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第 166回 杉並区の今井政吉像 

               筆者：林 久治（記載：2021年９月 14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。私は武漢肺炎の２回目のワクチンを 6月 19日に接種したが、それま

では自宅の近場で銅像探索を行っている。私は 6月 28日に最近建立されたばかりの

志村像を探索し、その探索記を161回の記事/fに記載した。 

7月に入り、私と家内は２回目の接種後から２週間が経過したので、免疫が完成

したはずである。それまでは、感染を恐れた生活を送っていたが、これで無罪放免

となった。一方、ガースー首相は五輪開催に固執し、7月 23日には開会式を強行し

てしまった。そのせいで、感染者数は日本全国で激増している。小池知事は相変わ

らず「不要不急の外出、特に都道府県を跨いでの外出を自粛するように」と発言す

るのみで、何ら効果的な対策を取らない。 

東京五輪―パラの開催期間には、東京都の感染者数は 4-5千人となったが、閉会

すると二千人以下に収まっている。やはり、五輪の影響が絶大だったのは明白であ

る。銅像探索に関しては、私は近場で混雑していない所を選んでいる。８月 2日に

は大阪市中央区で、3日には京都市の壬生寺で探索を行った。京都の探索記を162回

の記事/fに、大阪市の探索記を163回の記事/fに記載した。 

８月下旬は東京では残暑が未だ厳しく、武漢肺炎の感染者数も多かったので、私

は自宅で自粛していた。9月 1日には急に涼しくなり感染者も少し減ったので、早

川徳次像と藤澤義雄像を探索して、その探索記を164回の記事/fに記載した。東京は、

それ以後も涼しかったが、雨模様の天候が続いた。 

８日には少し晴れ間があったので、私は杉並区の庭野日敬像、長沼妙佼像、およ

び今井政吉像を探索した。前者の２像は１）のサイト/には未収録である。今井像は

１）のサイト/に収録されているが、銅像の基本情報が記載されていない。そこで、

これらの銅像を探索し、前者の２像の探索記を前回の記事/fに記載した。本稿では

今井像の探索記を記載する。なお、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。 

  

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-161.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-162.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-163.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-164.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-165.pdf
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（２）済美教育センターの周辺 

 

図１．済美教育センターの周辺地図 本図は、２）のサイト/より借用。 

① ：立正佼成会大聖堂、②：佼成学園、③：熊野神社、④：済美教育センター。 

 

 １）のサイト/によれば、今井像は済美教育センター（杉並区堀ノ内 2-5-26）に

設置されている。そこで、済美教育センターの周辺地図を図１に示す。本図より、

本センターの最寄り駅は地下鉄方南町駅である。しかし、当日の私は、一つ手前の

中野富士見町駅で降りて立正佼成会の施設（大聖堂：図１の①、佼成学園：図１の

②など）に立ち寄り、庭野像と長沼像を探索した。 

 前回の記事/fに記載したように、私は佼成学園（図１の②）で庭野像を探索した

が、その後に環七通りを横切って、済美教育センター（図１の④）に向かった。こ

の辺の道路は入り組んでいて、本センターの方向がよく分からなかったが、ともか

く熊野神社の杜（図１の③）を探しながら歩いて行った。 

幸い、環七通りから５分位歩くと熊野神社に到着した。その写真を次ページの図

２上に示す。また、本社の案内板を図２下に示す。案内板には次のように書かれて

いた。 

堀ノ内 熊野神社 

当社は旧堀之内村の鎮守で、大屋津姫命・五十猛命・抓津姫命の３柱が祀られています。

社伝によれば当社は文永四年（1267）に、紀州の熊野三山を勧請したのにはじまり、室町時

代に北条氏綱が上杉頼興を破り、江戸を攻略した際社殿を修築し祝祭を行い、江戸時代の寛

永十一年（1634）にさらに修繕を加えたと伝えられています。別当は村内の妙法寺が明治維

新まで務めていました。江戸時代の当社の様子を『新編武蔵風土記稿』は「除地四百五十坪、 

（本文は）４ページに続く。） 

①  

② 

③ 
④ 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M16006/13115/21330438296/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-165.pdf
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図２．上：熊野神社、下：本社の案内板。 
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外に鎮守免一町九段、小名本村にあり、社は四尺に三尺南向、拝殿ニ間に三間・・・前に鳥

