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第 195回 新宿区の森鴎外像と板橋区の佐々木千里像 

筆者：林 久治（記載：令和 4年 6月 22 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、それらの探索記を 185回の記事/fから 193回の記事/fまでに記載した。（そ

れぞれの記事は、２）のサイト/fから閲覧出来ます。） 

私は 5月 31日に四谷駅前にある土木学会で古市公威像を探索し、6月 7日には六

本木のハリウッド美容専門学校で牛山夫妻像を探索した。これらの探索記を、前回

の記事/fに記載した。私は 6月 17日に新宿区戸山の国立国際医療研究センター病

院で森鴎外像を、6月 21日に板橋区松月院で佐々木千里像を探索した。これらの銅

像は１）のサイト/に収録されていない。本稿はこれらの探索記である。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）新宿区戸山国立国際医療研究センターの森鴎外像 

 私は３）のサイト/1と４）のサイト/lで、本所に入ってすぐのエントランスに森

鴎外像（2018 年制作）があることを知ったので、「彼の没後 100年近くなるのに、

なぜ今頃になって銅像が建立されたのかな？」と思い、本像を探索することとし

た。本所の周辺地図と、本所中央棟の建物を次ページの図１に示す。ウィキペディ

アによれば、本所（National Center for Global Health and Medicine, NCGM）の

前身は東京陸軍病院で、森鷗外もここを拠点として活動していた。 

 図１下は、本所中央棟の威容で、2010年完成、地上 16階、高さ 78.5mの超高層

病院（病床数：781床）である。しかし、本所は若松河田駅からは見えないので、

若松口から東京女子医大の反対方向の小路を行き、大久保通りに出てば本所ビルが

見える。（本文は３ページに続く。） 

https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-185.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-193.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/Ranpo.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-194.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-194.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
https://e-douzou.com/results/cat_kyozo/jisseki41
http://tararan.blog.jp/archives/2092576.html
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図１．上：国立国際医療研究センターの周辺地図、本図は、５）のサイト/lより借

用。下：本センター中央棟の建物。 

 

 

http://www.wakamatsuseikei.com/pc/free229506.html
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図２．上：本センター中央棟入口、下：中央棟１階の構内図、本図は、６）のサイ

ト/lより借用。①：森鴎外像。 

  

図２上に中央棟入口の写真を、図２下に中央棟１階の構内図を示す。入口には守

衛さんが頑張っていたので、私は「部外者の入構は止められるなか？」と思いなが

①  

https://www.hosp.ncgm.go.jp/outpatient/floorguide/index.html
https://www.hosp.ncgm.go.jp/outpatient/floorguide/index.html
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ら彼の傍を通ったが、何も言われなかった。患者が多数入構するので、一々咎めな

いのであろう。ただ、入口では体温測定と手の消毒をする必要があった。入口正面

（図１下：矢印の方向）には総合案内があり、その横には胸像が設置されていた

（図１下：①）。総合案内付近には人が居なかった。私は案内の看護婦さんに「銅

像の写真を撮ってもよいか？」と聞くと、彼女は「いいですよ」と言って、指で丸

を作ってくれた。その様子から、撮影希望は結構あるようである。 

 

図３．森鴎外像の全景 

 

 図３に森鴎外像の全景を示す。台座正面には「特別名誉総長 森鷗外之像（本名

林太郎）」と記された題字と、銘文が貼付されていた。次ページの図４左に森鷗外

像を、図４右に本像背面の署名を示す。署名は「敏勝作」と読めた。なお、７）の

サイト/lによれば、本像の除幕式は 2018年 12月 3日に行われた。 

https://www.yakuji.co.jp/entry68902.html
https://www.yakuji.co.jp/entry68902.html
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図４．左：森鷗外像、右：本像背面の署名。 

 

