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第 188回 町屋斎場の木村荘平像 

                筆者：林 久治（記載：2022 年 3月 29 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。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)。 

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の銅像探索を再

開した。それらの探索記を 182回の記事/f、183回の記事/f、および 184回の記事

/fに記載した。私は 3月 4日に、池袋の後藤守正・奈美子像と護国寺の小川啓三・

幸子像を探索し、その探索記を 185回の記事/fに記載した。 

3月 11日には、護国寺の銅像を再探索し、隣にある雑司ヶ谷霊園も探索して、そ

れらの探索記を 186 回の記事/fに記載した。3月 19日に私は東京商工会議所の渋沢

栄一像と帝国ホテルの犬丸徹三像を探索しそれらの探索記を前回の記事/fに記載し

た。最近、私は２）のサイト/dで町屋斎場に木村荘平像があることを発見した。こ

こなら人が密集していないので、3月 25日に本像を探索した。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）町屋斎場の木村荘平像 

 次ページの図１上に、町屋斎場のアクセス地図を示す。図１下には、本斎場の入

口付近の写真を示す。3月 25日の朝、私は JR西日暮里駅で地下鉄千代田線に乗り

換え、１駅隣の町屋駅で下車した。駅から斎場までは、徒歩で約 5 分であった。図

１下に、斎場入口の写真を示す。当地の桜はまだ３分咲きの程度であった。 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-182.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-183.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-184.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-184.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-185.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-186.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-187.pdf
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20200519/se1/00m/020/067000d
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図１．上：町屋斎場のアクセス地図、本図は３）のサイト/lより借用。下：町屋斎

場の入口。 

 

 次ページの図２上に、町屋火葬場の案内板を示す。図２下には、町屋斎場の構内

図を示す。私は入口から斎場に入場し、図２下の矢印に示すような道順で銅像を探

したが、なかなか見つからなかった。諦めかけていた頃、やっと業者出入口奥の植

込み（図２下の①地点）に１基の銅像を発見した。 

https://www.machiya-saijou.info/map.html
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図２．上：町屋火葬場の案内板、下：町屋斎場の構内図、本図は４）のサイト/mよ

り借用。①：木村荘平像の設置場所。矢印は、私が探索した道順。 

 

 その銅像の写真を次ページの図３に示す。台座正面には、「木村莊平君銅像」と

の題字があった。また、台座背面には、次のような彫文があった。 

大正二年 東京博善株式会社建立 平成三拾年再建 

（本文は、5ページに続く。） 

① 

http://yukyousai.gaea.jp/matiya-jounai.htm
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図３． 

上：木村莊平君銅像の全景 

下：木村像の近接写真。 
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 図４左に示すように、本像背面には「泰山」との署名があった。本像の制作者で

ある「泰山」の候補者をネット検索し、次の結果を得た。 

①５）のサイト/1：前川泰山（1937-）は珊瑚彫刻家として日本における第一人者。 

②６）のサイト/：明治時代 彫刻家 山中泰山 

  

図４．右：本像背面の署名、左：山中泰山の署名、６）のサイト/より借用。 

 

