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第 172回 埼玉県志木市の細田洋像と関口松蔵・のぶ夫妻像 

               筆者：林 久治（記載：2021年 10月 30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。 

10月 10日以来、東京都での患者数は 100人/日以下になり、最近は 10日間以上

50人/日を下回っている。このような急激な減少は好ましいが、原因を解明して今

後のリバウンドに備えなえればならない。前回の記事/fでは、大田区の片柳像と渡

辺菊太郎像（１）のサイト/に収録）の探索記を記載した。今回は、埼玉県志木市で

銅像探索を行ったので、本稿はその探索記である。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）埼玉県志木市の紹介 

 私の自宅がある練馬区大泉学園町では、西武線の大泉学園駅と東上線の朝霞駅の

間に西部バスが運行されている。いつもは東京都老人パスを用いて大泉学園駅に行

くのであるが、今回は反対側の朝霞駅に行った。志木駅は朝霞駅から２駅の近距離

にある。志木駅と志木市中心部の地図を次ページの図１に示す。 

 志木は、江戸と川越を結ぶ新河岸川の川港として、江戸時代から明治初期まで栄

えた。川越は小江戸と呼ばれているが、志木は小川越と言えるであろう。新河岸川

の近くでは古い商家が多数残されている。図１が示すように、東上線志木駅は志木

の旧市街から離れて設置されている。正確に言えば、志木駅構内は新座市の北端に

ある。 

 １）のサイト/の「埼玉県南部」欄には、慶応志木高校の松永安左エ門像と関口工

業の関口像が収録されているが、これらの詳細が記載されていない。また、細田学

園の細田洋像は１）のサイト/に収録されていない。そこで、これらの銅像の探索を

行った次第である。なお、志木市の紹介は２）のサイト/lが優れている。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-171.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.tobu.co.jp/monthly/sketch/2017/sketch201709.html
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（３）慶応志木高校の松永安左エ門像 

 ３）のサイト/によれば、慶応志木高校には松永安左エ門像と福澤諭吉像（大熊氏

廣作）が設置されているようである。前者は１）のサイト/に収録されているが、後

者はされていない。そこで、私は 10月 23日にこれらの銅像を探索するために、本

校に行った。本校（図１の①地点）は志木市に属し（志木市本町 4-14-1）、志木駅

から歩いて 5-10分くらいであった。正門の守衛所で、「松永像を拝見したい」と申

し出たが、守衛のオジサンから「今はコロナの為に部外者の立入は出来ません」と

断られてしまった。 

図１．志木駅と志木市中心部

の地図 

① ：慶応志木高校、 

② ：関口工業 

③ ：細田学園。 

本図は、２）のサイト/lより

借用。 

② 

① 

③ 

http://www.art-c.keio.ac.jp/en/research/collections-research/2015-1-1/2016-05-10-okuma/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.tobu.co.jp/monthly/sketch/2017/sketch201709.html
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 そこで、松永像が当地にある経緯を調べてみた。先ず、松永氏は「電力王」と呼