 ８）のサイト/5より、制作者・敏勝の略歴は、次の通りであることが分かった。
喜多敏勝：昭和 29年高岡市金屋町で生まれる。彫塑家・米 治一氏に師事し彫塑技術を学

ぶ。高岡市展市長賞・富山県展入選・日展入選。 

本像台座正面の銘文を次ページの図５に示す。これらの資料などにより、森像の概

要は次の通りである。 

森鴎外之像 

設置場所：東京都新宿区戸山１丁目 21-1 国立国際医療研究センター病院中央棟 1階総合

案内横 

設置時期：2018 年 12 月 3日 除幕式 創立 150 周年記念 

制作者：喜多敏勝（1954 年、高岡市生まれ） 

設置経緯：本像台座正面の銘文より 

https://www.kurotani.jp/point/point05


6 

 

1862（文久 2）年 2 月 17日（旧暦 1月 19 日）津和野藩（現島根県鹿足郡津和野町）の御

典医を務める森家の長男として出生、幼少の頃より秀才の誉れ高く、1881（明治 14）年 7

月 19 歳で東京大学医学部を卒業、同年 12月陸軍軍医副として NCGM の前身である東京陸軍

病院に勤務した。 

1884（明治 17）年軍陣衛生学の調査・研究のためドイツに留学、1887（明治 20）年北里

柴三郎と共にロベルト・コッホに師事、ベルリン大学衛生研究所で学んだ。 

1888（明治 21）年帰国後、陸軍軍医学校教官、同校長などの要職を経て、1907（明治

40）年軍医最高位である陸軍軍医総監・陸軍省医務局長に就任した。衛生学者としての

数々の業績を残す一方、「舞姫」「鴈」「高瀬舟」などの小説を次々と発表、明治を代表

する大文豪として名声を博した。 

1922（大正 11）年 7 月 9日結核による萎縮腎にて死亡。留学中、第 4 回万国赤十字総会

に日本代表団として出席し堪能なドイツ語で答弁、若き日より海外で活躍したその姿は

NCGM の基本理念に脈々と受け継がれている。ここに創立 150 周年を記念し「特別名誉総

長」の称号を授与、その功績を永く後世に伝えるためこの銅像を建立した。 

2018（平成 30）年 12 月 3日 

NCGM 国立国際医療研究センター理事長 國土典宏 

 

図５．本像台座正面の銘文 
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 私が本稿の最初に書いた「森鷗外像の設置意義」については、「本所としては、

有名人の銅像で箔を付ける」ことを狙ったのであろう。台座の銘文には「（森鷗外

は）衛生学者としての数々の業績を残す」と書かれているが、むしろ彼には「脚気

病原体説」に固執して、多数の日本帝国兵士を無駄死に追いやった罪がある。ま

た、彼の帝大医学部の成績は中位で、大学教授にはなれず軍医に甘んじ、文筆に逃

避して本務を怠った罪もある。 

 

（３）板橋区松月院の佐々木千里像 

 私は医療研究センターの森像を探索する前に、隣の牛込柳町駅で清和病院の内村

祐之像を探索した。現地に行ってみると本院は工事中で、建物が無くなっていた。

その理由を帰宅後に調査すると、９）のサイト/9で次のことを知った。 

清和病院は再建工事のため現在は閉鎖中で、スタッフと内村像は小石川東京病院に仮移転

している。 

 また、９）のサイト/9には「板橋区松月院に佐々木千里像がある」との記載があ

ったので、私は 6月 21日に板橋区松月院で佐々木千里像を探索した。図６に、松月

院へのアクセス地図を示す。私は、東上線成増駅から国際興行バス（赤 02便、赤羽

駅西口行、10）のサイト/2）を利用した。発車は 10分毎で、便利であった。 

 

図６．松月院へのアクセス地図、本図は、11）のサイト/mより借用。 

 

