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第 168回 東京都原宿のブラームス像と芝学園の渡辺海旭像 

               筆者：林 久治（記載：2021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。 

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。 

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/日となったが、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。８日に

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像の

探索記を165回の記事/fに、今井像の探索記を166回の記事/fに記載した。 

9月 25日は急に涼しくなり、東京都での患者数も 300人/日程度に激減している

ので、久しぶりに銅像探索を行った。場所は小平市の曙光園に設置されている相良

丰光（さがら・よしみつ）像である。本像の探索記を前回の記事/fに記載した。東

京都と全国での患者数は益々減少傾向が続いている。そこで、政府は全国各地に発

せられている緊急事態宣言を 10月 1日から解除すると決定した。これで、武漢肺炎

の猖獗が収まれば、ガースー首相のお手柄である。 

一方、10月 1日には大型台風が来そうなので、私は 9月 29日にも銅像探索を行

った。原宿の「ブラームスの小径」にブラームス像があることを２）のサイト/で知

ったからである。本像は１）のサイト/に収録されていない。また、港区芝学園の渡

辺海旭像は１）のサイト/に収録されているが、その詳細を探索することとした。本

稿はこれら２像の探索記である。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
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-165.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-166.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-167.pdf
https://miichang.exblog.jp/27819628/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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（２）渋谷区原宿の「ブラームスの小径」にあるブラームス像 

ブラームス像がある「ブラームスの小径」の地図を図１上に示す。

 

 

３）のサイト/mには次のような紹介がある。原宿の竹下通りは中高生で平日・週末に

係わらず混雑している通りになるが、竹下通りから路地奥に進んでブラームスの小径やモー

ツアルト通りを歩くと大人の雰囲気で自由ヶ丘や代官山の一角のようにも思える。元々この

小径は、明治神宮の清正井戸の湧水が流れ込んでいる川であったが、この川が暗渠になって

小径が出来たもの。御苑の中でも清正井戸だけはパワースポットとして人気があり順番待ち

になっている。 

 私は 1960年の大学入学以来、東京 23区内に 61年余り住んでいるが、原宿に「ブ

ラームスの小径」があることを、今回の探索まで知らなかった。まして、そこに

図１．上：ブラームスの小径の周

辺地図 本図は、３）のサイト/m

より借用。 

①竹下通り入口、②竹下通りよりブ

ラームスの小径方向、③ブラームス

の小径入口、④ブラームスの小径風

景、⑤ブラームスの肖像、⑥モーツ

アルト通りへ、⑦モーツアルト通り

風景、⑧明治通りへ。 

下：竹下通り入口（上図で①の場

所） 

http://shasinnavi.com/4600brahmsst.htm
http://shasinnavi.com/4600brahmsst.htm
http://shasinnavi.com/4600brahmsst.htm


3 

 

「ブラームス像」があることを、知る由もなかった。図１下に、竹下通り入口（上

図で①の場所）の写真を示す。私が当地に着いたのは午前 10時過ぎであったので、

人出は未だ少なかった。「ブラームスの小径」の紹介記事を図２に示す。 

 

 

図２．「ブラームスの小径」の紹介記事 本記事は、４）のサイト/lより借用。 

http://www.takara-sign.com/r_blog_2013/pages/2013-08-02-omote-sando-001.html
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 竹下通りの入口（図１上の①）から２番目の角（図１上の②）を右に曲がると、

「ブラームスの小径」（図１上の③）に着いた。この界隈の紹介は、次のサイトが

優れている：２）のサイト/、３）のサイト/m、４）のサイト/l、５）のサイト/1、

６）のサイト/9、７）のサイト/、および８）のサイト/。図３に「ブラームスの小

径」の写真を示す。本写真は、図２上のスケッチと同じ場所である。本写真の左側

のレストランがジャルダン・ド・ルセーヌ（東京都渋谷区神宮前 1-16-3）で、その

前庭にブラームスの胸像が設置されていた。 

 

 

図３．原宿の「ブラームスの小径」 

 