居を立つ」と記しています。 

総欅造りの社殿は「安政四年（1857）二月吉日氏子当村住人井上龍三」と銘が刻まれ、そ

の精巧かつ豪華なことは区内随一の評があります。また、桧造りの幣殿は大正１２年の造営

で、この時旧幣殿を現在の神楽殿に改修しました。昭和２９年稲荷神社・第六天王社の合殿

社を改新築、同３５年社務所の新築、社殿の整備を行い、同４６年奥殿土台石の修復、神楽

庫の新築等、今日の景観を整えました。 

当社にある文化五年（1808）奉納の石鳥居は、区内で最も古いものといわれ、また大正

12年９月１日の関東大震災の当日、浅草で買い求め猛火の中を無事帰着して納められた

「火伏の神興」が、祭礼の際には町内を渡御します。なお当社には古くから奉納された絵

馬・額等も多く所蔵されています。 

  平成 31年 2月                      杉並区教育委員会 

 熊野神社（図１の③）の向かいに、済美教育センター（図１の④）の敷地があっ

た。そのフェンスに、「向山遺跡」と題する案内板があった。その写真を図３に示

す。 

 

図３．向山遺跡の案内板 

 

 向山遺跡の案内板には、次のように書かれていた。 

 向山遺跡は、杉並区堀之内二丁目五番に所在する区立済美教育センター（旧区立済美教育

研究所）の敷地一帯を中心とした、古墳時代後期（約 1400年前）を主体とする集落跡で、
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昭和六十二年に発見されたものです。本遺跡周辺には、善福寺川の蛇行によって形成された

沖積（ちゅうせき）低地が広がり、水源豊富な低地上に集落が営まれていました。 

 昭和六十二年に実施された発掘調査では、古墳時代後期の住居跡二軒および平安時代の住

居跡一軒のほかに、縄文時代中期の土器片、江戸時代後期のごみ集積場一箇所、明治から大

正にかけて使用されていた灌漑用水路が検出され、この遺跡が複合遺跡であることもわかり

ました。 

 検出された古墳時代の住居は、灌漑用水路によって一部破壊されていましたが、床上や貯

蔵穴内からは、当時の日常的な雑器である甕（かめ）・甑（こしき）・附（つき）・椀等の

土師器（はじき）類、糸を紡ぐ道具である紡錘車（ぼうすいしゃ）も出土しています。 

 また、江戸時代のごみ集積場には、当時の日常的な雑器である瀬戸・美濃系の陶器類、キ

セル、かんざし、刀子（とうす）・釘などの金属器類、泥めんこ・泥人形・土笛等の土製玩

具類とその抜型、釜・土瓶等のミニチュアの飯事（ままごと）道具類が一括して廃棄されて

いる状況が確認されました。 

 本遺跡は、杉並区内で江戸時代の遺構が発見された数少ない遺跡です。 

平成二十七年三月 杉並区教育委員会 

 

（３）済美教育センターの今井政吉像 

 済美教育センターの門は開いていて、守衛所がなかったので、私は無断で無人の

構内に入って行った。門の内側にある庭園に、胸像と石碑が設置されていた。その

写真を図４に示す。（本文は、７ページに続く。） 

 

図４．済美教育センターの庭園に設置された胸像と石碑 
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図５．今井政吉像とその銘文 
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 図５に示すように、本像の台座正面には「今井政吉先生之像」との題字があり、

本像背面には「義起作」との制作者のサインがあり、台座背面には「杉並区済美教

育研究所創立十周年を記念してこれを建てる 昭和三十六年三月十日 杉並区長 

加藤豊三」との銘盤があった。以上より、本像の制作者は長谷川義起氏であること

が分かった。本像の横には、「済美碑」と題する大きな石碑が設置されていた。そ

の写真を図６に示す。 

 

図６．「済美碑」と題する大きな石碑 

 