 赤塚八丁目のバス停を降りると、目の前に交番があり、その右隣に「怪談乳房

榎」の石碑があり、左隣に松月院の山門があった。山門の写真を次ページの図７上

に示す。「怪談乳房榎」の石碑の写真は、本記事の補稿/fに記載する。 

（本文は、９ページに続く。） 

https://blog.goo.ne.jp/aurora2014/9
https://blog.goo.ne.jp/aurora2014/9
https://transfer.navitime.biz/5931bus/pc/diagram/BusAboardMap?stCode=00020262
http://www.ukima.info/feature/jyorenji/map.htm
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-195b.pdf
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図７．上：松月院の山門、下：高島秋帆の顕彰碑。 
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ウィキペディアによれば、松月院の概要は次の通りである。 

萬吉山宝持寺松月院は東京都板橋区赤塚 8－4－9にある曹洞宗の寺院。当寺院は、房総に

勢力を持っていた武将の千葉自胤が 1456 年に市川から赤塚城に移り、その後 1492 年に当

地にあった古寺の宝持寺を自身の菩提寺として定め、土地を寄進し、松月院と名を改めさ

せたのが始まりであるといわれている。江戸時代には、当寺院は徳川家康に認められ、40

石の朱印地が与えられた。他歴代の将軍からも保護を受け発展した。幕末には、砲術家と

して名高い高島秋帆が 1841 年に近隣の徳丸ケ原（現在の高島平付近。高島平の名は高島秋

帆にちなんでいる）で西洋式の砲術訓練を行った際に本陣がこの松月院に置かれた。近隣

に、東京大仏で知られる乗蓮寺 がある。 

なお、松月院の紹介は 12）のサイト/lが優れている。怪談乳房榎（かいだんちぶ

さえのき）は、三遊亭圓朝によって創作された怪談噺である。新聞連載後、1888年

に出版された。舞台化・映像化されている。この噺のあらすじは 13）のサイト（怪

談乳房榎（落語散歩 615） (dgdg.jp)）に記載されている。 

松月院の境内には高島秋帆（1798-1866）の顕彰碑が建っている。その写真を図７

下に示す。ウィキペディア（松月院）には、次のような記載がある。 

砲術家として名高い高島秋帆は 1841 年に近隣の徳丸ケ原（現在の高島平付近。高島平の名

は高島秋帆にちなんでいる）で西洋式の砲術訓練を行った。その際に本陣がこの松月院に

置かれた。 

本碑の奥には、広大な墓地がある。そこには、千葉自胤の墓、下村湖人の墓など

の有名人の墓がある。それらの写真は、本記事の補稿/fに記載する。本墓地の入口

付近（高島秋帆顕彰碑の裏手）に、銅像がある墓があった。その写真を図８に示

す。 

 

 

図８．佐々木家墓と胸像。 

https://tesshow.jp/itabashi/temple_akatsuka_shogetsu.html
http://sakamitisanpo.g.dgdg.jp/kaidanntibusaenoki.html
http://sakamitisanpo.g.dgdg.jp/kaidanntibusaenoki.html
http://sakamitisanpo.g.dgdg.jp/kaidanntibusaenoki.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-195b.pdf
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 佐々木家墓所には、１基の胸像が設置されていた。その題字には「創業者佐々木

千里之像」とあった。本像の写真と本像背面の制作者サインを図９に示す。本像台

座側面には「佐々木千里氏略歴」と題するめ銘文が掲示されていた。本文の写真

は、紙面の都合により、本記事の補稿/fに示す。本文より、本像の座主の「佐々木

千里氏」は「ムーランルージュ新宿座」（1931 - 1951）の創設者として知られる

「佐々木千里氏（1891－1961）」ではなく、都議会議員を永く務めた「佐々木千里

氏」であることが分かった。後者の佐々木氏にはネット記事が殆どないので、彼の

没年は不明である。 

 以上の資料などにより、佐々木像の概要は次の通りである。 

佐々木千里之像 

設置場所：東京都板橋区赤塚 8－4－9松月院墓地 高島秋帆顕彰碑の裏手 

図９． 

上：佐々木千里像、 

下：本像背面のサイン。 

背面には、次のように書

かれていた。 

立体寫眞像 

発明者盛岡勇夫作 

1975 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-195b.pdf
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設置時期：1975 年６月１日 

