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第 159回 小金井市の宮崎金吉像と三鷹市の木村宜豊像 

               筆者：林 久治（記載：2021年６月 23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。 

武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。3 回目の「緊急事態宣言」が、東京、大阪、兵庫、京都の 4 都府県

で、4 月 25 日から 5 月 11 日までの 17 日間、出されることとなった。そこで、私

は発令前日の 4月 24 日に、小平市泉蔵院に設置された高木亮範像を探索した。そ

の探索記を152回の記事/fに記載した。26日には散歩を兼ねて東久留米駅前のブラ

ック・ジャックとピノコ像を探索した。５月１日にも散歩を兼ねて朝霞の綿谷新之

助像を探索した。これらの探索記を153回の記事/fに記載した。 

 内田秀五郎像は、杉並区善福寺公園、立川市 JA東京、及び新宿区淀橋市場の３ケ

所に設置されており、神藤庄太郎像は東久留米市に設置されおり、小俣金治像は杉

並区荻窪八幡神社に設置されている。これらの像は１）のサイト/に収録されている。

しかし、これら５像の建立時期、制作者、銘文などの基礎情報が全く記載されてい

ない。そこで、私は５像を探索し、その探索記を154回の記事/f、155回の記事/f、

156回の記事/f、157回の記事/f、及び前回の記事/fに記載した。 

小金井市の宮崎金吉像と三鷹市の木村宜豊像も１）のサイト/に収録されているが、

その基礎情報が全く記載されていない。そこで、私は６月 18日に宮崎像を、22日

には木村像を探索した。本稿はその探索記である。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）小金井市の宮崎金吉像 

１）のサイト/によれば、宮崎金吉像は東小金井駅近くの東小金井駅開設記念会館

(マロンホール、東京都小金井市東町 3-7-21)に設置されている。次ページの図１上

に、本ホールの周辺地図を示す。本図が示すように、本ホールは JR東小金井駅南口

から斜め道路を歩いて約５分の場所にあり、大変分かりやすい。 

 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-152.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-153.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-154.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-155.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-156.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-157.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-158.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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図１．上：東小金井駅開設記念会館(マロンホール)の周辺地図、本図は、２）のサ

イト/lより借用。下：マロンホールの外観。 

 

３）のサイト/5は、マロンホールの説明を次のように書いている。 

ＪＲ東小金井駅から東方に５分くらい歩くと、東小金井駅開設記念会館がありました。記念

会館という名前になっていますが、館内には東小金井駅開設に絡む展示などはまったくあり

ません。表に開設記念碑と銅像があります。この会館の愛称はマロンホールとのことです。

江戸時代には有名だったという小金井の栗ですが、栗山通り、栗山公園についで、こんなと

ころにも名残りがありました。市民の心の中に生き続けているのですね。そのマロンホール

ですが、１階はギャラリー、２階は会議室、３階は可動式の舞台も備えた和室です。小金井

市の施設なので、使用料は 300-600円／時間とお安いです。 

http://www.audifill.com/event/011_020/event_014_4access.html
http://www.audifill.com/event/011_020/event_014_4access.html
https://4travel.jp/dm_shisetsu_tips/13062895
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図２．上：胸像と石碑、下左：宮崎金吉像、下右：胸像背面の銘文。 

 図２上に胸像と石碑、図２下左に宮崎金吉像、図２下右に胸像背面の銘文を示す。

台座正面の題字には「新駅設置協力会長 宮崎金吉氏之像」と書かれていた。胸像
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背面の銘文には「宮崎金吉氏之像 七十一才 東小金井駅開設 十周年記念 昭和

