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第 191回 目黒駅前の久米邦武像と久米桂一郎像、正覚寺の日蓮像と三沢初子像 

筆者：林 久治（記載：令和４年 4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。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 185回の記事/f から 189回の記事/fまでの記事に記載し

た。（それぞれの記事は、２）のサイト/f から閲覧出来ます。） 

私は 4月 9日に、目黒競馬場跡のトウルヌソル像、目黒不動（瀧泉寺）の銅造役

行者倚像と野村宗十郎像とを探索し、その探索記を前回の記事/fに記載した。私は

３）のサイト/lより、JR目黒駅前の久米美術館に、１）のサイト/に収録されてい

ない久米父子の銅像がある事を調査済みであった。しかし、2022年 3月 28日(月)

～4月 15日(金)は、当館は改装のため休館であった。そこで、私は 4月 16日に久

米美術館に行き、そこに設置されていた久米邦武像と久米桂一郎像を探索した。つ

いでに、近くの正覚寺にも参詣し、そこの日蓮像と三沢初子像を探索した。三沢像

は１）のサイト/に収録されているが、他の３像は未収録である。本稿はこれら４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）JR目黒駅前の久米美術館の久米邦武像と久米桂一郎像 

４）のサイト/lには、久米美術館（東京都品川区上大崎 2-25-5 久米ビル 8階）

の由来が次のように書かかれている。 

現在久米美術館のある目黒駅前の地と久米家との関わりは、明治 10 年代に久米邦武が

「米欧回覧記」編修の功により下賜された 500 円を基に一帯の土地を購入したことに始ま

ります。富士の見晴らしが良いことを好んだという邦武は、ここを京橋の本邸とは別に

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-185.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-189.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-190.pdf
https://loco.yahoo.co.jp/place/g-_XqJeRax7Hc/photo/?bm=sydd_spt_slo_p_ttl
https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
https://www.kume-museum.com/museum.html


2 

 

「林間の山荘」として利用していましたが、明治 30 年代には目黒に本拠を移し、西洋野菜

の試作なども行いました。また、大正に入ると桂一郎も同居するようになりました。 

江戸～明治期の目黒は、落語「目黒のさんま」からもわかるように、街の喧騒とは無縁

の野趣あふれる土地柄であったようです。その様子は、富士山の眺めの素晴らしい景勝地

として歌川広重の名所図絵などに数多く取り上げられています。 

昭和 43 年、目黒通り拡張のため久米家は移転、旧久米家跡の一角に現在の久米ビルを建

設し、昭和 57 年久米美術館が設けられました。現在の館長は邦武の曾孫・桂一郎の孫にあ

たります。 

私は、4 月 16日の朝、JR目黒駅に行った。目黒駅の周辺地図を図１上に示す。西

口前に久米ビルがあり、その 8階に久米美術館がある。目黒駅周辺の住所は、何故

か目黒区ではなく、品川区である。図１下に、久米ビル１階の玄関を示す。玄関を

入ると、そこは立ち入り自由のようで、玄関奥の薄暗い所に、向って右側にエレベ

ーターがあり、左側の窪んだ空間に１基の胸像が設置されていた。 

 

 

 

図１． 

上：目黒駅の周辺地図、 

本図は、５）のサイト/lより借用。 

下：久米ビル１階の玄関。 

https://www.kume-museum.com/information.html
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 胸像の写真を図２に示す。本像の周辺は非常に暗かったので、鮮明な写真が撮れ

なかった。台座正面には、題字があり、それには「久米邦武」とのみ書かれてい

た。台座前には、小さな案内板が置かれていた。その写真を、次ページの図３に示

す。本像の後ろは狭く、本像の背面を見ることが出来なかった。従って、本像の制

作者や制作時期は不明である。 

 

 

図２． 

上：久米邦武像の全景、 

下：久米邦武像の近接写真。 
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図３．久米邦武像前の案内板 

 

 なお、久米邦武と久米桂一郎の経歴は、４）のサイト/lに詳しく書かれている。

以上の資料などにより、本像の概要は次の通りです。 

久米邦武胸像 

設置場所：東京都品川区上大崎 2-25-5 久米ビル 1階 エレベーター前 

設置時期：不明、制作者：不明 

設置経緯：久米邦武(1839-1931)は歴史学者、旧佐賀藩士、天保 10年７月 11日佐賀に生ま

れ、江戸に出て昌平黌に学ぶ。明治維新後政府に入り、明治 4年特命全権大使岩倉具視に

随行し欧米を視察、帰国後「米欧回覧実記」を著す。同 21年文科大学教授となる。のち職

を辞し東京専門学校に講じつつ著述に専念する。日本古代史の科学的研究に先鞭をつけ

た、近代歴史学成立期における先駆者である。昭和６年２月 24日没。 

 久米邦武像を探索し、久米桂一郎像を探索しようと思い、エレベーターで８階ま

で上がった。８階エレベーターホールの写真を、次ページの図４上に示す。正面に

は久米美術館の入口があり、右側には１基の胸像が設置されていた。ここまでは立

ち入りは無料で、美術館の入場料は 500円であった。なお、館内は撮影禁止であっ

た。胸像の写真を図４下に示す。本像の頭上後方に電灯があり、最悪の逆光条件で

あった。従って、鮮明な写真を撮ることが出来なかった。本像の台座正面には、

「久米桂一郎」との題字があった。 

（本文は、６ページに続く。） 

https://www.kume-museum.com/museum.html
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図４．上：久米美術館の入口、下：久米桂一郎像 
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 本像の前には、案内板があった。その写真を図５上に示す。本像背面には制作者