③７）のサイト/l：伊豫西條の名工佛師近藤泰山 

明治二十七年一月十日 近藤茂平、イセの次男として、現在の愛媛県四国中央市土居畑野

に生まれる。大正元年（一九一二）八月、「東京相生町二丁目五番地（現在の墨田区両国

三丁目の大島部屋付近）彫物師 金子光清」に弟子入りするのである。昭和二七年十月二

十九日、胃がんのため亡くなる。 

④８）のサイト/m：東京の原型師の多和田泰山 

岡崎に彫刻の新風を送ってくれたのは，東京からこられた多和田泰山という鋳物の原型師

でした．泰山先生の弟子の内で一番出世した人は高村泰正といっていま東京におられま

す． 

９）のサイト/m：多和田泰山の作品 

14 愛知県 高田知文像 ＊ 立像 西春日郡西春日村大字沖村 1927年 多和田泰山 

18 愛知県 岡田菊次郎像 ＊ 立像 碧海郡安城町 1928年 多和田泰山 

 以上の資料より、私は「本像の制作者は、多和田泰山ではなかろうか」と推測し

ている。その理由は以下の通りである。 

①本像の原像は大正二年（1913年）の建立であるが、先の大戦で供出されたようだ。現像

は平成 30年（2018年）の再建であるが、銅像は古風であるので、原型が存在していて、そ

れから鋳造された可能性が高い。 

②仮に平成 30年の新作であれば、作者は前川泰山しか居ない。しかし、前川は珊瑚彫刻家

なので、本像を制作した可能性は低い。 

③近藤泰山は大工の出身で、大正元年に東京の彫物師に入門している。本像の原像は大正

二年（1913年）の建立であるので、近藤泰山が制作した可能性は低い。 

④残る可能性は、山中泰山と多和田泰山であるが、図４右の山中泰山の署名は本像の署名

（図４左）とは少し違うようだ。一方、多和田泰山は昭和初期にブロンズ像を制作してお

り（９）のサイト/m）、高村泰正が一番弟子であるので、本像の制作者としては、多和田

泰山の可能性が高い。 

 木村莊平の経歴は、ウィキペディアなどに詳しく記載されているので、それらの

資料より、本像の概要は次の通りです。 

木村荘平胸像 

設置場所：東京都荒川区町屋 1丁目 23-4 町屋斎場西棟裏庭園 

建立時期：1913年建立、2018年再建 

https://www.shibayama-co-ltd.co.jp/profile/%E5%89%8D%E5%B7%9D%E6%B3%B0%E5%B1%B1
https://aucview.aucfan.com/yahoo/u134630196/
https://aucview.aucfan.com/yahoo/u134630196/
http://www.isonojinja.or.jp/shaho/%E4%BC%8A%E8%B1%AB%E8%A5%BF%E6%A2%9D%E3%81%AE%E5%90%8D%E5%B7%A5%E4%BD%9B%E5%B8%AB%E3%80%80%E8%BF%91%E8%97%A4%E6%B3%B0%E5%B1%B1%E4%B8%80.html
http://icthys.mobi/yasuragi_389.htm
http://www4.famille.ne.jp/~okazaki/zenkokuchousa1.htm
http://www4.famille.ne.jp/~okazaki/zenkokuchousa1.htm
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建立者：東京博善株式会社 

制作者：多和田泰山（東京在住の彫刻家）であろう。 

設置経緯：木村 荘平（1841年 7月 - 1906年 4月 27日）は、山城国（現在の京都府）出

身の商人（牛肉商）、政治家（芝区会議員、東京市会議員、東京府会議員）、実業家であ

る。当時日本最大の牛鍋チェーン店「いろは」を経営し、「いろは大王」と謳われた。火

葬場経営の東京博善社長，獣肉競売の豊盛会社社長，東京売肉問屋組合頭取，東京家畜市

場理事，東京本芝浦鉱泉専務，東京製革，東海水産各発起人などを務めた。 

 

（３）木村荘平の豪快人生 

 私は木村荘平像を探索するまでは、彼の名前さえ知らなかった。私はこれまでに

銅像探索で 200人以上の銅像主を紹介して来たが、豪快な人生を送った人物として

は 93回の記事/fで紹介した大屋晋三氏が最高であった。今回、木村氏の業績を調

べてみると、「木村氏の人生の方が、大屋氏以上に豪快であった」との印象を持っ

た。今回の銅像探索では、他の１件が武漢肺炎を理由に断られたので、本稿では木

村氏の豪快人生を詳しく紹介する。 

 木村氏の人生に関しては、ウィキペディア、２）のサイト/d、10）のサイト/、

11）のサイト/2、12)のサイト/l、「明治バベルの塔（山田風太郎、明治小説全集

12）」の中に収録されている短編「いろは大王の火葬場」などに記載されている。

そこで、これらの資料などを用いて、彼の豪快人生を以下の部分で紹介する。 

 

図５．左：木村荘八が描いた「牛肉店帳場」、本図は 13）のサイト/より借用。

右：明治バベルの塔（山田風太郎、明治小説全集 12）の表紙。 

 