四十九年九月十日 贈 東小金井駅設置協力会」と書かれていた。本像の周囲には、

本像の制作者名や宮崎氏の経歴などの説明は一切無かった。 

 東小金井駅の開設経緯や宮崎氏の経歴などは、本像横に設置された石碑に書かれ

ているのかも知れない。しかし、本碑は大きく、文字も多少風化しているので、か

なり読み難い。幸い、「本碑の文面は事務所にある」との記事（４）のサイト/b）

があったので、早速その文書を頂いてきた。それには、次のように書かれていた。 

東小金井駅開設記念碑 

 国鉄中央本線は、明治二十二年はじめて一部の敷設を見た甲武鉄道を前身として開通した

が、以来時代の進展と共に沿線各地の開発は年ごとにその著しさを加えている。中でもわが

小金井は、都心に近い地理的好条件の上に本線の電化と複線化とは急速に人口の増加を招来

し、特に駅を中心とする地域の発展性認識はますます高まってきた。この時勢に対し我らの

先代もまた幾度か新駅設置の計画を試みたのであるが結局実現の運びに達せずして止んだ。

その上、大正十五年武蔵小金井駅の開設以来、本市東部地区一帯は同駅と武蔵境駅との谷間

的存在となり、眼前に鉄道を見ながら鉄道に恵まれずして今日に及んだ。ところが、ここ十

幾年来急激な大東京の膨張により当地区の住宅化が日増しに盛況を呈するに至ったので、地

元有志は 今こそと新駅の設置を早急最重要の大課題として強力な運動を展開すべく立ち上

がった。すなわち、まず昭和三十二年当地の同志は新駅設置問題に関して小金井市東部地区

住民大会を開催した結果、会長に鈴木市長を、名誉会長に福田篤泰代議士を推して、ここに

新駅設置促進会なるものを発足させた。当時、当地域は国の制定による緑地帯としての遮断

地区であって、駅を新設するなど一顧の余地さえ許さぬ特別地区ということであった。この

重大問題に直面した地元はきゆう首真剣に熟慮を重ねて、あるいは説明会を開いて衆智に訴

え、あるいは住宅地対策を計画して分譲地三万余坪の開放をする等種々苦心の交渉を進めた

が、事態は容易に光明を発見し得ず、反対に国の計画は既定方針実現の線に沿って当地区全

体を買収する旨提示してきた。事ここに至っては、我らはさらに奮起して対策を講じる必要

に迫られ、百方苦心画策の末、我らもまた経済的方途をもってこの難関の打開に当たらねば

ならぬ覚悟を固め、改めて新駅設置協力会を樹立して会長に宮崎金吉氏を選任、（一）新駅

用地ニ～三千坪の土地提供と、（二）建設資金壱億円以上の拠出という二大方策を立て即刻

これを実行に移した。まず用地確保は地価騰貴前に手を打つと同時に他に約四千坪を買収し

て他日の売却による利益金を計上し、他方では寄付金の伸長にたゆみない奔走を続行した。

たまたま昭和三十五年六月の本市議会は、地元の出資壱億円の負担能力如何を議決の成否条

件とする旨伝えられたので、我ら協力会は 誓ってこの調達を確約することとし、ようやく

にして議会の議決を見るに至った。一方、これと前後して、福田代議士の尽力により首都圏

整備委員会から新駅設置を前提とする市街地変更の承認を得ることに成功したので、今日ま

で難色一本の国鉄から急転直下我らの主旨を了承する等諸案件漸次解決に進んで、同年十月

二十ニ日待望久しかった新駅の設置がついに認可となり一同始めて喜色を浮かべることがで

きた。しかしこの暁光を喜びながら続いて本会による資金金額の支払い、貨物駅併設の難題

出現等苦難の重来があって思わぬ長日月を費したが、それらも関係者各位の善意と努力とに

よって逐次氷解し、ついに昭和三十九年九月十日新駅めでたく誕生して、東小金井駅の新名

もすがすがしく一同歓呼のうちに晴れの開駅を祝福した。顧みれば誠に苦難曲折の過去幾年

月であり、望めば当地発展の将来を期待しうる礎石的事業であった。感無量の中に筆を執り

由来を略述して碑文とする次第である。さて、ここに特筆すべきは、前記協力会長宮崎金吉

