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第 145 回 渋谷区温故学会会館の塙保己一像と世田谷区太子堂の聖徳太子像など 

               筆者：林 久治（記載：2021 年２月 22 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。 
 昨年は、武漢肺炎に振り回された１年であった。安倍首相は４月７日に東京、神

奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都府県に緊急事態宣言を行い、４月 16 日

に対象を全国に拡大した。私と家内は Go To トラベルの風潮に便乗して、11 月 4 日

から 11 日まで大阪に滞在し、私共の金婚や孫娘の七五三を祝った。 私は大阪近郊

で銅像探索を久しぶりに行い、その探索記を140 回の記/f、141 回の記事/f、及び

142 回の記事/fに記載した。 

 その後、東京では 12 月 5 日に 584 人、10 日に 602 人、17 日に 822 人、26 日に

949 人、31 日に 1337 人と、感染者数は上昇し続けた。私はそれ以後、東京での銅像

探索や休日の水泳などの不要不急の外出を自粛することとした。ただ、自宅近所を

散歩して、143 回の記事/fを書いた。12 月 23 日は、銀行の用事があったので池袋に

行き、そのついでに池袋付近で銅像探索を久しぶりに行い、前回の記事/fを書いた。 

今年になってから、新規感染者数は急速に増加し（東京では、１月６日に 1640 人、

７日に 2520 人、８日に 2459 人）、政府は 1月 7日に 2回目となる「緊急 事態宣

言」を 2月 7日までの間、1都 3県に対して出した。私は自粛生活を余儀なくされ

運動不足となり、体重が昨年末より 1.5ｋｇも増加してしまった。しかし、東京都

の新規感染者は 2月 7日の 459 人以来、連日 500 人を切っており、私は 2月 19 日に

銅像探索を決行した。出来るだけ人出の少ない場所を選んだが、昼食のため入店し

たコーヒー店には若い人達が沢山居て密状態で驚いた。本稿は今回の探索記である。

本稿では資料からの引用を緑文字で、私の注釈や意見は青文字で記載する。 

 

（２）渋谷区温故学会会館の塙保己一像 
 最近の自粛生活の間に、私は「ロボマインド・プロジェクト」の田方先生の動画

を発見した。その中で、ヘレン・ケラー女史の話題（２）のサイト：ヘレンは、あ

の時、いったい何を獲得したのか - YouTube）が大変面白かった。本動画に触発され

てケラー女史のことを少々調べてみると、女史は塙保己一に私淑していて、1937 年

の来日の際には温故学会会館を訪問して、塙の銅像を触って涙を流したことが分か

った。本館の塙像は、１）のサイト/に収録されているが、その詳細は何も記載され

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-140.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-141.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-142.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-143.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-144.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4hzWH1N6hX4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4hzWH1N6hX4&t=3s
https://douzou.guidebook.jp/
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ていない。そこで、私は 2 月 19 日の探索の最初に本館の塙像を探索することとした。

温故学会会館（以後、本館と記載する）の周辺地図を図１に示す。 

 
図１．温故学会会館の周辺地図 本図は、３）のサイト/より借用。 
 
 図１に示すように、本館は渋谷駅と恵比寿駅から歩いて行ける距離にある。しか

し、両駅から頻繁に出ている「日赤医療センター行」のバスを利用するのも便利で

ある。私は日赤医療センターでの銅像探索記を書いたことがある（95 回の記事/f）。

その経験から、バスを利用するなら恵比寿駅から行くのが分かり易くて便利である。

恵比寿駅西口から「日赤医療センター行」のバスに乗り、「東 4丁目」のバス停で

降り、直ぐに左に曲がると、本館に到着する。 
 「東 4丁目」のバス停の写真を次ページの図２上に示す。なお、本館の近所に

「服部南郭別邸跡」がある。その案内板を図２下に示す。 

（本文は、４ページに続く。） 

http://onkogakkai.com/observation/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-95.pdf
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図２．上：「東 4 丁目」のバス停、下：「服部南郭別邸跡」の案内板。 
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図３上に、本館の玄関前を示す。なお、本館は「登録有形文化財」に指定されて

いる。玄関前には、塙保己一の等身大の座像が設置されている。本像は１）のサイ

ト/に収録されている。しかし、本サイトには本像の説明が記載されていない。そこ

で、私は今回、本像を実地調査した次第である。本像の台座正面には銘文が貼付さ

れているが、本文は行書で書かれており、しかも可成り風化しているので、判読不

能であった。本像正面に「塙保己一検校」との銘があったが、それ以外には建立時

期や製作者を示す文書はなかった。 
 100 円の入館料を支払って館内に入ると、玄関ロビーに小さな銅像（高さ約

30cm）があった。その写真を次ページの図４に示す。 

図３． 
上：温故学会会館の玄関前、

下：登録有形文化財の標識。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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図４．塙保己一の小さな銅像 
 