 図５左は木村荘八の代表作「牛肉店帳場」である。13）のサイト/は、本作品と作

家の木村荘八について次のように説明している。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-93.pdf
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20200519/se1/00m/020/067000d
https://plaza.rakuten.co.jp/tsurugikazuwo/19010/
https://blog.goo.ne.jp/kenmatsu_fs/e/e8971ce375179db57c6a1d9c3908baf2
https://ameblo.jp/yorkshare/entry-11800352281.html
https://kitano-museum.or.jp/collection/arts/349/
https://kitano-museum.or.jp/collection/arts/349/
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①「牛肉店帳場」は荘八の生家である東京日本橋の「いろは牛肉店」を描いたものであ

る。階段下の帳場に座っているのが、18歳頃の作者自身。磨き上げられた上がり框、広い

階段、たすきがけの粋な女中さんたちが上り降りする様、明治 43年（1910）頃を回想して

描いたものだが、明治の情緒が見事に捉えられている。荘八の代表作の一つである。 

②木村荘八（1893-1958）は東京生まれ。白馬会研究所に学び、岸田劉生を知り、ともにフ

ュウザン会を起こす。後に草土社を組織、春陽会を創立し会員として活躍する。『濹東奇

譚』『たけくらべ』など挿絵にも優れた作品を残している。また、随筆、評論、美術考証

にも功績をあげ、1959（昭和 34）『東京繁昌記』の絵と文に対し第 15回日本芸術院恩賜賞

を受賞した。 

 夏目漱石は牛肉が大好きで、彼の小説に「いろは」が登場する。14）のサイト/

（漱石と牛肉 2/漱石の小説と牛鍋の「いろは」）には、次のような記載がある。 

①「吾輩は猫である」6：「昔しハーキュリスが牛を引っ張って来たんです」「そのハーキ

ュリスと云うのは牛飼ででもござんすか」「牛飼じゃありませんよ。牛飼やいろはの亭主

じゃありません。その節は希臘（ギリシャ）にまだ牛肉屋が一軒もない時分の事ですから

ね」「あら希臘のお話しなの？ そんなら、そうおっしゃればいいのに」と細君は希臘と

云う国名だけは心得ている。「だってハーキュリスじゃありませんか」「ハーキュリスな

ら希臘なんですか」「ええハーキュリスは希臘の英雄でさあ」 

②「虞美人草」1：「雅号は好いよ。世の中にはいろいろな雅号があるからな。立憲政体だ

の、万有神教だの、忠、信、孝、悌、だのってさまざまな奴があるから」「なるほど、蕎

麦屋に藪がたくさん出来て、牛肉屋がみんないろはになるのもその格だね」 

 以上のように、明治時代には牛鍋チェーン店「いろは」は大変有名で、店主の木

村荘平は「いろは大王」と謳われていた。このような荘平はどのような人生を歩ん

だのであろうか？それを、以下に紹介したい。 

①先祖：父は田原屋庄兵衛（製茶及び青物商）。祖先は近江源氏で、武門の人であった

が、故あって民間に下り、代々山城国宇治の田原に住し、代々「木村三右衛門」を称し

た。山城国は古くから王地として知られ、木村家は禁裏御料で働く百姓として苗字を許さ

れ、傍ら茶渋を製造する地元の旧家だった。次男だった父・庄兵衛は伏見に別戸して豆腐

屋、皇居造営用の材木を切り出す樵夫の頭を経て、家業を継ぎ、製茶及び青物商「田原

屋」として田原屋庄兵衛を名乗った。 

②幼少期：木村荘平は 1841年（天保 12年）7月、山城国伏見（現在の京都市伏見区）に農

家・庄兵衛の第二子・鹿蔵として生まれる。幼時より喧嘩、口論を好み、7歳で寺子屋に預

けられたが学業は不振で、3年間の勉学の後も自らの姓名しか書けなかったと伝えられる。

1851年、10歳で山城国内茶商得意廻り手代専務者に付添って製茶売り捌き業を見習い、13

歳で独り立ちして、丹波国製茶家等より買入れた茶を山城で売り始めたが、遊蕩に浸り、

父の実家に引き取られる。16歳で 1855年に力士を志して家出し（当時としては、体格がよ

かった）、大坂の小野川秀五郎に入門したが、程なく生家に連れ戻され家業を継ぎ、18歳

で独立して伏見で青物屋を開き、名を荘平と改める。 

③京都：1861年には青物問屋 23軒の組合を作って取締役となり、幕末に京に増えた勤王佐

幕諸藩の賄いを請け負ううち、1868年の鳥羽・伏見の戦いで伏見に駐在する薩摩藩の用達

を務め、売掛金を踏み倒されるが、この縁がのちの東京での成功につながる。明治に入る

と伏見の薩州物産所の払い下げを受け、私立茶商会と改めて生茶貿易を専業とし（当時の

お茶の輸出ブームに乗り、大儲け）、1870年（明治 3年）、仲間と神戸栄町に茶商貿易

「丸力栄蔵」を開店、オランダ人と組んで海外輸出も始め、神戸港で汽船問屋「丸正」と

茶商「森田軒」も始める。1873年（明治 6年）、島田組茶店と合併し、嘉納治郎右衛門と

島田組出店を開くも、翌年島田組の瓦解で合併を解消し、鳥取に米商会所を開設し、鳥取

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201705040000/
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201705040000/
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藩の御用達を務めていた神戸の回漕問屋「松尾松之助」と組んで鳥取県の為替方を請け負