氏の功労である。氏はこの難関重畳の中に身を挺して東奔西走、その労苦と活躍とは実に筆

紙の尽し難いものであった。時に孤立無援の苦境に立ち、時には健康を害するなど労苦の連

続であったが、よく初一念を貫徹して、この大事業を成功に導いた原動力となった。その功

績記してもつて後人に伝えるべく特に一筆を加えることとする。 

  昭和四十一年十二月三日  国務大臣 福田篤泰 天額書 

https://blog.goo.ne.jp/isao_exejp/e/17f526ff728df629daf142cc0a6f072b
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               前東京都議会議員  小川精一 撰文 

 上記の碑文は、東小金井駅の開設経緯を詳しく説明しているが、宮崎氏の功績に

対しては「特に一筆を加える」と書かれているが、具体的な説明が無かった。ウィ

キペディア、上記碑文、及び５）のサイト/lを参考にして、東小金井駅開設経緯を

年表にまとめた。 

1884年 4月：甲武鉄道は新宿－立川間を開通させたが、この時の駅は新宿・大久保・柏木

（東中野）・中野・荻窪・吉祥寺・境・国分寺・立川の９駅であった。 

1924年：境・国分寺間では、仮乗降場として武蔵小金井が開業。 

1926年：武蔵小金井駅は、仮乗降場から停車場に昇格した。 

1957年：小金井市東部地区住民大会が新駅設置促進会を発足。その後、新駅設置協力会が

結成され、会長に宮崎金吉氏を選任。 

1964年 9月 10日：日本国有鉄道の駅として開業。全額地元住民負担の日本初（狭義上）の

請願駅として誕生した。 

1966年 12月 3日：東小金井駅開設記念碑の建立。 

1974年 9月 10日：宮崎金吉像の建立。 

 なお、宮崎氏の経歴に関するネット記事は極めて少ない。６）のサイト/fの「歴

代市議会議員」欄に次のような記載があった。 

宮崎 金吉 明治 35年（1902）9月 20日生 五月会 在任：昭和 38年（1963）～42年 

また、宮崎氏の設置運動の逸話については、７）のサイト/lが次のように書いてい

る。JR東小金井駅は、日本で初めて地元が費用を全額負担してできた請願駅だ。両隣の武

蔵境－武蔵小金井間は約 3.4 ㌔。戦後に宅地化が進み、住民から新駅設置の要望が強まると、

国鉄は、土地と建設資金の地元負担を条件に出した。奔走したのが、一帯の地主の１人だっ

た宮崎金吉（かねきち）氏だ。他の地主を回って寄付の約束を取り付けるなどして資金を集

め、1960年に駅設置が決まった。駅から５分ほどの場所に駅開設記念館がある。入口脇に

は宮崎氏の銅像と記念碑。碑には「身を挺して東奔西走、その労苦と活躍とは実に筆紙に尽

くし難い」と宮崎氏をたたえる。（以下、省略） 

 以上の資料などにより、宮崎像の概要は、次の通りである。 

宮崎金吉氏之像 

設置場所：東京都小金井市東町 3-7-21 東小金井駅開設記念会館前庭 

設置時期：1974年 9月 10日 東小金井駅開設十周年記念 

寄贈者：東小金井駅設置協力会、制作者：不明 

設置経緯：宮崎金吉氏（かねきち、1902.9.20-？）は小金井市東部地区の地主。新駅設置協

力会の会長を務め、東小金井駅の開業（1964年）に尽力。東小金井駅開設記念碑には「こ

こに特筆すべきは、協力会長宮崎金吉氏の功労である。氏はこの難関重畳の中に身を挺して

東奔西走、その労苦と活躍とは実に筆紙の尽し難いものであった。時に孤立無援の苦境に立

ち、時には健康を害するなど労苦の連続であったが、よく初一念を貫徹して、この大事業を

成功に導いた原動力となった。その功績記してもつて後人に伝えるべく特に一筆を加えるこ

ととする。」と記載されている。 

 

