫刻賞、ヘンリー・ムーア大賞展特別賞、芸術選奨文部大臣賞など内

外の多数の賞を受け、2005 年には文化功労者として顕彰された。また各地の広場や学校に

モニュメントやパブリック・アートが設置されている。 

 以上の資料などから、河野像の概要は次の通りである。 

河野秀翁胸像 

場所：さいたま市大宮区土手町 3-182 四恩寺本堂横 

https://tesshow.jp/saitama/saitama/temple_omiya_sion.html
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建立時期：1967 年 4 月 

制作者：建畠 覚造（たてはた かくぞう・1919-2006） 

設置経緯：（胸像記の記載）河野秀翁は明治二十一年（1888 年）一月十日静岡市に於いて

喜一氏の次男として生まれ、大正九年（1920 年）四月自動車ボデｨ‐の製作に志し、東京

市渋谷村に河野製作所を創立して操業を開始した。大正十三年目黒区下目黒一丁目八〇番

地に移転。昭和二十年八月終戦を迎えるに当たり、米軍に占領されるやマッカーサー元帥

より都の救急車整備を命ぜられ、ほとんど自費を以って四十台の救急車を制作した。この

功績が天聞に達し昭和三十一年紺綬褒章を授与された。その後昭和三十八年大宮工場を設

立、翁の八十才を迎えられた本吉日、恰も事業を開始されて五十周年に当たるので、この

二重の慶事を祝し、社業百年の隆盛を祈念、翁の健康を祝福し、その業績を永く伝えん事

を希い、有志各位の協賛を仰ぎ。ここに胸像を建立せしものである。昭和四十二年（1967

年）四月吉日 有志一同 題字揮毫/賀屋興宣 
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