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第 184回 千代田区の佐藤八郎像 

                筆者：林 久治（記載：2022 年 2月 28 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。図１には、日本全国の 1日当たりの新規感染者数を表す。昨年の東

京五輪―パラの開催期間には、第 5波の感染があったが（8/26:25,040 名）、何故

か秋になると激減した(12/6:59名)。これで終焉するかと期待していたが、本年に

なって第 6 波が到来してしまった(2/4:104,463 名)。 

 

図１．武漢肺炎の日本全国の 1日当たりの新規感染者数を縦軸に示す。本図は、

２）のサイト/7より借用。 

私は 12 月 21 日に山野美容専門学校の山野夫妻像を探索し、その探索記を 179

回の記事/f に記載した。それ以降は、第 6 波が急に到来したので、暫くは銅像探索

を自粛していた。幸いなことに、私は第３回目の予防接種を１月 28 日に受けること

が出来た。2月 11日には、接種から 2週間が経過した。そこで、私は 2月 12日に

自宅から近場で交通機関が空いている場所として、亜細亜大学の太田耕造像と杉並

区のイエス像を選び銅像探索を再開し、その探索記を 182回の記事/fに記載した。

https://douzou.guidebook.jp/
https://news.yahoo.co.jp/pages/article/20200207
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-179.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-179.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-182.pdf
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2月 18日には、「部落解放の父」と呼ばれる松本治一郎先生の胸像を探索し、その

探索記を前回の記事/fに記載した。 

松本像のある八丁堀近くの神田駅周辺には、浅田飴本舗本社に堀内伊太郎像があ

り（２）のサイト/2）、神田通信機株式会社に佐藤八郎像がある（出典は行方不

明）。これら２像は１）のサイト/には未収録なので、私は 2月 25 日に神田駅に探

索に行った。また、１）のサイト/には信濃町駅前の戸田城聖像が収録されている

が、本像の詳細情報は記載されていない。そこで、戸田像も探索することとした。

本稿はこれらの銅像の探索記である。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。 

 

（２）神田駅前の堀内伊太郎像 

 

図１．神田駅の周辺地図 本図は、３）のサイト/0より借用。①：浅田飴本舗本

社、②神田通信機株式会社 

 

 図１に神田駅の周辺地図を示す。本図に①浅田飴本舗本社（①地点：千代田区鍛

冶町 2-6-1 堀内ビル）と神田通信機株式会社（②地点：千代田区神田富山町 24）

の位置を記載した。私は先ず神田駅前の堀内ビルに行って見た。４）のサイト/Bに

よれば、本ビルの９階に浅田飴本舗本社があったが、私が 2月 25 日に本ビルに行っ

てみると、浅田飴本舗は入居していなかった。本ビルの入居者を次ページの図２上

に示す。私は一応９階まで昇ってみたが、堀内像は見つからなかった。多分、本像

はどこかに移設されているのであろう。（本文は４ページに続く） 

① 

② 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-183.pdf
https://togetter.com/li/1162220?page=2
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://mapfan.com/spots/SCH,J,Y20
https://www.offisite.jp/buildings/31607/%E5%A0%80%E5%86%85%E3%83%93%E3%83%AB
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図２．上：堀内ビルの入居者、下：堀内伊太郎像（２）のサイト/2 より借用。） 

https://togetter.com/li/1162220?page=2
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 図２下に、２）のサイト/2に掲載されている堀内伊太郎像を示す。大変立派な胸

像と看板である。私は堀内ビルの探索後、神田通信機株式会社に佐藤八郎像の探索

に向かった。 

 

（３）神田通信機株式会社の佐藤八郎像 

 

 

図３．上：神田通信機株式会社の本社ビル、下：１階ロビーの胸像。 

https://togetter.com/li/1162220?page=2
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 図３上に、神田通信機株式会社の本社ビルの玄関を示す。ビルの外からは、内部