ばれているが、その由来を調べた。ウィキペディア（東邦電力株式会社）には次の

ような記載がある。 

東邦電力株式会社は、大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。当時の

大手電力会社、通称「五大電力」の一つ。東邦電力における経営陣の主体となったのは旧九

州電灯鉄道経営陣であった。特に松永安左エ門（1875.12.1 –  1971.6.16）が関西電気時代

から副社長、1928年からは社長として会社を主宰した（松永は戦後、電気事業再編成審議

会会長・電力中央研究所理事長を歴任）。戦時下での政府の方針のため、当社は 1942年 4

月に解散。発電所や供給区域はその後の再編で分割され、中部電力・関西電力・四国電力・

九州電力の 4社に継承された。 

 次に、当地にあった東邦産業研究所については、４）のサイト/3に次のような記

載がある。 

東邦産業研究所は、1937 年に東邦電力創立五十周年を記念して設立された研究所で、化

学・微生物・電気・航空金 属と幅広い分野の研究を行っていた。東邦産業学園という職業

教育関連の施設まで擁するものだった。この研究所の理事長が、慶應義塾の大先輩であり、

電力界の重鎮として知られる松永安左エ門氏で、当時苦境にあった研究所を、 氏が生涯の

恩師と仰ぐ福沢先生の慶應義塾へ寄贈することを提案した。 氏の意向は塾にも受け入れら

れ、1947年 9 月 18日の塾評議員会でこの受贈が決定した。 

 最後に、受入側の慶応大学の事情を、５）のサイト/lは次のような記載そている。 

1944年、日吉キャンパス内に慶應義塾獣医畜産専門学校が開設された。当初は大学農学部

の予定であったが、戦時下における政府の方針などから農業専門学校に短縮された経緯があ

る。翌年（1945年）、アメリカ軍により日吉キャンパスが接収されたため、川崎市蟹ヶ谷

の旧海軍東京通信隊の施設を借用して、授業を再開した。当時の生徒数は 600名だった。

1947年、塾員松永安左エ門によって寄贈された埼玉県志木の地に移転した。1948年、戦後

の学制改革により農業高等学校に転換し、1957年には普通科高校に転換、慶應義塾志木高

等学校となった。普通高校に転換した時に、慶應義塾大学への無試験での進学が認められる

ようになった。 

 以上のような経緯により、松永安左エ門像が本校に設置されたようだ。 

 

（４）関口工業株式会社の関口松蔵・のぶ夫妻像 

 １）のサイト/によれば、本像は関口工業株式会社（志木市中宗岡 1-3-34、図１

の②地点）に設置されている。そこで、私は志木高校から志木駅に戻り、志木市役

所方向に行くバスに乗り、市役所前で降りた。市役所前のバス停から「いろは橋」

を通って新河岸川を渡ると、左岸に沿った 1.5kmのコスモス街道は丁度満開であっ

た。その写真を、次ページの図２上に示す。 

 コスモス街道の土手を降りると、関口工業株式会社の本社ビル（志木市中宗岡 1-

3-34、図１の②地点）があり、その横の庭園に２基の胸像が設置されており、「創

立者之像」との銘盤があった。その写真を図２下に示す。 

（本文は、５ページに続く。） 

http://kbaba.asablo.jp/blog/2014/03/25/7253173
http://schoool.atwebpages.com/h/10/173.html
https://douzou.guidebook.jp/
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図２．上：新河岸川左岸に沿った 1.5kmのコスモス街道、下：関口工業株式会社の

本社ビル横に設置された２基の胸像。 
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図３．左：関口のぶ像、右：関口松蔵像。 

 

 図３左に関口のぶ像を、図３右に関口松蔵像を示す。のぶ像の台座正面には「関

口のぶ（1894-1952）」の題字があり、松蔵像の台座正面には「関口松蔵（1894-

1948）」の題字があった。お二人ともに、割合ご短命であられたようだ。また、関

口工業に関しては、６）のサイト/lに次のような記載があった。 

関口工業株式会社は創業大正 15年 3月。 総合建設業（土木一式・建築一式）。 

 松蔵像の背面には、次ページの図４に示すような彫文があった。それには「創設

者 社長 関口松蔵像 昭和三十八年夏 峡路作」と書かれていた。 のぶ像背面

にも同様な彫文があり、それには「松蔵妻 関口のぶ像 昭和三十八年夏 峡路

作」と書かれていた。 

 本像の制作者の「峡路」を調べてみると、物故彫刻家一覧（７）のサイト/l）に

は次のように書かれていた。 

向山峡路（1909-1968年 03月 07日）日展・日本彫刻会展出品 

また、出身地別彫刻家一覧（８）のサイト/l）には次のように書かれていた。 

長野県出身の彫刻家/向山峡路 

 

http://www.sekiguchi-nt.co.jp/group/sekiguchi.html
https://yuagariart.com/artist-labo/03.html
https://yuagariart.com/artist-labo/033.html
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図４．松蔵像背面の彫文 

 

