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第 171回 大田区の片柳鴻像と渡辺菊太郎像 

               筆者：林 久治（記載：2021年 10月 19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。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。 

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。 

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168回の記事/fに記載した。最近、ネット記事を見て

いると、１）のサイト/に収録されていない銅像が、練馬区に加藤貞壽像、品川区に

石橋湛山像、大田区に片柳鴻像などがあることを発見した。一方、１）のサイト/に

収録されている有名な銅像で、その詳細が記載されていない像も多い。169回の記事

/fでは加藤像と港区芝公園のペルリ像の探索記を、前回の記事/fでは品川区の石橋

湛山像とモース像の探索記を書いた。 

10月 10日以来、東京都での患者数は 100人/日以下になり、このような急激な減

少は好ましいが、原因が不明である。本稿は、大田区の片柳像と渡辺菊太郎像

（１）のサイト/に収録）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。 

 

（２）東京工科大学の片柳鴻像 

 本像は、東京工科大学蒲田キャンパス（大田区西蒲田 5-23-22）に設置されてい

る。本学は JR蒲田駅前にあるが、駅の周辺地図を次ページの図１上に示す。 

 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-167.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-168.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-169.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-169.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-170.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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 図１下に、東京工科大学蒲田キャンパス 3号館の写真を示す。私は、東京の一等

地にかくも豪華な校舎があることを拝見して、吃驚した。本学はテレビ時代の波に

乗り、テレビ産業の隆盛に便乗し発展したようだ。その創立者が片柳先生なのだ。 

図１． 

上：JR蒲田駅の周辺地図、 

本図は、２）のサイト/Bよ

り借用。 

下：東京工科大学蒲田キャ

ンパス 3号館 

https://mapfan.com/spots/SC3II,J,8B
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 私は 10月 15日に本学を訪問した。図１下に示した校舎が３号館であることを調

べていたので、「さて、何処に銅像があるのかな？」と思いながら、入口の自動ド

アから館内に入ってみた。そして立ち止まって、館内をぐるりと見渡すと、右手に

一基の銅像を発見した。私は「これだな！」と思った途端に、一人の守衛さんが近

づいて来て「何か御用ですか？」と聞いて来た。そこで、私は「そこの片柳先生の

銅像を拝見できませんか？」とお願いした。（ここで、銅像の座主の名前を呼ぶの

が、効果的である。） 

 守衛のオジサンから「いいですよ」との返事を頂くことが出来、一安心した次第

である。銅像の撮影許可も得て、撮影したのが図２の写真である。台座正面には、

図１中に示すような題字があり「創立者片柳鴻先生之像」と書かれていた。本像の

背面には、図２右に示すような「友児作」と書かれた制作者の署名があった。 

 台座の側面には、「片柳鴻先生 略歴」と題する銘文が貼付されていた。その写

真を次ページの図３に示す。本銘文は新装したばかりで、明瞭に書かれているので、

その内容を改めて記載する必要はなかろう。ウィキペディアに記載されていた片柳

先生の経歴を簡単に要約して以下に示す。 

片柳 鴻（かたやなぎ・こう、1920年 10月 8日 - 2019年 8月 15日）は、栃木県佐野市に

て出生。日本の教育者、芸術家。創美学園（現：学校法人片柳学園）の創立者、同学園理事

長。東京芝浦電気（現：東芝）に勤務していたが、学生教育を志して依願退職し、1947年

に絵画と洋裁を専門とする学校｢創美学園（現・片柳学園）｣を立ち上げた。1953年 日本テ

図２． 

左：片柳鴻先生之像、 

中：台座正面の題字、 

右：本像背面の署名。 
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レビ技術学校設立。1976 年 日本工学院専門学校と校名を改称。1986年 東京工科大学を開

校。 

 

図３．台座の側面に貼付された「片柳鴻先生 略歴」と題する銘文 

 