の銅像は見えないが、玄関ノドアを開けると、１階ロビーの一番奥に１基の胸像が

設置されていた。図３下にその写真を示す。このように、本像は道路から見えない

所に設置されているので、他の銅像探索者は本像を未だ発見していない。また、本

像のネット記事は１件しかなかった。私は本記事を偶然発見したが、不注意でその

出所を失ってしまい、２度と見つけることが出来なくなった。私の記憶では、本像

の不鮮明な写真が神田通信の記事に掲載されていた。そこで、私は本ビルに銅像探

索に来た次第である。 

  

図４．左：佐藤八郎像の全景、右：佐藤八郎像の近接写真 

 

 本像に近づくと、本像はガラスケースで囲われていた。その写真を図４に示す。

ガラス越に撮影したので、ピントが上手く合わなかった。次ページの図５上左に台

座の題字を、図５上右に本像背面の彫文を示す。題字には「創立者佐藤八郎氏之

像」とあり、彫文には次のように書かれていた。 

創立者 佐藤八郎氏 昭和五十一年一月二十八日没 享年六十五才 

贈 一周忌を記念して建立 昭和五十二年一月二十八日 

神田通信機株式会社 社員一同 
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 なお、本像の後ろの空間は大変狭く、本像背面の彫文は撮影し難かったが、何と

か上手く撮影出来た。また、本像背面下部には制作者名があった。それには「立体

寫真像 発明者盛岡勇夫作」と書かれていた。佐藤氏の経歴は、この彫文の他には

資料が無かった。神田通信機株式会社の概要を以下に記載する。 

会社概要（５）のサイト/より抜粋） 

商号：神田通信機株式会社、代表取締役社長：神部 雅人、 

設立：1947 年（昭和 22 年）9 月 26日、資本金：13億 1082 万 5千円、 

社員数 ：240 名（2021 年 4月現在）、事業所数：11ヶ所（他 営業所 3 ヶ所）、 

事業内容：情報通信事業全般 

①情報通信システム開発、②ソフトウェア開発、③制御照明事業（EMS 事業)、④通信シス

テム開発、⑤コンピュータ・ネットワークシステム開発、⑥コンピュータ・OA・通信機器

図５．上左：台座の題字、上右：本像背

面の彫文、下：本像背面の制作者名。 

 

https://www.kandt.co.jp/about/profile/
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およびサプライ品の販売、施工、メンテナンス、⑦ファシリティサービス、⑧コンタクト

センター業務の代行。 

沿革 

1947 年（昭和 22年）：通信機器の部品製造、修理、販売、通信電灯工事の請負を目的とし

て東京都千代田区神田に資本金 195 千円にて設立。（以下、省略） 

 以上の資料などにより、佐藤像の概要は次の通りである。 

佐藤八郎（千代田区） 

設置場所：東京都千代田区神田富山町 24 神田通信機株式会社 本社ビル１階ロビー 

建立時期：1977 年 1月 28日 一周忌を記念 

寄贈者：神田通信機株式会社 社員一同 

制作者：盛岡勇夫（立体寫真像発明者） 

設置経緯：佐藤八郎氏（1911？-1976.1.28）は 1947 年に通信機器の部品製造、修理、販

売、通信電灯工事の請負を目的として東京都千代田区神田に神田通信機株式会社を資本金

195 千円にて設立。当社の現在（2021 年 4月）の資本金は 13億 1082 万 5千円、社員は 240

名。 

 

図６．千代田区町名由来板 
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 神田通信機株式会社の面している通りには、神田富山町の千代田区町名由来板が