 以上の資料などにより、関口夫妻像の概要は次の通りである。 

関口松蔵・のぶ夫妻像 

設置場所：埼玉県志木市中宗岡 1-3-34 関口工業株式会社本社横 

設置時期：1963年夏 

制作者：向山峡路（1909-1968.3.7、長野県出身） 

設置経緯：関口松蔵氏（1894-1948）は関口工業の創立者。のぶ女史（1894-1952）は創立者

の妻。関口工業は創立 1926年 3月の総合建設業社（土木一式・建築一式）。 

 

（５）細田学園の細田洋像 

 上記の関口像探索の帰り、途中に細田学園（志木市本町 2-7-1、図１の③地点）

があり、本年丁度創立 100周年を迎えていることを知った。このような古い学園に

は銅像があるかも知れないので、ネット検索を行った。その結果、「2021年 02月

12日、細田学園創立者命日（白梅忌） 細田洋先生の胸像を洗いました。」との記事

（９）のサイト/l）を発見した。本サイトには、細田学園の概要が次のように書か

れていた。 

細田学園は 1921年、大正デモクラシーのまっただ中、女性の社会的地位が低かった時代に

若い女性たちに豊かな教養と経済的能力を身に付けさせようと先駆的な使命をもって、医師

http://hosodagakuen-hs.seesaa.net/article/480000635.html
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である細田洋先生により創立されました。以来１００年間、建学の理念である「愛と奉仕」

の精神は現在に至るまで受け継がれています。 

 本像は１）のサイト/には収録されていないので、私は是非探索したいと思った。

しかし、慶応志木高校のように門前払いを食わされるのは無駄である。そこで、私

は 10月 28日に、本園に直接電話をして、「細田先生像を拝見する」ことをお願い

してみた。電話に出られた黒崎氏に色々と説明して、29日の午前に拝見して撮影で

きる許可をいただいた。29日当日、本園玄関の事務室に行くと、事務員の武藤考洋

氏が対応して下さった。（当日、黒崎氏は不在であることを前日聞いていた。） 

 

図５．細田学園の校舎 

 

 図５に細田学園の校舎を示す。本棟は８階建ての立派な建物であった。玄関の奥

にある中庭に、１基の胸像があった、その写真を次ページの図６左に示す。本像の

台座正面には「細田洋先生」と記された題字が貼られていた。本像背面には制作者

のサインが彫られていた。その写真を次ページの図６左に示す。残念ながら、私は

このサインを解読することが出来ない。兎も角、制作は「昭和丗三年十一月」であ

ることだけは分かった。（昭和 33年は 1958年） 

 本像台座背面には、銘文が貼られていた。私は本文を撮影したが、上手く映らな

かった。しかし、何とか読めるので、本文を以下に示す。 

この人神を深く信ずるが故に人を愛し、人を愛するが故に子女の教育に心魂を傾く。わが校

運の隆昌を希ふにあらず。ただわが教え子の成育と幸福とを祈るがためなり。すべてを世の

子女のために為し、自ら求めしことなし。真の教育者細田洋先生のうえに祝福あれ。 

木村泰夫書 （なお、句読点は林が加筆した。） 

https://douzou.guidebook.jp/
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図６．左：細田洋先生の胸像、右：本像背面に彫られた制作者のサイン。 

 

 上記の銘文を書かれた木村泰夫の記事は極めて少ないが、10）のサイト/0に次の

ような記載がある。 

国立国会図書館サーチ＞タイトル：埼玉終戦教育資料公文書集録、著者：木村泰夫 [編]、

著者標目：木村泰夫（1904-1976）、出版年月日等：1967、件名（キーワード）：埼玉県--

教育--歴史。 

以上の記載より、木村氏は埼玉県の教育関係者であることが分かった。 

 同様に、細田洋先生の記事も、細田学園創立以外には極めて少ない。従って、先

生の経歴の詳細（生年、没年、出生地、学歴、職歴など）は不明である。木村氏が

書いた銘文より、細田先生がクリスチャンらしいことは推測される。11）のサイト

/lに、細田学園の理念・沿革が紹介されているので、それを以下に記載する。 

建学の精神：愛と奉仕、次世代での世界・日本を担う人材を育成するために社会で善い人間

として信頼される人へ 

「愛と奉仕」の６つの資質（次ページの図７を参照）：細田学園では、１００年の伝統の中

で培った精神をもとに指導を行い、 未来という限りないフィールドを切り拓くことができ

る人間力を育成します。 

細田学園の沿革 

https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001194802-00
https://www.hosodagakuen.jp/about/index.html
https://www.hosodagakuen.jp/about/index.html
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1921年 10月：学園創立者 細田洋先生「細田裁縫女学校」開校（校長 細田ヨシ先生） 