（３）三鷹市の木村宜豊像 

http://hozonsharyou.web.fc2.com/Monument/K13Tokyo/HigashiKoganei.html
https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/gikaijimukyoku/koutyou_koho/shigikaidayori_syurokuban/syurokuban4.files/740-765.pdf
https://www.asahi.com/articles/ASG2K6FTDG2KUTIL05W.html
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 木村宜豊像が設置されている三鷹市禅林寺の周辺地図と境内図を図３に示す。三

鷹駅から禅林寺までの道順は、南口から徒歩で約 10分、バス便も沢山あり八幡前バ

ス停で下車すれば直ぐである。 

 

 

 ウィキペディアによれば、三鷹市禅林寺の概要は次の通りである。 

明暦の大火（1657年）によって移住させられてきた神田連雀町の町民が浄土真宗本願寺派

の寺院として創建。元禄 13年（1700年）8月 台風で倒壊、黄檗宗の賢洲元養が再興。禅林

寺に改名。当寺域から北側は三鷹駅の北側まで境内と同じ幅で当寺の所有地が続くが、これ

は江戸幕府が割り当てたものである。境内には玉川上水に入水した太宰治の墓がある。墓は

元あった寺院の被災により同寺に移転してきた森鷗外の墓の向かいに、鴎外を尊敬していた

図３． 

上：三鷹市禅林寺の周辺地

図、 

下：禅林寺の境内図。 

本図は、８）のサイト/より

借用。 

禅林寺の所在地：  

東京都三鷹市下連雀 4-18-20 

http://www.zenrinji.jp/about/
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太宰自身の希望により建てられた。毎年誕生日（命日は 6月 13日）である 6月 19日には、

太宰を偲んで桜桃忌が開かれる。 

 

 

 

図４．上：禅林寺の山門、下：木村宜豊像。 
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 図４上に禅林寺山門の写真を、図４下に木村宜豊像（場所は図３下を参照）の写

真を示す。山門の雰囲気は宇治の本山に似ていて、シナ風であった。当寺の本堂前

の庭園に木村像があった。その横に、大きな石碑があった。この石碑には何が書か

れているのであろうか？ 

 

 

図５．上：木村宜豊像、下：本像背面の制作者のサイン。 

 

図５上に木村宜豊像の近接写真を、図５下に本像背面の制作者のサインを示す。

本像の台座正面には「第十六代宜豊禅師」との題字があった。又、本像制作者の氏

名が明瞭に記載されていることに、共感を覚えた。台座背面には、彫文があった。

その写真を、次ページの図６上に示す。彫文の内容を、図６の説明の下に示す。図

６下には、木村像の横にあった石碑の題字を示す。それには、「胸像寄附者芳名」

と書かれていた。本碑には寄附者の氏名が刻まれており、その数は百名を超える。 

（本文は、10ページに続く。） 
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図６． 

上：台座背面の彫文 

木村宜豊 

明治十三年十一月十四日生 

昭和三十九年二月二十二日亡 

昭和四十五年二月二十二日建 

禅林寺檀信徒有志 

第十七代得玄識 

下：石碑の題字 
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 木村禅師の経歴については、多くの記事があった。その主なものを以下に示す。 