 ３）のサイト/lには、本像の制作情報が次のように書かれている。 

竹中銅器（竹中製作所）＞東京都の製作実績＞片柳鴻先生之像 

原型作者：熊谷友児、設置年度：2021年 

 ４）のサイトには、熊谷友児氏の略歴が次のように書かれている。 

熊谷友児の略 歴：昭和 29年生まれ、昭和 51年に武蔵野武術大学卒業。 

 本像の除幕式の記事は、５）のサイト/lに次のように書かれている。 

2021年 7月 21日（日本工学院専門学校校友会より）：学園創立者故片柳鴻先生の胸像が寄

贈されました。かねてより校友会からは片柳先生の胸像を寄贈したいという意向をいただい

ておりましたが、このたび片柳先生の三回忌を前に実現する運びとなり、蒲田キャンパス 3

http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_5954.html
https://www.katayanagi.ac.jp/news-and-topics/news20210721.html
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号館エントランスに設置されました。7月 10日に行われた除幕式は、校友会の桂田忠明会

長をはじめ常任幹事の方々、および片柳学園の千葉理事長をはじめ役員等が参列して行われ

ました。胸像下の台座には、「理想的教育は理想的環境にあり」という片柳鴻先生の信条と

ともに、先生の功績や略歴が刻まれています。 

 以上の資料などにより、片柳像の概要は次の通りである。 

片柳鴻先生之像 

設置場所：東京都大田区西蒲田 5-23-22 東京工科大学蒲田キャンパス 3号館エントランス  

設置時期：2021年 7 月 10 日除幕式 片柳先生の三回忌 

制作者：竹中銅器、原型作者：熊谷友児（1954- ） 

設置経緯：片柳鴻（かたやなぎ・こう、1920年 10月 8日 - 2019年 8月 15日）先生は、栃

木県佐野市にて出生。日本の教育者、芸術家。創美学園（現：学校法人片柳学園）の創立者、

同学園理事長。東京芝浦電気（現：東芝）に勤務していたが、応召してインパール作戦で生

き残る。復員後、学生教育を志し、1947年に絵画と洋裁を専門とする学校｢創美学園｣を立

ち上げた。1953 年に日本テレビ技術学校設立。1976 年に日本工学院専門学校と校名を改称。

1986年に東京工科大学を開校。先生は、テレビ時代の発祥時からその発展の波に乗り、片

柳学園を隆盛に導いた。 

 

（３）大田区御嶽神社の渡辺菊太郎像 

 １）のサイト/の「新・日本の銅像ギャラリー」の「東京都大田区」欄には、渡辺

菊太郎像が収録されている。そこには、渡辺氏は「御嶽教の創始者」との説明が記

載されている。しかし、私が御嶽教関係のネット記事を調べてみると、「渡辺氏は

御嶽教の創始者」と書かれているもの（１）のサイト/、６）のサイト/l、７）のサ

イト/6など）と、別人が創始者とする記事（ウィキペディア、８）のサイト/、９）

のサイト/fなど）が見受けられた。特に、８）のサイト/には次のような記載がある。 

創始者は下山応助（生没不詳）：教団結成に際し、全国の御嶽講社及び信徒の糾合に尽力さ

れた、御嶽教立教の功労者で、創祖霊神と奉称する。 

後継者：初代管長・平山 省斎（以下に 13代管長までの氏名が列記されている。） 

 

図４．御嶽神社の周辺地図 本図は、10）のサイト/7より借用。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://jinjamemo.com/archives/post-5512.html
http://www.ontakejinja.org/issan/#page/66
http://www.ontakejinja.org/issan/#page/66
https://kyoharen.jp/%E5%8A%A0%E7%9B%9F%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%95%99%E6%B4%BE/ontake/
https://www.nagano-c.ed.jp/seiho/intro/risuka/kadaikenq/paper/2005/2005-05.pdf
https://www.nagano-c.ed.jp/seiho/intro/risuka/kadaikenq/paper/2005/2005-05.pdf
https://kyoharen.jp/%E5%8A%A0%E7%9B%9F%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%95%99%E6%B4%BE/ontake/
https://mapfan.com/spots/SCC,J,G6Z7
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 １）のサイト/によれば、渡辺菊太郎像は池上線御嶽山駅の近くにある御嶽神社に