掲示されていた。その写真を図６に示す。それには、次のように書かれていた。 

千代田区町名由来板 神田富山町 

江戸時代のはじめ、この界隈は武家屋敷が立ち並んでいました。商人や職人の町となっ

たのは、そのころ相次いで起こった大火のためです。各地に「火除地」(防火や避難のため

の空き地)が設けられ、もともとそこに住んでいた人々が新しい土地を与えられて移り住む

ようになったのです。 

 将軍家の菩提寺である芝増上寺の門前町であった芝富山町は、正徳三年(１７１３)、増

上寺の火除地となり、代地として与えられたこの地に移ってきました。当時、芝富山町か

らきた人々は、神田富山町一丁目、神田富山町二丁目という二つの町を組織していきまし

た。神田富山町の名前はこのことに由来しています。 

 その後、神田富山町には日常生活の品々を売る人たちが住み続けていたようです。慶応

年間(１８６５～１８６８)に記された『江戸食物独案内』には、このあたりに醤油や醤油

諸味(醤油の原料を混ぜ合わせ発酵させたもの)を扱う店があったと記されています。 

 明治二年(１８６９)、神田富山町一丁目と同二丁目の一部、神田三島町の一部、神田永

井町の一部を合併して神田富山町が誕生しました。明治五年(１８７２)には隣接する神田

永井町を編入しています。明治四十四年(１９１１)、いったん富山町と改称しましたが、

昭和二十二年(１９４７)、神田区と麹町区が合併して千代田区になると、ふたたび神田の

冠称を付けて神田富山町となりました。 

 江戸時代から続く由緒ある名前をもつこの町は、長い歴史と伝統に培われた人情味あふ

れる町なのです。   富山町町会 

 

（４）信濃町の戸田城聖像 

 

図７．信濃町駅前の古い地図 本図は、６）のサイト/lより借用。 

http://tskeightkun.blog.fc2.com/blog-entry-475.html
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 １）のサイト/の「東京都新宿区欄」には、創価学会第２代会長の戸田城聖像が掲

載されている。しかし、本像の制作者や建立日などの基本的情報が記載されていな

いので、私は神田駅周辺での銅像探索の後、信濃町にも寄ってみた。１）のサイト/

には、本像の設置場所は「新宿区信濃町常楽園」となっている。図７に、信濃町駅

前の古い地図（2016 年 6月 25日）を示す。本図には、確かに「常楽園」が記載さ

れている。また、７）のサイト/には、常楽園の戸田像の写真が掲載されている。そ

の写真を図８に示す。 

 

 ７）のサイト/（日付：2014-04-04）には、次のように書かれている。 

常楽園から撮影した大誓堂です。常楽園は 大誓堂に対し北東に位置しています。向かっ

て左に大誓堂があり、右に戸田先生の銅像があります。戸田先生の銅像は、大誓堂を見つ

めている位置にあります。 

 

図９．信濃町駅前の現在の地図 本図は、８）のサイト/より借用。 

図８．かつての常楽園とそ

こに設置されていた戸田城

聖像、 

本図は、７）のサイト/より

借用。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://sokafree.exblog.jp/22384180/
https://sokafree.exblog.jp/22384180/
https://sghq.sokanet.jp/access/
https://sokafree.exblog.jp/22384180/
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 私が 2月 25日に信濃町駅前に行ってみると、図７の「創価学会常楽園」の場所に

は、公園や銅像は無くなっていた。そこには、立派な建物（図９の創価宝光会館）

が建っていた。私は帰りに、信濃町駅前にある「創価学会総合案内センター」に立

ち寄って、戸田像のことを尋ねてみようと思った。案内センターの入口には、守衛

の若い男性が頑張っていた。私は図７のコピーを彼に見せながら、かう質問した。 

私「私は学会員ではありませんが、案内所でお尋ねしたい事があります。」 

守衛「ここは、学会員しか入れません。」 

私「それでは、あなたにお伺いします。私は銅像研究家で、戸田先生の銅像を拝見に来ま

した。しかし、銅像も常楽園もありませんでした。」 

守衛「常楽園は閉園になりました。」 

私「銅像はどこに行きました？」 

守衛「私は警備会社の者ですから、銅像がどうなったかは知りません。」 

私「信濃町地区に戸田先生の銅像はありますか？」 

守衛「ありません。」 

 守衛さんは、非学会員の私に対して、割合親切に対応して下さった。多分、戸田

先生の銅像を公開しておくと、最近は傷付けられる心配があるのであろう。帰宅し

てから、私は常楽園閉園の経緯を調べてみると、９）のサイト/に次のような記載が

あった。 

2017 年 11 月 16日の記事：常楽園が閉園となります。宝光会館（ほうこうかいかん）は、

現在の接遇センターに変わる建物で、現在、常楽園のある場所に新設される。地上 3階、

地下 1階で、3階には礼拝室が設営される。建物の外形は階段状で、壮麗に聳え立つ印象に

設計されている。完成は 2020 年 5月の予定。 
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