1927年 4月：校名を「埼玉高等技芸女学校」に改称 

1948年 4月：学制改革により実業学校甲種を廃し高等学校を設置 

1949年 4月：校名を「細田女子高等学校」に改称、附属中学校を併設 

1969年 2月：校名を「細田学園女子高等学校」に改称 

1999年 4月：男女共学とし校名を「細田学園高等学校」に改称 

2011年 11月：創立 90周年記念式典 

2015年 8月：新校舎完成 

2021年 10月：創立１００周年 

なお、ウィキペディアには、次のような記載がある。 

現校舎は 8階建ての高層建築で、駅前再開発が進む東武東上線志木駅から徒歩 12分の場所

にある。2013年度には東京大学合格者を出すなど、近年進学実績を伸ばしている。 

 

図７．「愛と奉仕」の６つの資質（細田学園） 本図は、11）のサイト/lより借用。 

https://www.hosodagakuen.jp/about/index.html
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 以上の資料などにより、細田像の概要は次の通りである。 

細田洋先生像 

設置場所：埼玉県志木市本町 2-7-1 細田学園校舎中庭 

制作者：本像背面に記載があるが判読不能 

制作時期：1958年 11月 

銘文：木村泰夫（1904-1976） 

設置経緯：細田洋先生（生年、没年不明）は、1921年 10月に「細田裁縫女学校」を創立。

本校は 1949年 4月、校名を「細田女子高等学校」に改称し、附属中学校を併設。1999年 4

月、男女共学とし校名を「細田学園高等学校」に改称。 

 

（６）旧村山快哉堂と田子山富士塚 

 

図８．旧・村山快哉（かいさい）堂 場所は、図１のⒶ地点。 

 

 志木市役所の前（図１のⒶ地点）は公園になっていて、そこに古い商家があった。

その写真を図６に示す。12）のサイト/mには、次のような紹介がある。 

旧・村山快哉堂（かいさいどう）は、埼玉県志木市の、東武東上線の志木駅より北へ徒歩

20分に位置する古民家。村山家は江戸時代以来、志木街道と新河岸川舟運で栄えた引又宿

（現在の志木市本町 3丁目の本町通り）に店舗兼住宅を構え、家伝薬の製造販売を行ってい

た。この建物は明治 10年に建てられ、平成 7年に解体され同 13年に「いろは親水公園」内

の現在地へと移築された。蔵造の商家建築で、当初は白漆喰の壁だったが、明治後期に黒漆

喰仕上げとした。（本文は、12ページに続く。） 

https://www.visiting-japan.com/ja/articles/saitama/j11sk-murayamakaisaido.htm
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図９．上：敷島神社の田子山富士塚、下：富士塚頂上からの富士山の眺望。 
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細田学園の傍に敷島神社があった（図１のⒼ地点）。本社に参詣すると、立派な

富士塚があり、そのパンフレットを渡された。それには次のような説明があった。 

「志木の田子山富士塚」は、令和 2年 3月に文化庁により「重要有形民俗文化財」に指定さ

れました。この富士塚は、富士塚としての構成要素が豊富で、かつ良好な状態で保存されて

おり、富士塚の典型的な実例として貴重なものであるとともに、「山開き」や「山仕舞い」

の神事も継続して行われていることが高く評価されました。 

図９上に敷島神社の田子山富士塚の写真を、図９下に富士塚頂上からの富士山の

眺望を示す。昔は眺望が良かったのであろうが、現在はビルが邪魔をしているのが

残念である。本富士塚の紹介は、13）のサイト/l、14）のサイト/、15）のサイト/l

などが優れている。 
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