 塙保己一の小さな銅像は、玄関前の銅像とよく似ているので、前者は後者のミニ

チュア像かも知れない。小像の前には、説明文があり、それには次のように書かれ

ていた。「塙保己一銅像：東京美術学校教授・水谷鐵也（みずのや・てつや）氏が制作し、

昭和 7 年寄贈を受けた。同 12 年 4 月 26 日、本会を訪れたヘレン・ケラーは尊敬する保己

一の銅像に手を触れ、涙を流した。」 
 塙保己一の生涯、温故学会の概要、ケラー女史との関係などについては、本会の

HP（４）のサイト/）に詳しく解説されている。それらの概要を以下に記載する。 
①塙保己一の功績と生涯について：塙保己一（1746-1821）は江戸時代後期に活躍した盲

目の学者です。驚異の暗記力で様々な学問をきわめ、大文献集「群書類従」の編纂を成し

遂げました。また、国学の研究の場として「和学講談所」を創設し多くの弟子を育てまし

た。塙保己一は盲目の身で国家的大事業を成し遂げただけでなく目の不自由な仲間のこと

を忘れず、生涯、自分と同じように障害のある人たちの社会的地位向上のために力を注ぎ

ました。 

http://onkogakkai.com/
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②群書類従について：塙保己一は 34 歳の時「各地に散らばっている貴重な書を取り集め、

後の世の国学びする人のよき助けとなるように」と群書類従の編纂を決意しました。編纂

事業は保己一が幕府の援助を受けて設立された「和学講談所」で行われました。保己一は

江戸はもとより、名古屋、京都、伊勢、大阪にみずから赴き、神宮、公家、大名家に願い

出て所蔵する文献を調査、研究し門人に筆者させました。それらを記憶しながら綿密な吟

味、厳正な校訂を続け、版木に彫っては木版本にして頒布する道を開きました。 

③温故学会について：温故学会は明治 42（1909）年に塙保己一の偉業顕彰の目的から渋沢

栄一、宮中顧問官井上通泰、文学博士芳賀矢一、保己一曾孫塙忠雄の四氏により設立され

ました。本会は、保己一の精神である温故知新（論語・ふるきをたずねてあたらしきをし

る）の趣旨に基づき活動するとともに、重要文化財指定の「群書類従」版木の保管、盲人

福祉事業、各種啓発事業に努力している。 
④温故学会会館について： 温故学会会館は、「群書類従」版木（国・重要文化財、

17,244 枚）を管理・保存する目的で、斎藤茂三郎初代理事長が渋沢栄一、三井八郎右衛門

ら各界の著名人に呼びかけ、全国からの協賛を得て、大正 15（1926）年 8 月に着工され、

昭和 2（1927）年 3 月に完成した。関東大震災の経験を生かし建設された会館は、すでに

80 年を経ているが、空襲にも耐えずっしりとした風格は今日でも変わらない。平成 12

（2000）年 4 月文化庁より「登録有形文化財」の指定を受けた。 

⑤ヘレン・ケラー女史について：三重苦のケラー女史は、昭和 12（1937）年 4 月 26 日に

塙保己一を顕彰する社団法人温故学会に来会した。ケラー女史は「塙保己一像」や「塙保

己一愛用の机」に触れ、心ゆくまで保己一の偉業に接し、介添えのトムソン嬢から森岡通

訳を経て、次のように感想を述べた。「私は子どものころ、母から塙先生をお手本にしな

さいと励まされて育ちました。今日、先生の像に触れることができたことは、日本訪問に

おける最も有意義なことと思います。先生の手垢の染みたお机と頭を傾けておられる敬虔

なお姿とには、心からの尊敬を覚えました。先生のお名前は流れる水のように永遠に伝わ

ることでしょう。」 

 以上の資料などより、「塙保己一の小さな銅像」の概要は次のようである。 
塙保己一座像 

設置場所：東京都渋谷区東 2-9-1 温故学会会館１階ロビー 

設置時期：1932 年に寄贈された 

製作者：東京美術学校教授・水谷鐵也（みずのや・てつや：1876-1943) 