のサインがあり、それには「昭和十一年五月 西望」とあった。 

 

 

図５．上：本像の案内板、下：本像背面の制作者サイン。 

 

 以上の資料などより、本像の概要は次の通りです。 

久米桂一郎胸像 

設置場所：東京都品川区上大崎 2-25-5 久米ビル 8階 久米美術館入口前 

制作者：北村西望（1884－1987） 

制作時期：1936 年 5月 



7 

 

設置経緯：久米桂一郎（1866-1934）は歴史学者久米邦武の長子として、慶應 2年 8月 8日

佐賀に生まれる。上京後、洋画研究を志し、明治 19 年渡仏、ラファエル・コランに師事す

る。同 26年帰国し、同門の黒田清輝とともに天真道場、白馬会を創設、清新な画風をひろ

めた。同 29年以後東京美術学校で教え画壇の指導的役割を果たす。中期以降は美術行政、

教育者としての功績が大であった。大正 11年帝国美術院幹事に任じられる。昭和 9年 7月

27日没。 

 

（３）正覚寺の日蓮像と三沢初子像 

 私は久米父子の銅像を探索した後、正覚寺の三沢初子像を探索予定であった。そ

れは、三沢像は１）のサイト/に収録されているが、その詳細情報が記載されていな

かったからである。目黒駅と正覚寺の周辺地図を図 6に示す。目黒駅から正覚寺に

行くには、東急バスの黒 09系統を利用するのが便利である。７）のサイト/Dによ

れば、本路線は「目黒駅西口前」から「野沢龍雲寺」までを運行し、途中で「正覚

寺前」や「中目黒駅」を経由する。ただし、土曜日の昼間は１時間当たりの運行は

2-3本なので、予め運行時刻を確かめておく必要がある。 

 私は、目黒駅前発 10:34のバスに乗ると、正覚寺前に 10：40に到着した。20世

紀の東京でのバスは一般的に大変渋滞していて、乗車してもなかなか進行しない場

合が多かったが、21 世紀ではバスの運行がかなりスムーズになっている。道路整備

が進んだからであろう。従って、東京都の老人パスを持っている私には、都内のバ

スが大変便利な交通手段となっている。所が、「都民ファーストの会」のある都議

会議員が、「大阪維新の会」の猿真似をして「東京都の老人パスを見直そう」とバ

カな発言をしたことがある。幸い、この発言は有耶無耶になっているが、武漢肺炎

の余波でいつまた復活するかもしれない。（本文は、9ページに続く。） 

 

 

図６．目黒駅と正覚寺の周辺地図、本図は、６）のサイト/lより借用。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://www.navitime.co.jp/bus/route/00005516/%E9%BB%92%EF%BC%90%EF%BC%99%EF%BC%BB%E6%9D%B1%E6%80%A5%E3%83%90%E3%82%B9%EF%BC%BD
http://blog.livedoor.jp/henky/archives/22956397.html
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図７． 

上：正覚寺の境内、 

下：日蓮像。 
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  私が正覚寺の山門に入ると、狭い境内に２基の銅像があることに気付いた。その

写真を図７上に示す。１基は有名な三沢初子像であるが、「もう１基は誰だろ

う？」と思い、先ずそちらの像を探索した。その像の写真を、図７下に示す。本像

の台座正面には「日蓮大聖人」との題字があった。本像の土台背面には図８上のよ

うなサインがあった。これは有名な「熊谷友児」のものである。また、台座背面に

は、図８下のような銘盤があった。 

 

 

 

 なお、８）のサイト/aは正覚寺の紹介が優れている。以上の資料などより、本像

の概要は次の通りです。 

日蓮大聖人立像 

設置場所：東京都目黒区中目黒 正覚寺境内 

設置時期：2019 年 11 月 日蓮大聖人（1222-1282）降誕八百年記念 

寄贈：正覚寺檀家（総代：佐野弘之ほか） 

制作者：熊谷友児 

設置経緯：正覚寺（しょうがくじ）は、東京都目黒区中目黒（もと荏原郡中目黒村）にあ

る日蓮宗の寺院。元和 5年（1619 年）法泉院日栄（寛永 11年（1634 年）没）を開山、三

沢初子（仙台藩主伊達綱村の生母で伊達騒動を扱った「千代萩」の政岡のモデルといわれ

る人物）が開基となり創建。三沢初子が住持の日猷と日登に帰依し邸宅を寄進し諸堂を建

立した。初子の墓（東京都指定文化財）もある。1934 年（昭和 9年）建立の初子の銅像も

ある。 

図８． 

上：本像土台背面のサイン、 

下：台座背面の銘盤。 

https://blog.goo.ne.jp/sa194520131207/e/d0392e3b8af88a021347ebd1a42b2c8a
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 私は日蓮像の探索後、三澤像の探索に行った。本像と台座の写真を図９に示す。