 本碑には、次のように書かれていた。 

済美学園は伊勢津の人今井恒郎君これを創設し、嗣子政吉君これを 

継承して始に中學一時小學を設け、昭和廿二年学制改革と共に中學 

高等科を竝置した。設立者今井君は徳島彦根水戸の中學校長五高 

教授として令名あり。學和漢洋に亘り自任最も高く夙に獨自の教育 

理想實現の大志抱き、明治四十年地を都郊堀之内に卜し、先ず寄宿 

寮を設けて家庭的親和の裏に子弟の陶冶をはかつた。其外體育遊戯 

美育作業の施設等企劃は雲の如くであつたが、家塾的教育と大量入 

學とは両立せず、後援乏しく經營多難専門課程増設の抱負も實現を 

見ず、昭和九年七十歳で没し、政吉君の苦心も意に遺業を恢弘するに 

到らず、困難は特に敗戦後に甚しかつた。今年三月君は心中深く決す 

る所あり、學園を廃止し教員生徒を善後慮置の外無条件に校地六千 
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五百餘坪と校舎備品一切を杉並區に寄贈するの断に出て、區も亦君 

が無私の芳志を感謝して敷地を恆久適切な教育施設に用ふるを約 

した。ここに顛末を記して永く今井君父子の志を傳へる。 

昭和二十五年十一月一日  安倍能成 文竝 

 なお、以上の文面において、次の留意点がある。 

① 句読点は、林が記載。 

② ３）のサイト/Dによれば、「竝」の読みと意味は次の通りである。 

へい【並〔竝〕】：［音］ヘイ（漢） ［訓］なみ ならべる ならぶ ならびに 

③ 安倍能成（あべ よししげ、1883 - 1966）については、99回の記事/fで紹介した。 

終戦直後の安倍先生の立場は、1946年 （1月 - 5月）文部大臣に就任、同年 10月

には学習院院長となり亡くなるまで務められた。本碑文を書かれた昭和二十五年

（1950年）当時、安倍先生は東京都では最も高名な教育者の一人であった。 

 本像や本碑の関係者の略歴を調べた結果、次の記事が見つかった。 

４）のサイト/l：杉並区立済美養護学校の沿革 

明治 40年：今井恒郎先生「日本済美学校」開設、全寮制少数教育を実施 

昭和 25年：今井政吉先生「財団法人済美学園」の敷地，建物，設備一切を杉並区に寄付 

５）のサイト/8：今井恒郎の略歴 

今井恒郎（1865－1934）は明治-大正時代の教育者。慶応元年 11月 6 日生まれ。三重県伊勢

の出身。帝国大学卒。五高教授,滋賀・茨城の中学校長などをつとめる。明治 32年退職して

東京で梧陰塾をひらく。同 40年日本済美学校と改称し,その校長となった。昭和 9年 10月

27日死去。70歳。 

６）のサイト/2：今井政吉には著書が何冊かあるが、本書はその一つである。 

タイトル：現代婦人思潮、著者：今井政吉（文学士）、出版者：東京社、出版年：大正 1 

７）のサイト/l：杉並区の地名の由来 

済美山：杉並区堀ノ内１丁目１５・１６番の一円の高台をいう。今井恒郎が明治４０年に作

った日本済美学校（小・中学校）が昭和９年まであって、それでこの一帯を済美山と呼んだ。

区立済美小学校のところは「清明池」という人工の池で、生徒のボートレース用に掘ったも

のだ。また済美養護学校のところには、昭和１０年から同２４年まで済美中学校があった。

対岸の区立済美教育研究所は今井恒郎の自宅だったところで、区に寄付されたものだ。 

済美小学校：堀ノ内１丁目１７番２４号にある区立校。昭和２８年「東京都杉並区立済美小

学校」として開校。校名の「済美」はかつてこの知にあった「日本済美学校」に由来し校章

もそのまま借用した。同３１年校歌制定。歌詞は、済美の土地を寄付した今井政吉が日本一

の教育の願いをこめて作詞してくれた。作曲は、当時本校の音楽教諭だった坂本淳子が担当。

３月１９日第一回卒業式で初めて歌われた。 

校歌「ここは緑の済美山」 作詞・今井政吉  作曲・坂本淳子 

１．ここは緑の済美山 広い青空 白い雲 皆仲良く手を取って 済美の庭に輪を画こう 

２．ここは明るい済美山 色美しい 桜 樫 みんな元気に胸を張り 済美の記章  

仰ごうよ 伸び行く姿 仰ごうよ 

３．ここは輝く済美山 世界を見渡す広い窓 みんな楽しく 新しく 済美の歴史  

築こうよ 高い理想を 築こうよ 

http://https/３）のサイトwww.weblio.jp/content/%E7%AB%9D