設置経緯：塙保己一（1746-1821）は、武州児玉郡（現・埼玉県本庄市）に生まれ、江戸

時代後期に活躍した盲目の国学者。温故学会会館は、塙保己一が 41 年間をかけて、全国

各地に散在していた貴重な書物を集め、校訂を加え、種類ごとに分けて編纂した文献集で

ある「群書類従」の版木を管理・保存する目的で、1927 年 3 月竣工、同年 7 月開館した。

2000 年には「登録有形文化財」に指定された。「群書類従」の版木は、1957 年に国の重

要文化財に指定された。三重苦のヘレン・ケラー女史は 1937 年の来日に際し、4 月 26 日

に本会館を訪問した。ケラー女史は「塙保己一像（本像）」や「塙保己一愛用の机」に触

れ、「私は子どものころ、母から塙先生をお手本にしなさいと励まされて育ちました。今

日、先生の像に触れることができたことは、日本訪問における最も有意義なことと思いま

す。先生の手垢の染みたお机と頭を傾けておられる敬虔なお姿とには、心からの尊敬を覚

えました。先生のお名前は流れる水のように永遠に伝わることでしょう」との感想を述べ

た。 

なお、本像の製作者である水谷鐵也氏の経歴は、５）のサイト/に詳しく記載され

ている。その概略を以下に記載する。 

水谷鐵也君は、現代塑像界の大家なり。佳園と号す。 

https://plaza.rakuten.co.jp/masakuni/diary/202010070000/
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1876 年 12 月：長崎県士族、萩民八郎氏の長男にして、南高来郡島原村に生まれる。 

後、叔父、水谷勝藏氏の養子となる。業の学び経て、奈良県郡山尋常中学校に入り、傍ら、

森川杜園翁に就き、彫刻および絵画を修行する。 

1894 年：師の物故したる故を以て、その遺物に依り独習する。 

1898 年：東京美術学校入学、累年特待生に挙げられる。 

1902 年：東京美術学校塑像科卒業。ただちに、東京美術学校の臨時雇いとなる。 

1910 年：塑像研究の為、フランス、イタリア、ドイツ各国へ、美術留学を命ぜられる。 

1913 年：帰朝す。 

1918 年 12 月：東京美術学校教授に任ぜらる。 

 
（３）世田谷区三軒茶屋の太子堂 
2 月 19 日の銅像探索では、温故学会会館の次に三軒茶屋の太子堂に行った。私は

三軒茶屋駅はよく通るが、降りたことはなかった。駅から歩いて約 15 分の所に太子

堂がある。本堂は世田谷区太子堂の地名の由来で、聖徳太子像がある。本像は有名

であるが、１）のサイト/には何故か収録されていなかった。三軒茶屋駅の周辺地図

（明治時代と現在）を図５に示す。 

 
図５．三軒茶屋駅の周辺地図 左：1909 年測量、右：現在（青丸が太子堂、赤丸

が八幡神社）。本図は、６）のサイト/lより借用。 
 
 図５が示すように、現在の三軒茶屋駅周辺は明治時代の農道に住宅が密集してい

る状態である。従って、駅から太子堂に行く道が曲がりくねっている。当日、私は

地下鉄出口から地上にぽっと出ると、東西南北の方向感覚が全くなくなり、どの方

向に歩くべきか全く分からなくなった。駅出口の付近には、道案内の地図がなかっ

た。そこで仕方なく、出口付近の交番で道を尋ねた。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://jinjamemo.com/archives/taishidohachimanjinja.html
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図６．上：「聖徳太子参道」の石碑、下：「林芙美子旧居」と記載された案内板 
 
私の下調べでは、三軒茶屋駅から「茶沢通り」を北に歩くと、薬局の前に「聖徳

太子参道」と記載された石碑があるはずである。そこで、私は若いお巡りさんに
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「茶沢通り」を教えて貰った。この通りには飲食店が多数並んでいて、緊急事態宣

言下にも拘わらず若者が沢山歩いていた。私は、図５右の青い矢印の方向に歩いて、

矢印の先の地点で、目標の石碑を発見した。その写真を図６上に示す。私は念のた

め、大志堂薬局に入って主人らしき人物に太子堂への道順を確認して、この角を右

に曲がった。細道を少し歩くと、「林芙美子旧居」と記載された案内板が眼に止ま

った。その写真を図６下に示す。この地点から数分歩くと、太子堂に到着した。そ

の写真を図７に示す。 

 

図７．太子堂の横に設置された聖徳太子立像 

 

 聖徳太子立像の写真を次ページの図８に示す。撮影時刻は正午頃で、太陽が銅像

頭部の真後ろにあり、逆光環境が酷かった。それにしても、当地の聖徳太子のお顔

は異相であった。当寺に保管されている聖徳太子の木像（あるいは、肖像画）を参

考にして造られたのかも知れない。 
台座に貼付された銘板の写真を 11 ページの図９に示す。台座正面には太子の有名

な言葉である「和以貴」が書かれていた。書き手の「弘禅」は、かつて世田谷区三

宿に在住した有力政治家の広川 弘禅氏であろう。ウィキペディアによれば、彼の略

歴は以下の通りである。 
広川 弘禅（1902.3.31- 1967.1.7）は福島県出身の政治家、僧侶、教育者。「弘禅」は曹

洞宗の僧侶名で、本名は広川 弘。 衆議院議員。第 12・14・16 代農林大臣、国務大臣第 6

代行政管理庁長官、自由党総務会長・幹事長、民主自由党幹事長、財団法人青葉学園理事

長、青葉学園短期大学初代学長を歴任した。正三位勲一等瑞宝章。 

（本文は、11 ページに続く。） 
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図８． 
上：聖徳太子立像、 
下：銅像の頭部。 
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図９．左：台座正面の銘板、右：台座背面の銘板。 