①８）のサイト/ 

宣豊禅師銅像：昭和四十五年建立。当寺第十六代本山第五十三代。黄檗宗霊泉山禅林寺。 

②９）のサイト/l 

木村宜豊（きむらぎほう）：明治 13年(1880)～昭和 39年(1964)。大阪市西区新町の老舗の

甥として生まれ、8才で同地の妙徳寺に入り、13才のとき、下関竜興寺で得度する。大正の

はじめ海外布教を志し、単身朝鮮にわたる。大正 11年に三鷹市禅林寺住職。町の発展と寺

の興隆に力を尽し中央線三鷹駅設置のため寺の地所を率先して寄付し、昭和五年に三鷹駅が

開設される。昭和 38 年、黄檗宗第五十三代管長に就任したが、翌年病没。 

③10）のサイト/f 

下連雀の禅林寺住職・木村宜豊氏らは、吉祥寺と比較して三鷹村の将来性を考え、吉祥寺

と境両駅の中間に中央線の新駅を設置する必要性を痛感した。かくして村内の有志の署名を

集め、東京鉄道局に対し、新駅設置の請願書を提出することになった。ところが、木村住職

らの新駅開設運動に対し、多くの反対者があったといわれている。当時、木村氏は住職とし

て就任年月が浅かったため、村人からの信頼がまだ薄かったらしい。木村住職が新駅運動を

するのは、寺の土地を売って夜逃げをするためだという噂が流れた。そのため、64軒あっ

た寺の檀家のうち、新駅設置に賛成した者は 22軒に過ぎず、残りの 42軒は反対であったと

いわれている。 

大正 13（1924）年、上連雀堀合付近の有志や下連雀北浦の橋本亀吉、禅林寺の木村住職

等によって三鷹村への新駅設置の請願が申請され、昭和 3（1928）年 3月に認可された。こ

の吉祥寺・境両駅間の新駅設置運動については、三鷹村に続き、武蔵野村からも同様の申請

が東京鉄道局に出された。武蔵野村の申請は、現在の三鷹駅の東側であった。そこで、新駅

設置運動は、三鷹と武蔵野両村の競願のかたちとなった。その結果、武蔵野村にはすでに吉

祥寺と境の両駅があること、また、三鷹村の申請が先であったことや、吉祥寺と境両駅間の

ちょうど中間にあること、また橋本が駅前広場及び駅前通りを寄付するとのことで、三鷹村

の請願が採用となった。 

このようにして、翌昭和 4（1929）年 9月に三鷹村上連雀地内に電車庫が設置され、翌昭

和 5（1930）年 6 月 25 日には、三鷹電車庫の仮信号所の場所に待望の三鷹駅が開設された。

武蔵境からは 2両編成で来て、三鷹で 5両にして新宿へ。1日の乗降客は 30人にも満たな

かったという。ちなみに、後年お会いした木村宜豊住職は、器量の良い、品のある、立派な

お坊さんでした。 

 木村像の制作者である木村恵保氏の経歴については、ネット記事が少なく、主な

ものは次の通りである。 

④11）のサイト/l 

父は木村恵保(けいほ)・彫刻家。平成 8年 11月 10日、地獄へ還る。 

⑤12）のサイト/l  

近藤勇像、設置場所：龍源寺入口、設置時期：昭和 42年（1967）、制作者：木村恵保。 

 以上の資料などにより、木村像の概要は次の通りである。 

木村宜豊禅師像 

設置場所：東京都三鷹市下連雀 4-18-20 禅林寺本堂前の庭園 

設置時期：1970年 2月 22日 ７周忌 

寄附者：禅林寺檀信徒有志（胸像寄附者芳名の石碑あり） 

http://www.zenrinji.jp/about/
http://soutairoku.com/07_douzou/07_ki/kimura_gihou.html
http://mitaka-coral.jp/pdf/coralbo/coralbo003.pdf
http://www7.plala.or.jp/katariba/profile.html
https://ameblo.jp/osiro071219/entry-12048764277.html
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制作者：木村恵保（三鷹市龍源寺の近藤勇像も制作、？-1996.11.10） 

設置経緯：木村宜豊禅師（きむらぎほう、1880.11.14-1964.2.22）は、大阪市西区新町の老

舗の甥として生まれ、8才で同地の妙徳寺に入り、13才のとき、下関竜興寺で得度する。大

正のはじめ海外布教を志し、単身朝鮮にわたる。1922年、三鷹市禅林寺第十六代住職に就

任。町の発展と寺の興隆に力を尽し中央線三鷹駅設置のため寺の地所を率先して寄付し、

1930年に三鷹駅が開設される。1963年、黄檗宗第五十三代管長に就任したが、翌年病没。 
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