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第 169回 練馬区大泉の加藤貞壽像と港区芝公園のペルリ像 

               筆者：林 久治（記載：2021年 10月 12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。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。 

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167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日に原宿の「ブラー

ムスの小径」にブラームス像と港区芝学園の渡辺海旭像を探索し、その探索記を前

回の記事/fに記載した。最近、ネット記事を見ていると、２）のサイト/lから練馬

区の大泉幼稚園に加藤貞壽先生像があることを発見した。本像は１）のサイト/に収

録されていない。一方、港区芝公園のペルリ像は有名で、１）のサイト/には勿論収

録されている。しかし、本像の詳細が記載されていないので、本像も探索した。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-167.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168.pdf
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_5711.html
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
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（２）練馬区大泉幼稚園の加藤貞壽像 

 図１上に、練馬区大泉幼稚園の周辺地図を示す。私は理研退職以来の 20年間、本

園の近くのスポーツジム「ティップネス」で水泳をしている。しかし、今回までジ

ムの近くに大泉幼稚園があることも、そこに銅像があることも知らなかった。まさ

に、灯台下暗しであった。 

 

 

 私は 10月 9日の朝、大泉幼稚園に行ってみた。土曜日なので、園は休みで門が閉

まっていることを心配していた。実際に行ってみると、土曜休日であったが、門は

開いていて、門の間から胸像が見えた。その写真を図１下に示す。園内に人がいな

かったので、私は無断で敷地に入って、胸像を撮影した。その写真を次ページの図

２に示す。（本文は、４ページに続く。） 

図１． 

上：大泉幼稚園（＋印）

の周辺地図  

本図は、３）のサイト/

より借用。 

下：大泉幼稚園の門内に

胸像が見える。 

背景のビルは大泉学園駅

前の高層ビル。 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13120/99565043_ipcbl/
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M51013/13120/99565043_ipcbl/
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図２．加藤貞壽先生像 
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 図２上に示すように、胸像の前には大きな花束が備えられていた（後で書くよう

に、先生の命日は 9 月 27日なので、その時の花束が残っていたのであろう）。図２

下左に示すように、この胸像は古いわりに大変綺麗であった。これは、２）のサイ

ト/lにあるように、竹中銅器が本年メンテナンス色修理を行ったためであろう。図

２下右に示すように、本像の台座正面には「加藤貞壽先生 日本私立幼稚園連合会 

理事長 田中次雄書」と書かれた銘盤があった。 

 本像台座の背面には、本像の設置経緯を記したプレートが貼られていた。それに

は、次のように書かれていた。 

先生は、明治二十三年一月十六日、東京都北豊島郡大泉村大字上土支田に生まる。東京府立

第二中学校を卒業、家業の醤油醸造業に従い、傍ら大泉信用購買販売組合長、大泉村々会議

員を歴任、その後板橋区々議会議員、さらに練馬区々議会議員待遇者となる。この間大泉農

業委員、大泉中学校建設委員長、大泉中学校 PTA初代会長など、以来三十数余年に亘り一貫

して、大泉地区の学校建設、道路整備など教育福祉事業に尽卒さる。昭和二十九年十二月七

日東京都公認大泉幼稚園を当地区最初の幼稚園として創設され、以来同園の園長として、教

育及び施設の充実に力を傾けられ、すでに千四百余名の卒園生を送る。ここに創立十周年を

迎え。関係者一同先生の徳を偲び、事業を記念して胸像を贈り、深く感謝の意を表す。 

昭和三十九年十二月七日 東京都公認 大泉幼稚園 

昭和三十八年度在園生一同 昭和三十九年度在園生一同 幼稚園関係者有志 

 また、４）のサイト/mには、本園の沿革が次のように書かれていた。 

学校法人 貞和学園 大泉幼稚園（東京都練馬区東大泉 1-27-30） 

昭和 29（1954）年 12月 7日：開園（ 設置者：加藤貞壽） 

昭和 40（1965）年 2月：初代園長 加藤貞壽 胸像除幕式 

図３． 

加藤像背面に彫られた制作

者のサイン 

http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_5711.html
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_5711.html
http://ooizumi-youchien.com/aisatu/index.htm
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昭和 42（1967）年 9月 27日：加藤貞壽 逝去 