 

 図９右に示すように、台座背面に銘板があったが、木漏れ日が当たっていて、撮

影不可能であった。そこで、その文章をノートに記録した。そこには、次のように

書かれていた。 

奉讃聖徳太子 

組合創立三十五周年記念 世田ヶ谷左官組合一同 

昭和三十三年十一月吉辰 尊像謹作加瀬朝香 

なお、昭和 33 年は 1958 年である。また、作者の加瀬朝香の経歴は不明である。

しかし、「世田谷区 - 東京の地名の由来 東京 23 区辞典」と題する極めて膨大な記

事（７）のサイト/l）に、次のような記載があった。 

世田谷区若林の松陰先生像：松下村塾の左の左前にある黒い正座像は昭和３３年加瀬朝香

の作品。 

 本堂の前にも弘法大師像があった。その写真を次ページの図 10 左に示す。こちら

は日差しを正面から浴びており、笠の影でお顔は全く写らなかった。このような大

師像は量産品なので、お顔はどうでもよく、お姿が重要である。本像の横に、石碑

が建っていた。その写真を図 10 右に示す。そこには、次のように刻まれていた。 

弘法大師御修行像 昭和六十年六月建立 (有)長田石材 

なお、長田石材は当寺の近所（世田谷区太子堂 3-26-10）にある石材店である。 

http://pccwm336.xsrv.jp/sub15.html
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図 10．左：弘法大師御修行像、右：銅像横の石碑。 

 

 以上の資料、圓泉寺の HP（８）のサイト/m）、および「せたがや百景 No.6 太

子堂圓泉寺とけやき並木 宮野芟平氏の頌徳の碑」と題する記事（９）のサイト

/m）などにより、聖徳太子像と弘法大師像の概要は次の通りである。 
 
聖徳太子立像 

設置場所：東京都世田谷区太子堂 3-30-8 円泉寺太子堂横 

設置時期：1958 年 11 月（世田谷左官組合が創立 35 周年記念で寄贈） 

製作者：加瀬朝香（世田谷区若林松陰神社の松陰像も製作） 

設置経緯：円泉寺は、遅くとも南北朝時代の末期に太子堂と小堂が出来ていたものと推測

されている。その後、文禄 4 年（1595 年）になって賢恵によって中興がなされた。「世田

http://www.kotobuki-p.co.jp/jiin/ensenji/index.htm
https://setagaya339.net/s100k/001_010/006_setagaya.htm
https://setagaya339.net/s100k/001_010/006_setagaya.htm
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谷の地名」（世田谷区教育委員会）などが載せる伝承によると、久米寺（現在の奈良県橿

原市）から聖徳太子像と十一面観音像を背負って布教のため関東地方に訪れていた賢恵が

当地で一泊した際、夢に現れた聖徳太子が、当時は霊泉が湧き出ていたこの地で祀られる

ことの望んだため、堂宇を建てたという。明治 4 年（1871 年）、世田谷区内では初となる

学校であり、世田谷区内の近代教育のはしりとも言える太子堂郷学所が、付近の村の有志

たちにより建立された。郷学所では四民平等の理念に基づき平等に教育を行い、世田谷の

教育界において大きな影響を与えた宮野芟平（さんぺい）を教師として招いた。太子堂郷

学所は一時期、当寺院内に校舎が置かれた。 

 

弘法大師御修行像 

設置場所：東京都世田谷区太子堂 3-30-8 円泉寺本堂前 

設置時期：1985 年 6 月 

製作者：長田石材（世田谷区太子堂 3-26-10） 

設置経緯：聖王山法明院圓泉寺は真言宗豊山派の仏教寺院。本修行像は、弘法大師（774-

835）の千百五十年御遠忌記念で建立された。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：63.【ヘレン・ケラー①】ヘレンは、あの時、いったい何を獲得した

のか  ロボマインド・プロジェクト - YouTube 
３）のサイト：http://onkogakkai.com/observation/ 

４）のサイト：http://onkogakkai.com/ 

５）のサイト：https://plaza.rakuten.co.jp/masakuni/diary/202010070000/ 

６）のサイト：https://jinjamemo.com/archives/taishidohachimanjinja.html 

７）のサイト：http://pccwm336.xsrv.jp/sub15.html 

８）のサイト：http://www.kotobuki-p.co.jp/jiin/ensenji/nen.htm 

９）のサイト：https://setagaya339.net/s100k/001_010/006_setagaya.htm 
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