本像は大変有名で、多くのネット記事があるが（例えば、９）のサイト/l）、その

碑文を記載した記事が無い。そこで、次ページの図 10に碑文の写真を示す。碑文に

は、次のように書かれていた。 

三澤初子銅像建立の趣旨 

芝居で名高い先代萩の政岡は大孫王經基の後裔三澤清長の女初子の事で政岡の局と稱へ仙

臺の御家騒動六十二萬石横領の魔の手が絶えず幼君身邊を脅した時不惜身命の信仰と母性

愛とを力としてあらゆる迫害を忍び遖れ亀千代君に伊達家第二十代綱村を名乗らせた偉勲

は實に忠貞兩道を全うした日本女子の亀鑑である此度初子が永久安息の地とした當山に其

の銅像を建立したのは日日に増しゆく道義の頽廢と思想悪化の現状とは正に國本を危うく

するものであり之を救ふ途は實物教育に勝るものはないと痛感したからである 

図９． 

上：三澤初子立像 

下：台座背面の碑文。 

https://rekigun.net/original/travel/statue/statue-23.html
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此の銅像建立につきては伊達兩家を始め藝術界及び一般有志の後援を辱うし又制作につき

ては故矢野誠一氏の遺志を継ぎて氏と友情厚かりし北村西望建畠大夢新田藤太郎三氏協力

の構想に依り新田氏が主として製作に當たられたのである 

昭和九年十月十八日 發願人 當山第廿六世乗雲院日見誌す 

 なお、上記の碑文中で難しい漢字は次のように読む。 

遖（あっぱ）れ、辱（かたじけな）うし 

  

図 10．左：碑文の最後の部分、左：碑文の最初の部分。 

 

 10）のサイト/lには、矢野 誠一の略歴が次のように書かれていた。 

矢野 誠一（1885－1929） 

1885 香川県観音寺市生まれ 

1907 香川県立高松工芸学校卒業 

1912 東京美術学校卒業 

1922 帝国美術展覧会出品(襲う影) 

1925 帝国美術展覧会(初夏＝特選) 

1926 帝国美術展覧会(長澖浴日＝特撰) 

1927 帝国美術展覧会(短夜＝無鑑査) 

1828 帝国美術展覧会(雲の峰＝無鑑査) 

1929 帝国美術展覧会(審査員) 

1929 12月 13日 44 歳で逝去 

 11）のサイト/2には、新田藤太郎の略歴が次のように書かれていた。 

https://openartlook.blog.fc2.com/blog-entry-64.html
https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E7%94%B0%E8%97%A4%E5%A4%AA%E9%83%8E-1099562
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新田藤太郎（1888－1980）は大正-昭和時代の彫刻家。明治 21年 3月 1 日生まれ。文展,帝

展で入選をかさね,昭和 7年審査員となる。戦後は郷里の香川県にかえり,制作につとめる

かたわら県美術展の創立につくした。昭和 55年 4月 16日死去。92歳。東京美術学校(現東

京芸大)卒。代表作に「肉弾三勇士」「菊池寛」など。 

 以上の資料などより、三澤像の概要は次の通りです。 

三澤初子立像 

設置場所：東京都目黒区中目黒 正覚寺境内 

建立時期：1934 年 10 月 18日 

発願人：正覚寺第廿六世乗雲院日見 

制作者：矢野誠一（1885－1929）の遺志を継ぎ、北村西望・建畠大夢・新田藤太郎（1888

－1980）三氏協力の構想に依り新田氏が主として製作 

設置経緯：三沢初子（1640年- 1686 年 2月 26 日）は、仙台藩第 4代藩主伊達綱村の母。

初子は住持の日猷と日登に帰依し邸宅を寄進し諸堂を建立し、正覚寺を開基した。本像の

台座背面には、次のような碑文がある。 

三澤初子銅像建立の趣旨 

芝居で名高い先代萩の政岡は大孫王經基の後裔三澤清長の女初子の事で政岡の局と稱へ仙

臺の御家騒動六十二萬石横領の魔の手が絶えず幼君身邊を脅した時不惜身命の信仰と母性

愛とを力としてあらゆる迫害を忍び遖れ亀千代君に伊達家第二十代綱村を名乗らせた偉勲

は實に忠貞兩道を全うした日本女子の亀鑑である此度初子が永久安息の地とした當山に其

の銅像を建立したのは日日に増しゆく道義の頽廢と思想悪化の現状とは正に國本を危うく

するものであり之を救ふ途は實物教育に勝るものはないと痛感したからである 

此の銅像建立につきては伊達兩家を始め藝術界及び一般有志の後援を辱うし又制作につき

ては故矢野誠一氏の遺志を継ぎて氏と友情厚かりし北村西望建畠大夢新田藤太郎三氏協力

の構想に依り新田氏が主として製作に當たられたのである 

昭和九年十月十八日 發願人 當山第廿六世乗雲院日見誌す 
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