 次ページの図４上に、ブラームスの胸像を示す。図４中に台座の題字を、図４下

に本像背面のサインを示す。サインには「Fore85」と書かれているが、制作者の名

前は不明である。ウィキペディアには、ブラームスの略歴が次のように書かれてい

る。 

ヨハネス・ブラームス（Johannes Brahms、1833年 5月 7日 - 1897年 4月 3日）は、19世

紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。J.S.バッハ（Bach）、ベートーヴェン

（Beethoven）と共に、ドイツ音楽における三大 Bとも称される。ハンブルクに生まれ、ウ

ィーンに没する。作風はおおむねロマン派音楽に属するが、古典主義的な形式美を尊重する

傾向も強い。ベートーヴェンの後継者ととらえる人もおり、指揮者のハンス・フォン・ビュ

ーローは彼の『交響曲第 1番』を「ベートーヴェンの交響曲第 10番」と評した。 

（本文は、６ページに続く。） 

https://miichang.exblog.jp/27819628/
http://shasinnavi.com/4600brahmsst.htm
http://www.takara-sign.com/r_blog_2013/pages/2013-08-02-omote-sando-001.html
https://kawaiiplanets.com/12041
https://www.pianokyousitsu.com/piano/8348/blog/single-117859
https://mihokosing.exblog.jp/30794061/
https://www.enjoytokyo.jp/date/detail/1244/
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図４．上：ブラームスの胸像、中：台座の題字、下：本像背面のサイン。 
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 以上の資料などより、「ブラームスの小径」のブラームス像の概要は次の通りで

ある。 

ブラームス（渋谷区） 

設置場所：東京都渋谷区神宮前 1-16-3（ブラームスの小径） 

レストラン「ジャルダン・ド・ルセーヌ」の前庭 

制作時期：1985 年  

制作者：不明（胸像にサインがあるが不鮮明） 

ヨハネス・ブラームス（Johannes Brahms、1833年 5月 7日 - 1897年 4月 3日）は、19世

紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。J.S.バッハ（Bach）、ベートーヴェン

（Beethoven）と共に、ドイツ音楽における三大 Bとも称される。ハンブルクに生まれ、ウ

ィーンに没する。作風はおおむねロマン派音楽に属するが、古典主義的な形式美を尊重する

傾向も強い。ベートーヴェンの後継者ととらえる人もおり、指揮者のハンス・フォン・ビュ

ーローは彼の『交響曲第 1番』を「ベートーヴェンの交響曲第 10番」と評した。 

設置経緯：賑やかな竹下通りとは打って変わって静かな「ブラームスの小径」は、ヨーロッ

パの路地の雰囲気を醸し出しています。以前は、この道のところに川が流れていました。明

治神宮御苑の「清正井戸の湧き水」の支流で、今も道の下を流れているはずです。日本では

まだヨーロッパ旅行は盛んではなかった時代に、このレストランの前オーナー諸岡さんとい

う方が「気軽にヨーロッパ旅行の気分を味わえるように」と考えて、この川をフランスのセ

ーヌ川に見立て、その両脇に建てたと言われています。「ブラームスの小径」命名の由来は、

諸岡さんがフランソワーズ・サガンの日本語訳をした朝吹登水子さんと知り合いで、サガン

が来日した時（1983年）ここを訪れて、サガン氏の著書「ブラームスはお好き」にちなん

で命名してもらったとの事。 

 

（３）港区芝学園の渡辺海旭像 

 芝学園の渡辺海旭像は１）のサイト/に収録されているが、その基本情報（建立時

期、制作者など）が記載されていないので、ブラームス像の探索後、渡辺像を探索

することとした。芝学園（芝中学・高等学校：東京都港区芝公園 3-5-37）の最寄駅

は地下鉄神谷町駅である。その周辺地図を図５に示す。（本文は８ページに続く） 

 

図 5．芝学園の周辺地図 本図は、９）のサイト/より借用。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://www.shiba.ac.jp/access/
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図６．上：芝学園の正門、下左：渡辺海旭像、下右：本像背面の彫文。 
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本学園の正門から胸像が見えた。その写真を、図６上に示す。私は「門が閉まっ

ているから、中に入れないかな？」と思っていると、外来者の人々が門を開けて入

構していた。また、正門には「外来の方は、校舎玄関の事務室にお越し下さい」と

の張り紙があった。そこで、私は「胸像までは無断で行ける！」と思い、他の人と

同様に門を開けて、胸像まで行くことが出来た。 

 当日は快晴で、太陽が胸像の頭の真後ろから輝いていた。そのため、全くの逆光

条件で、胸像の良い写真は撮影できなかった。兎も角、撮影した胸像の写真を図６

下左に示す。胸像の台座正面には「遵法自治」の文字が刻まれていた。また、台座

正面には「渡邊海旭先生」と書かれた題字が貼られていた。 

 本像の背面には、作者のサインが彫られていた。その写真を図６右に示す。私に

は「瑺種作 昭和三十二年春」としか読めなかった。また、台座背面には２枚のプ

レートが貼られていた。その１枚目には「昭和九年一月二十日建設 芝中學校同窓

會 芝中學校父兄會」と、２枚目には「昭和三十二年四月二十六日再建 芝学園同

窓會 芝学園 P.T.A」と書かれていた。これらより、「渡辺像は 1934年に建立され

たが、本像は戦時供出され、1957年に再建された」ことが分かった。芝学園の紹介

は、10）のサイト/2が優れている。渡辺先生の紹介は、「ウィキペディア」が優れ

ている。 

 本像の制作者に関して、日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の飯坂陽治氏と ワ

インカラー氏に大変お世話になった。ここで、両氏に感謝の意を表す。その結果、

制作者は多田瑞穂（ただ・みずほ）氏であることが判明した。その経緯は長くなる

ので、本稿の補稿を別に記載した。詳細はこの補稿（12）のサイト/f）をご覧下さ

い。 

 