制作者：立体寫眞像発明者 盛岡勇夫作 

設置経緯：本像台座側面の銘文より 

佐々木千里氏（1901-?）略歴 

氏は明治三十四年十一月六日長野県飯田市座光寺 農業佐々木孫四郎氏の二男として生

まれ 昭和三年二十七歳で単身上京 辛苦努力の末昭和六年独力で佐々木兄弟商会を創業 

その後昭和十七年松川造船株式会社 翌年昭和十八年氷見造船株式会社を興し 戦後昭和

二十年十月共和興業株式会社 昭和二十一年五月日本最初の電気製塩業である関東興業株

式会社 並び関東漁業株式会社 昭和二十五年五月山手興業株式会社 昭和二十七年七月

目白共栄株式会社等を創業され各代表取締役社長に就任 更に昭和二十八年二月株式会社

東京丸物百貨店を創立され専務取締役に就任 昭和二十九年三月学校法人佐々木学園を創

立され理事長となられ また豊島区の発展を期して昭和四十三年十二月東京商工会議所豊

島支部を設立し 会頭より支部長に委嘱されました 

一方公職におかれては 昭和二十二年豊島区議会議員に当選され その後昭和二十六年か

ら昭和四十四年までの間連続五期にわたり東京都議会議員に当選され その間に自民党幹

事長の重責をはじめ数々の委員会委員長の要職を歴任し 地方自治発展に多大な貢献をさ

れ 昭和三十七年及び昭和四十一年と二度にわたり全国都道府県議会長会より地方議員永

年自治功労彰を受賞 更に昭和四十三年には内閣自治大臣より藍綬褒章を受章されました 

これら多方面における氏の顕著な功績が公の認めるところとなり 去る昭和五十年四月二

十九日日本国天皇より勲四等旭日小綬章叙勲の栄誉に浴されましたことは誠に同慶の至り

であります 

 このときにあたり この像を献じ 永く氏の功績を顕彰するものであります 

  昭和五十年六月一日 

  共和興業株式会社 山手興業株式会社 目白共栄株式会社 学校法人佐々木学園 

 本像の座主である佐々木千里氏の記事はネット上で極めて少ない。従って、本像

の銘文の他には、氏の経歴を伝える記事がない。そのため、彼の学歴や没年は不明

である。彼の銅像の記事も１件しかなく（９）のサイト/9）、私は本記事を偶然見

つけることが出来た。そう言う意味で、本像は銅像学会の新発見である。ただし、

９）のサイト/9では、「佐々木千里の墓。ムーラン・ルージュ新宿座を始めた劇団

プロデューサーだそうです。」と紹介しているが、本紹介は間違いである。 

本像の銘文によれば、佐々木千里氏は 27 歳の時に、故郷の飯田市から単身上京さ

れた。彼は上京から僅か３年で、新会社を独力で創業している。私は彼のその間の

辛苦努力の具体的内容を知りたい。彼は経営能力に優れていたのであろう。先の大

戦の終戦前後に、多数の企業を創業している。それを基盤として、彼は都政に進出

して、豊島区選出の都議会議員を５期連続で務めている。悪く言えば、豊島区の政

治経済を牛耳るボスの１人であったのであろう。 

上記の銘文によれば、彼は 1968年に東京商工会議所豊島支部を設立し、その初代

支部長に収まっていた。本銘文にはないが、14）のサイト/fの 17 ページには次の

ような記載がある。 

豊島法人会史：初代会長に佐々木千里氏就任（任期：昭和 25年 12 月－昭和 48 年 6月）、

２代会長に堤清二氏就任（昭和 48年 6月－昭和 51年 4月）、以下略。 

つまり、豊島区では佐々木千里氏は堤清二氏と並ぶ企業家であり、しかも堤氏より

先に豊島法人会長に就任していたのである。 

https://blog.goo.ne.jp/aurora2014/9
https://blog.goo.ne.jp/aurora2014/9
http://www.toshimahojinkai.or.jp/shared/kaiho/pdf/kaihou10-07.pdf
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