昭和 42（1967）年 10月：加藤和子 園長に就任 

 なお、５）のサイト/lには本像を制作した山脇敏男氏の略歴が次のように書かれ

ている。 

彫刻家、日展会員の山脇敏男は、1974 年 9月 19日午後 4時 10分、心筋こうそくのため東

京都杉並区の河北病院で死去した。享年 82歳。明治 25（1892）年 4月 20日新潟県村上市

で堂宮の建築を業としていた山脇三作の次男として生まれた。本名二太郎。村上中学 2年生

のとき父に死なれて中退、4年後の明治 44年春上京して加納鉄哉の門をたたいた。師に才

能を認められ東京美術学校彫刻専科に入学したが、苦学の仕事のため中退した。大正 13年

第 5回帝展に農婦の木彫「田のもの畑のもの」が初入選し、以後順調に第 15 回帝展(昭和 9

年)まで毎年入選を重ねた。大正 14年木彫界の大先輩内藤伸の知遇を得て師事、その主宰す

る木生会に加えられ奮起するところがあった。昭和 11 年文部省招待展には招待出品をなし、

翌 12 年の新文展からは無鑑査出品となった。 

 以上の資料などにより、加藤像の概要は次の通りである。 

加藤貞壽先生像 

設置場所：東京都練馬区東大泉 1-27-30 大泉幼稚園内 

設置時期：1965年 2月 創立十周年記念 

制作者：山脇敏男（1892-1974、新潟県村上市生まれ） 

設置経緯： 

加藤先生（1890.1.16-1967.9.27）は、東京都北豊島郡大泉村大字上土支田に生まる。東京

府立第二中学校を卒業、家業の醤油醸造業に従い、傍ら大泉信用購買販売組合長、大泉村々

会議員を歴任、その後板橋区々議会議員、さらに練馬区々議会議員待遇者となる。この間大

泉農業委員、大泉中学校建設委員長、大泉中学校 PTA 初代会長など、以来三十数余年に亘り

一貫して、大泉地区の学校建設、道路整備など教育福祉事業に尽卒さる。昭和二十九年十二

月七日東京都公認大泉幼稚園を当地区最初の幼稚園として創設され、以来同園の園長として、

教育及び施設の充実に力を傾けられ、すでに千四百余名の卒園生を送る。ここに創立十周年

を迎え。関係者一同先生の徳を偲び、事業を記念して胸像を贈り、深く感謝の意を表す。 

 

 

（３）芝公園のペルリ像 

 本像は有名で、勿論１）のサイト/に収録されている。本像の画像提供者は本サイ

トの団長であるにもかかわらず、地図以外の情報が記載されていない。そこで、私

は 10月 10 日に本像の詳細を調べるために、芝公園を訪れた。都の老人パスを利用

して、都営地下鉄の大門駅から行った。芝公園の周辺地図を次ページの図４上に示

す。 

 本図に示すように、ペルリ像は増上寺の「三解脱門」の前方にある公園用地（図

４上の①地点）に設置されていた。芝公園は広大なので、本像の設置場所を調べて

から行かないと、探し回る事態になるであろう。「三解脱門」を目指して行けば、

本像を容易に発見できるであろう。ペルリ像の周辺風景を図４下に示す。 

 本像のすぐ前に「万延元年遣米使節記念碑」も設置されていた。万延元年は 1860

年で、その百周年を記念して、1960年に本碑は設置された。本碑やペルリ像の紹介

は７）のサイト/0が優れている。 

https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/9295.html
https://douzou.guidebook.jp/
https://senseki-kikou.net/?p=5310
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図４．上：芝公園の周辺地図 ①：ペルリ像 本図は、６）のサイト/lより借用。 

下：ペルリ像の周辺風景 

 

 次ページの図５上左にペルリ像の写真を示す。図５上右には、本像背面に彫られ

た制作者のサインを示す。図５下には、本像台座背面の「誌」を記載した石板を示

す。（本文は８ページに続く。） 

①  
大門駅 

https://bcr-jj.blogspot.com/2010/08/blog-post_12.html


7 

 

 

 