 

 以上の資料などのより、渡辺像の概要は次の通りである。 

渡辺海旭先生像 

設置場所：東京都港区芝公園 3-5-37 芝中学・高等学校正門奥 

戦前の建立：1934年 1月 20日 芝中學校同窓會・芝中學校父兄會 

再建：1957年 4月 26日 芝学園同窓會・芝学園 P.T.A 

制作者：最初の作者は長谷川栄作（1890-1944）、再建の作者は多田瑞穂（芝中学の 26回

生） 

図７．多田瑞穂のサイン 

【多田瑞穂】作 1974 年製作 陶彫人形『こけし地蔵』 テラコッ

タ像 共箱付 

本図は、11）のサイト/7より借用。 

飯坂陽治氏は芝学園に電話し、次の事項を教えていただいた。 

渡辺海旭さんの銅像は昭和 9年長谷川栄作さんが作られましたが戦

時中供出され、昭和 32年に再度製作されました。32 年の制作者は

芝中学の 26回生の多田瑞穂さんという方だそうです。 

https://itot.jp/interview/12232
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168b.pdf
https://aucfree.com/items/l471258827
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設置経緯： 

芝学園の歴史は、1887（明治 20）年に「浄土宗学東京支校」が開校されたのに始まり、

1906（明治 39）年に芝中学校になりました。第 1回生の卒業生でもある、第 3代の校長で

ある渡邊海旭（わたなべかいぎょく）先生は、初代校長の松波先生、2代目の荻原先生と一

緒に「大正新脩大蔵経」（たいしょうしんしゅうだいぞうきょう）という書を編纂されたこ

とで有名ですが、「ボランティア」の元になる「社会事業」という言葉を作った方でもあり

ます。現在まで続く本校の伝統「遵法自治」という言葉も、海旭先生が作られました。本校

の校風は「遵法自治」と、浄土宗の教えである「共生」（ともいき）を二つの柱にしていま

す。「人間教育・芝」と言い換えることも多いのですが、子どもの「人間力」を育てていく

ことを重視しています。 

渡辺海旭（わたなべ かいきょく、1872年 2月 23日 - 1933年 1月 26日）は、東京・浅草

出身の学僧。浄土宗の僧侶。社会事業家。阿雷狂史・壺月と号す。1900年、浄土宗第一期

海外留学生としてドイツへ留学。カイザー・ウィルヘルム第二世大学（ストラスブルク大

学）に入学。エルンスト・ロイマンに師事。1907年、ドクトル・フィロソフィーの学位を

受け、1910年に帰国。ただちに宗教大学、東洋大学教授に就任。1911年、回向院本多浄厳

らと協力して、深川区平野町にドイツ的セツルメントの浄土宗労働共済会を設立。同年、芝

中学校校長に就任し、死去までの 20余年務める。「カルピス」の命名親でもある。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：https://miichang.exblog.jp/27819628/ 

３）のサイト：http://shasinnavi.com/4600brahmsst.htm 

４）のサイト：http://www.takara-sign.com/r_blog_2013/pages/2013-08-02-

omote-sando-001.html 

５）のサイト：https://kawaiiplanets.com/12041 

６）のサイト：https://www.pianokyousitsu.com/piano/8348/blog/single-117859 

７）のサイト：https://mihokosing.exblog.jp/30794061/ 

８）のサイト：https://www.enjoytokyo.jp/date/detail/1244/ 

９）のサイト：https://www.shiba.ac.jp/access/ 

10）のサイト：https://itot.jp/interview/12232 

11）のサイト：https://aucfree.com/items/l471258827 

12）のサイト：http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168b.pdf 

  

https://douzou.guidebook.jp/
https://miichang.exblog.jp/27819628/
http://shasinnavi.com/4600brahmsst.htm
http://www.takara-sign.com/r_blog_2013/pages/2013-08-02-omote-sando-001.html
http://www.takara-sign.com/r_blog_2013/pages/2013-08-02-omote-sando-001.html
https://kawaiiplanets.com/12041
https://www.pianokyousitsu.com/piano/8348/blog/single-117859
https://mihokosing.exblog.jp/30794061/
https://www.enjoytokyo.jp/date/detail/1244/
https://www.shiba.ac.jp/access/
https://itot.jp/interview/12232
https://aucfree.com/items/l471258827
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168b.pdf