設置されている。本社の周辺地図を図４に示す。私は、蒲田駅前で片柳像を探索し

た後、池上線に乗って御嶽山駅で降りた。本駅は東海道新幹線の上に建てられてい

た。「イオン」の前を通ると、直ぐに御嶽神社が見えて来た。その写真を図５上に

示す。 

 

 

図５． 

上：御嶽神社の鳥居付近 

下：御嶽神社の境内図 

（上半分の拝殿付近） 

本図は、11）のサイト/l

より借用。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://mineno-ontake.com/%E5%A2%83%E5%86%85.html
http://mineno-ontake.com/%E5%A2%83%E5%86%85.html
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 図５下に御嶽神社の境内図（上半分の拝殿付近）を示す。私は本図を調査済であ

ったので、拝殿の奥に直行した。（なお、本図にはそれぞれの施設の写真が貼付さ

れているので分かりやすい。）今回、私が渡辺菊太郎像の設置場所に行くと、本像

と石碑群の前には柵があり、鍵がかかっていた。ご丁寧に「モニターで監視中」と

の貼紙まであった。図５下の境内図の写真にはそのような柵はなかった。何らかの

理由で、最近になって立入禁止としたようだ。周囲に人が居なかったので、「柵を

跨いで中に侵入しようか」とも思ったが、「一応、社務所で頼んでみよう」と思い

直し、鳥居付近の社務所に行ってみた。 

 社務所の前には、本社の神官らしい平服の中年男性が居たので、私は彼に声をか

けた。 

私「渡辺さんの銅像の前にある柵の中に入れませんか？」 

男「柵の外からご覧になっていただくことになっております。」 

私「渡辺さんが御嶽教の創始者かどうか知りたいので、銅像の銘文を読みたいので

す。」 

神官「では、柵を開けます。私が見ておりますから」 

と、一応こちらの要求を叶えてくれた。現場まで行く途中、私は彼に聞いた。 

私「渡辺さんが御嶽教の創始者であるという記事と、ないという記事があります。

どちらが本当なのですか？」 

神官「さあ、私には分かりませんが…」 

私「こちらは、御嶽教の神社ではないのですか？」 

神官「（当社は）神社庁に属する神社です。御嶽教とは違います。」 

私「ああ、そうですか。渡辺さんの銅像があるので、私は『ここはてっきり御嶽教

の神社』と思っていました。では、ここと御嶽教とは、どんな関係なのですか？」 

神官「御嶽教は当社に参拝に来る人達の一部です。御嶽山が遠いので、東京の人は

山に登る代わりにここに来ます。」 

 このような会話により、私は次のように宗教界独特の寺社と信者の関係に気づい

た。「成程！御嶽神社と御嶽教との関係は、日蓮宗総本山身延山久遠寺と創価学会との関

係に似ている。本山と信者団体の関係は微妙だ。友好的な場合はよいが、いったん相互の信

頼が崩れると大喧嘩になる。」 

 以上の経緯で撮影した渡辺菊太郎座像の写真を、次ページの図６に示す。台座正

面には「渡辺菊太郎像」としか記載されていない。また、台座側面には「明治丗八

巳年九月吉日先達渡辺菊太郎六十九歳生存中肖像」と書かれていた（明治 38年は

1905年）。本文にも、「渡辺氏が御嶽教の創始者である」とは書かれていない。従

って、「渡辺創始者説」は旗色が悪いようだ。 

 「嶽神社と嶺山講」（昭和 61年 12月 31日発行）という本があり、その 45ペー

ジ（７）のサイト/6）に次のような記載ある。 

渡辺菊太郎像：同氏は御嶽教の創始者あるが、像には明治三十八年（一九〇五年）九月 先

達渡辺菊太郎六十九歳生存中の像と記す。発起人 渡辺照吉 原型 河村喜平 鋳物師 西

村和泉 とあり、更に昭和十五年（一九四〇年）十月修復す（御嶽教管長渡邊銀治郎書）、

とある。（本書あたりが「渡辺創始者説」の元祖かも知れない。） 

http://www.ontakejinja.org/issan/#page/66
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図６．上：渡辺菊太郎座像、下：台座側面の銘文。 

 