図５．上左：ペルリ提督の像、 

上右：本像背面のサイン 

「Felix  de Weldon 1953」 

の記載がある。 

下：本像台座背面の「誌」 

嘉永六年七月（1853 年）および安

政元年二月（1854年）に日本の開

港のため米国代表として江戸湾を

訪れたペルリ提督の出生地であり

また当時日本訪問の出港地である

米国ロードアイランド州ニューポ

ート市から親善のしるしに東京都

に送られたものである 

米国人フエリックス・ド・ウエル

ドン作       東京都 
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 ８）のサイトには、ペルリ像の設置経緯が次のように書かれている。 

除幕は昭和 35年 5月 20日。昭和 28年「開国百年記念祭行事並びに計画について」の計画

段階では、苗木と石燈籠の交換とあるのですが、計画通りに苗木が贈られたのかを確認して

います。また、百年記念祭でアメリカに贈った石燈籠の返礼として、翌年の昭和 29年にニ

ューポート市からペリーの胸像が贈られていますが、なぜ昭和 35年「日米修好通商百年記

念行事」で胸像の除幕式が行われたのか、６年もの間設置はしていなかったのか、設置日は

いつなのかを調べています。 

 なお、「万延元年遣米使節記念碑」には、次のように書かれている。 

西暦 1860年 2月 9 日（万延元年正月 18日）新見豊前守正興一行は日米修好通商条約批准

書交換の使命をおびて江戸竹芝より米艦ポーハタンに搭乗、初の使節として米国に赴いた。

副使村垣淡路守範正の詠にいう、 

 竹芝の浦波遠くこぎ出でて 世に珍しき舟出なりけり 

 遣米使節渡航より百周年にあたり、日米両国民の友好親善の基礎を築いたその壮途をここ

に記念するものである。 

 1960年 6月 日米修好通商百年記念行事運営会 

 また、ペルリ像の作者であるフエリックス・ド・ウエルドンの経歴について、

Wikipedia には次のように書かれている。 

Felix Weihs de Weldon (April 12, 1907 – June 3, 2003) was an Austrian-born American 
sculptor. His most famous pieces include the United States Marine Corps War 
Memorial (Iwo Jima Memorial, 1954) in the Arlington National Cemetery, Virginia, US, 
and the Malaysian National Monument (1966) in Kuala Lumpur. 

 以上の資料などにより、ペルリ像の概要は次の通りである。 

ペルリ提督の像 

設置場所：東京都港区芝公園 2-1 

設置時期：1960年 5月 20日 除幕 

制作者：フエリックス・ド・ウエルドン（1907 – 2003、米国の著名な彫刻家、本像は 1953

年作） 

設置経緯：マシュー・カルブレイス・ペリー（Matthew Calbraith Perry, 1794 年 4月 10

日 – 1858 年 3月 4日）は、アメリカ海軍の軍人。1853 年（嘉永 6年）と 1854 年（嘉永 7

年）の２回、米国使節として艦隊を率いて日本へ来航し、開国を迫った東インド艦隊司令長

官。1953年東京都が日本開国百年記念祭を開催した際、ペリー提督の出身地であるロード

アイランド州ニューポート市に石灯籠を贈り、その返礼として 1954 年に本像が東京都に贈

られた。 

 私のメル友の一人の Hさんから「ぺリル像が芝公園に？これもなんか理由がある

んでしょうね。ペリーといえば、横須賀とか横浜ですから。」との質問を受けた。

本像の所有者である東京都の公式見解は不明であるが、私なりに推測すると次のよ

うな理由だと思われる。 

① 本像の所有者は東京都なので、都内の便利な場所に設置したのでせう。 

② 1953年に東京都が日本開国百年記念祭を開催した際、ペルリ像を設置する計画はなかっ

たのでせう。 

③ 1954 年に本像を東京都が受け取った時に、1960 年予定の米修好通商百年記念行事の際に、

本像と「万延元年遣米使節記念碑」とを同じ場所に設置しようと計画したのでせう。 
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④ その設置場所として、幕末の外国への往来港であった竹芝に近い当地が選ばれたのでせ

う。 

⑤ なお、当地は徳川将軍の墓所が多い増上寺を見る位置にあるので、これも選定理由の一

つになったのでせう。 
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