うも、数か月で辞任し神戸に戻り、「花香見(はながみ)新聞」を発行する。 

④上京：1878年（明治 11年）、内務卿・大久保利通の懐刀と呼ばれた薩摩藩出身の東京警

視庁大警視（のちの警視総監）の川路利良（1834-1879）に呼ばれ、屠場や食肉市場の調査

を依頼された。東京府内の屠場は明治 9年に警察庁の管轄となっており、明治 10 年には浅

草千束の官営屠場 1か所に統合されていたが、近隣住民の抗議や整備費用が問題となって

いた。また、同年より官営の三田育種場で牛・馬・羊・豚の飼育のほか、馬匹改良を目的

に競馬会を行なっていた。官営屠場は明治 13年に荘平らに年賦で払い下げられ、同年荘平

は興農競馬会社も設立した。荘平経営の屠場は明治 16年に芝浜に移転し、食用牛の屠殺場

「豊盛社共同屠場」となり、明治 20年には白金の屠場も買収したが、同年末に東京家畜会

社に売却した。（荘平は賎民出身ではなかったが、明治政府としては賎業も行う必要があ

り、荘平にそのような業務を与えたのであろう。） 

⑤牛鍋チェーン店「いろは」：すき焼きは日本人の郷愁をさそう定番メニューの一つであ

るが、その先駆けになったのは、1881年（明治 13年）に三田四国町（現「芝」）に木村荘

平が創業した牛鍋チェーン店「いろは」である。木村を一躍有名にしたのは、牛肉が入手

し易いという立場を利用して作った牛鍋「いろは」である。この名称から木村は「いろは

大王」とまで呼ばれるようになる。この牛鍋屋が現代で云うチェーン店の元祖であった。

当時の東京市内各地に 22の支店を開き、各店にそれぞれ妾を配置して店の経営にあたらせ

た。驚くのは彼の商才だ。肉や酒を一括して仕入れ、「い店、ろ店、は店、に店…」と、

いろは順に命名した各店舗に材料を配送した。牛鍋店の店舗は全店二階建てにし、派手な

ステンドグラスで人目を惹きつけ、軽子（かるこ、女性従業員のこと）には黒襟に丸帯、

たすき掛けを制服にして、ハイカラなイメージを定着させるのである。（図５左を参照）

傍ら、東京府下 15区 6郡の肉問屋を糾合して東京諸畜売肉商組合を結成すると共に、1887

年（明治 20年）には東京家畜市場会社の理事に就任。 

⑥火葬場経営：江戸期の火葬場は各地の寺の境内に設けられた小規模の荼毘（だび）所だ

った。明治新政府は廃仏毀釈を進めて火葬を一時禁じたが、現実には難しくすぐに解禁

し、東京市内では落合、桐ケ谷など５カ所を火葬地に指定した。その一つ、小塚原火葬場

（荒川区）は 19の火葬寺を廃して共同火葬場にしたものだが、人口増とともに衛生問題が

起きる。1886年には東京でコレラが流行して小塚原火葬場に死体が累積し、移転の請願運

動が起きた。翌年に小塚原火葬場が日暮里に移転した時、東京博善を設立して大規模な火

葬炉を建てたのが実業家の木村荘平氏だった。木村氏が経営していた頃の東京博善につい

てこう書かれている。「オンボー（隠亡）の会社、焼場の会社と言えば聞こえは悪いが、

（略）個人経営の様なものを合併し（略）立派な会社として設立せられ（略）配当はいつ

も１割５分という好成績（略）東京において独占的の仕事だというのが第一の強味（略）

一層文明式に改良したならばまだまだ儲かる…」。「隠亡」とは「死者の火葬・埋葬の世

話をし、墓所を守ることを業とした人。江戸時代、賤民身分扱いとされ、差別された」。

（私が子供の頃には、火葬場には大きな煙突があり、そこから遺体を焼いた煙が出てい