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-99.pdf
http://www.suginami-school.ed.jp/seibiyougo/05_enkaku/enkaku.html
https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E6%81%92%E9%83%8E-1056268
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/946242
http://pccwm336.xsrv.jp/sub13.html
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８）のサイト/l：本像の制作者である長谷川義起の略歴 

没年月日:1974/02/20 彫刻家・日展参与の長谷川義起は、2月 20日午後 7時インフルエン

ザによる肺炎のため東京都豊島区の自宅で死去した。 

 享年 81歳。明治 25年 3月 3日富山県射水郡(現・高岡市)に生れた。本名勝之。大正 4年

3月東京美術学校彫刻科本科塑造部を卒業。大正 9年第 2回帝展に「靈光」が初入選してよ

り連続入選を重ね、昭和 5 年第 12 回帝展では「円盤」が推薦となり以後無鑑査出品を続け、

終始官展系作家として重きをなした。戦後の日展では、依嘱出品を続け、審査員、評議員を

つとめ、また日本彫塑家クラブ理事、日本陶彫会委員長、北陽美術会理事などを歴任した。 

作品には、大正 13年東伏見依仁親王北征記念碑制作、昭和 11年 10月の帝国教育塔の懸賞

浮彫に一等入選した「明暗」(大阪大手前公園入口に設置)など例外もあるが、殊に相撲関係

のものに特技を発揮した。昭和 12年文展出品の「四ツ(梅ヶ谷・常陸山)は政府買上げ(同作

品は現在国技館正面玄関にある)となり、昭和 7年 8月のロサンゼルスオリンピック大会芸

術競技招待に「円盤投げ」を出品、昭和 11年ベルリンオリンピック芸術競技には、「両構

(力士)」が入賞した。また昭和 13年 1月の双葉山五連勝の表彰額「龍虎」があり、戦後に

は「大鵬像」などがある。死去前の 1月には紺綬褒章を受けた。 

以上の調査の結果、父の今井恒郎先生の略歴は見つかったが、嗣子の政吉先生の略

歴は不明であった。 

 以上の資料などにより、本像の概要は次の通りである。 

今井政吉（杉並区） 

設置場所：東京都杉並区堀ノ内 2-5-26 済美教育センター正門内庭園 

設置時期：1961年 3月 10日 済美教育研究所創立十周年記念 

制作者：長谷川義起（1892.3.10-1974.2.20）は富山県射水郡(現・高岡市)に生れる。日展

参与。 

設置経緯：今井政吉（生年、没年不詳）は文学士、今井恒郎（1865－1934）の嗣子。恒郎は

三重県伊勢の出身で、帝国大学卒業。徳島彦根水戸の中学校長、五高教授を歴任。1899年

退職し東京で梧陰塾をひらく。1907 年日本済美学校と改称し,その校長となる。恒郎の死後、

政吉は済美学園を継承するも、1950年「財団法人済美学園」の敷地（6500坪），建物，設

備一切を杉並区に寄付。1951年２月特殊学級、通称「済美学園」が開設（小学部２学級 15

名）、同年３月区立済美教育研究所が開所（済美学園は本研究所の一部門となる）、今井政

吉先生が顧問となる。 

 

（４）エンジェルストランペット 

今井像の探索時、付近の民家にエンジェルストランペットが沢山咲いていた。そ

の写真を次ページの図７に示す。かつて、家内は茨城の農園にこの花を植えていた

が、１年で枯れてしまった。この花は熱帯産で、茨城大洋村の冷たい強風に合わな

かったのであろう。なお、この植物は麻薬性毒があり、食べてはいけないそうです。 

 

https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9297.html
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図７．今井像付近の民家に咲いていたエンジェルストランペット 
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