 本像の原型制作者・河村喜平のネット記事はないが、鋳物師の西村和泉の記事は

多い。12）のサイト/fには次のように書かれている。 

「西村和泉守」は、江戸神田の鋳物師で、延宝年間（1673-1681）から大正時代まで１１代

続いた家で、代々同じ銘を使っている。 

http://kama.3zoku.com/club/doc/kane.pdf
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また、本像の発起人に渡辺照吉の名前があり、修復者には御嶽教管長渡邊銀治郎

の名前がある。彼等は同じ渡辺姓である。８）のサイト/には次のような記載がある。 

御嶽教：昭和１０年尾前管長帰幽後岡田栄三が管長事務取扱に就任。１２年１０月八代管長

に中興の祖と讃える渡辺銀治郎が就任し、御嶽信仰の根本道場たる木曽御嶽への登拝行の実

践を奨励し教団の組織固めと民主化、信仰の原点への回帰を計るが、戦争による活動中断余

儀なく、２０年５月には空襲により東京の大本庁が焼失したため、木曽福島に疎開し仮本庁

を開設、２３年５月東京の土地売却資金で仮本庁に木曽大教殿（３９年に山の本部となる）

の神殿を完成させ再出発を計る。 

 翌年１月八代管長帰幽。同年５月、その嗣子渡辺照吉が九代管長に就任、八代管長の意志

を継承する。特に宗教法人法施行に伴う「教憲・規則」の制定や、「七五三の教」の教義の

確立、２９年から始められた御嶽山頂上に於ける御神火祭の斎行、そして布教の拠点となる

本部造営を計画、３９年奈良市大渕町に御嶽山大和本宮（里の本部）の御神殿を完成、翌年

御遷座の上、大本庁を大和本宮へ移転し御嶽教中興に貢献する。昭和５７年九代管長帰幽。 

 以上の記事により、八代管長の渡辺銀治郎氏は「御嶽教中興の祖」と讃えられて

いることが分かった。その銀治郎氏が渡辺菊太郎座像を修復したのは、銀治郎氏は

菊太郎氏の親族であったからであろう。また、銀治郎氏の嗣子渡辺照吉氏が九代管

長に就任している。照吉氏は昭和 57 年（1982 年）に亡くなっているそうであるが、

1905年に建立された菊太郎座像の世話人に就任しているのは年代的に無理があるよ

うだ。 

なお、１）のサイト/や13）のサイト/によれば、奈良市にある御嶽教の本部（御

嶽山大和本宮）には渡辺銀治郎氏と渡辺照吉氏の銅像が設置されているそうである。

これら二人と渡辺菊太郎氏との関係は、この本部で確かめることが出来るだろう。

また、14）のサイト/lに以下の記載がある。 

渡辺菊太郎氏は高砂大神講の先達で御嶽教立ち上げの際活躍した人。 

御嶽神社や御嶽教の紹介は、６）のサイト/l、７）のサイト/6、８）のサイト/、

９）のサイト/f、14）のサイト/lなどが優れている。兎も角、以上の資料などによ

り、私は次のような推論に達した。 

御嶽教の創始者は下山応助である。渡辺菊太郎は御嶽信仰の先達であり、御嶽教の創始に指

導的な役割を果たしたが、創始者ではない。 

 従って、渡辺菊太郎像の概要は次の通りである。 

渡辺菊太郎像 

設置場所：東京都大田区北嶺町 37-20 御嶽神社拝殿裏 

設置時期：1905年 9月 69歳生存中の像 

修復：1940年 10月 

原型：河村喜平、鋳物師：西村和泉（江戸神田の鋳物師で、延宝年間（1673-1681）から大

正時代まで１１代続いた家で、代々同じ銘を使っている。） 

設置経緯：御嶽教創始者は下山応助（生没不詳）で、1873年（明治 6）の教団結成に際し、

全国の御嶽講社及び信徒の糾合に尽力し、御嶽教立教の功労者として創祖霊神と奉称されて

いる。渡辺菊太郎（1836 頃-？）は東京の高砂大神講の先達で御嶽教立ち上げの際活躍した

人。 
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