た。今回、町屋斎場に行った際には、そのような大きな煙突はなく、遺体焼却は電気炉で

行われているようだ。） 

⑦政界進出：政治的には星亨の派閥に属し、1896 年（明治 29年）、東京市会議員に当選。

東京府会議員から衆議院進出を計画していた矢先、1906年（明治 39年）4月 27日に顎癌

で死去。享年 67。長男・荘蔵は荘平没後、30人以上の異母兄弟の総領として後継者とな

り、荘平を襲名したが、贅沢三昧に走り、次々に牛肉店を売り払い、旅館も倒産、末期に

は取引銀行である農工貯蓄銀行による不当貸付事件も発生し、関係者が司法的な追及を受

けるまでに至り、倒産後は自動車の運転手として働いた。 

⑧子供達：荘平が牛鍋店の支店における妾の間に産まれた子供は計 30人（男 11 人、女 16

人、早世 3人）に上る。後継者の養成には失敗したが、子供達の中から多くの文化人を輩



9 

 

出している。これは、荘平の才能が遺伝しているのであろう。主な人物を以下に紹介す

る。次男・荘太（1889 年 - 1950年、作家）、三男・荘五（経済学者）、四男・荘六

（1894年 - 1965年、奇術師・木村マリニー、木村紅葉の名で活動弁士をしていたが、マ

ックス・マリーニに会って奇術師に転向）、五男・荘七（女形の新派役者）、六男・荘八

（1893年 - 1958年、洋画家）、八男・荘十（1897年 - 1967年、直木賞作家）、十男・

荘十二（1903年 - 1988 年、映画監督）、長女・栄子（1872年 - 1890 年、作家・木村

曙）、四女・せい子（女優）。 

 

図 6．木村荘八が描いた「新宿駅」、本図はウィキペディアより借用。 

 

 上記の子供達の中で、木村荘八は特に有名である。彼は、図５左や図６の絵のよ

うな明治時代東京の風物を沢山描いている。また、随筆家や版画家としても活躍し

ていた。ウィキペディアには、次のような記載がある。 

1924年以降は挿絵の仕事が増し、1937年（昭和 12年）には永井荷風の代表作「濹東綺

譚」（朝日新聞連載）においても挿絵を担当し大衆から人気を博した。他に描いた挿絵は

大佛次郎の時代小説で、幕末・明治初期の横浜新開地を舞台にした「霧笛」、「幻灯」、

「花火の街」、「その人」加え、「激流 渋沢栄一の若き日」、「鞍馬天狗敗れず」があ

る。晩年となった戦後は、文明開化期からの東京の風俗考証に関する著作（「東京の風

俗」、「現代風俗帖」など）を多数出版、数度再刊された。多忙のため病気（脳腫瘍）の

発見が遅れ、短期で悪化し 1958年 11月 18日に東大病院において病没した。歿後刊行の

「東京繁昌記」で、日本芸術院恩賜賞（1959年）を受賞した。 

なお、木村荘八の紹介は次のサイトが優れている。15）のサイト/f （木村荘八

が描いた東京名所）、16）のサイト/l（自伝：私のこと 木村荘八）。また、木村

荘平をモデルにした舞台「あかさたな」とそれを映画化した「妾二十一人 ど助平一

代」は、三木のり平の主演で 1960年代に大いにヒットした。 

https://core.ac.uk/download/pdf/223208693.pdf
https://www.aozora.gr.jp/cards/001312/files/47738_34108.html
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