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第 51 回 白萩学園の銅像（萩原まさ先生像と萩原栄市先生像）    

筆者：林 久治（記載：2018 年２月 13 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。 

最近、私は日本銅像探偵団（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。最近、その候補となりそうな銅像をネットで見つけた。ここで

「珍しい」とは、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではなく一般には全

く知られていない人物」と言う意味である。 

偏屈老人の私は、ネット上で色々と散策することを趣味としている。そこで、面

白い記事を発見すると、そこに乱歩に出かけるのである。今季の冬は、東京では朝

の冷え込みが厳しく、特に練馬の最低気温は連日マイナスで、１月 25 日には－６℃

を記録した。私は練馬に来て約 40 年が経つが、こんな寒さは初めてである。地球は、

天文学的には氷河期を迎えたいが、二酸化炭素のような温暖化ガスも増えて、寒暖

どちらに行こうか困っているのではなかろうか。 

しかし、２月中旬になると、さすがに日中の日差しは暖かくなり、春の兆しが感

じられる。最近、新宿百人町にある白萩学園の玄関に、２体の胸像があることをネ

ットで発見した。しかし、その詳細を報じる記事がなかった。そこで、私が毎日水

泳に通っているスポーツクラブは金曜休日で、今月９日（金）は晴天であったので、

久しぶりに都心に行って、銅像を探索した。 

私が所有している「昭文社：文庫版・東京都市図」の、新宿区職安通りには、

「白萩服飾」が記載されている。次ページの図１に、新宿区職安通り付近の地図を

示す。本図で、「白萩服飾」の場所を㋐印で示す。なお、本稿では資料の文書を緑

文字で、私（林）の調査や意見を青文字で書く。 
 

（２）職安通り：東新宿駅から白萩学園まで 

 今月９日の午前、私は大泉学園町の自宅から、副都心線・東新宿駅まで行った。

東新宿駅・Ａ1出口（図１の①）から職安通りに出て、白萩学園（図１の㋐）まで

行った。職安通りには、韓国系の会社や食堂が沢山あり、さながら「コリアン・タ

ウン」である。日本における韓流ブームが盛んな頃は、この界隈は日本人客も多か

ったようだが、現在は韓国風の若者しか歩いていないようだ。 

 東新宿駅から白萩学園に行く途中に、稲荷鬼王神社（図１の②）と長光寺（図１

の③）があった。両者ともに、なかなか面白い所であったので、３ページから少し

紹介する。なお、本稿を書いている時に、小泉八雲記念公園が近くにあったことに

気付いた。ここは、八雲の終焉の地で、八雲の銅像もあるそうである。しかし、小

泉八雲は有名人であり、本像は日本銅像探偵団（１）のサイト）に収録されてい

る。（本文は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図１．新宿区職安通り付近の地図。本図は２）のサイト/3より借用。 

㋐：白萩学園、①東新宿駅・Ａ1出口、②稲荷鬼王神社、③長光寺。 

 

図２．稲荷鬼王神社の全景 

㋐ 

① 
② 

③ 

http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&bid=23973
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 図２と図３に、稲荷鬼王神社の風景を示す。ビルの谷間にあるが、気品のある神

社である。本神社のサイト（３）のサイト/a）には、由緒が次のように記載されて

いる。 

創建は 1653(承応 2)年。大久保村の鎮守として旧戸塚村諏訪神社境内の福瑳稲荷が勧請

されたのが創祀とされる。1752(宝暦 2)年、当地の百姓田中清右衛門は旅先での病気平癒

への感謝から、紀州熊野より鬼王権現（月夜見命・大物主命・天手力男命）を勧請するが、

1831(天保 2)年稲荷神社に合祀され、稲荷鬼王神社となった。 

 一部メディア等に於いて「鬼を祀る」旨の誤記が散見されるが、上記の通りで鬼が奉斎

されている訳ではない。また、紀州熊野の鬼王権現は現存しておらず、当社は全国唯一

「鬼王」の名を残す神社となっている。この鬼王権現は、湿疹・腫物を初め諸病一切に霊

験があるとされている。 

 豆腐を奉納し、治癒するまで本人もしくは代理の者が豆腐を断ち、当社で授与される

「撫で守り」で患部を祈りつつ撫でれば必ず平癒するといわれ、明治初頭まで当社門前の

豆腐商数軒が奉納用の豆腐だけで商売が成り立つといわれたほど崇敬を集めたという。 

尚、当社には「鬼王様」の御名に因み、節分時に鬼を春の神とみなして「福は内、鬼は

内」を唱える特殊神事がある。 

 私（林）は、稲荷鬼王神社を参詣して次のような感想を持った。 

図３． 
上：稲荷鬼王神社の提灯 

下：稲荷鬼王神社の案内 

所在地：東京都新宿区歌舞

伎町 2-17-5 

https://jinja.tokyolovers.jp/tokyo/shinjuku/inarikiohjinja
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 昔は、医療が発達していなかったので、一般庶民が病気になると神仏に祈る他はなかっ

た。私達・現代人は科学的医療に恵まれ、大変ありがたい。しかし、ＴＰＰ協定が発効す

れば、日本の健康保険制度が崩壊し医療費が高騰し、一般庶民が病気になると昔に返って、

神仏に祈ることが復活するのではなかろうか。（詳細は、４）のサイト/fにある私の記事

をご覧ください。） 

 稲荷鬼王神社から白萩学園の方に歩いて行くと、長光寺が見えて来た。鉄筋４階

建ての立派な本堂の前に、図４に示すような小さなお堂があった。

 

図４．曹洞宗 玉寶山 長光寺 所在地：東京都新宿区百人町 1-5-2 

 

 小さなお堂の前には石碑があり、正面には「新宿しあわせ薬師如来」と刻まれて

おり、側面には「江戸幕府鉄砲組百人隊」と刻まれていた。本寺院のサイト（５）

のサイト/）には、由緒が次のように記載されている。 
曹洞宗長光寺は山号を玉寶山（ぎょくほうさん）と称し、甲州武田家の遺臣（法名 直

心軒祖道円成居士）により、天正 10 年（1582 年）の織田信長との合戦によって滅亡した

武田家の菩提を弔うために、文禄３年（1594 年）に建立されました。本尊は釈迦如来、開

山は得州全可大和尚とされていますが、実際の開山は二世の海翁寒刹大和尚です。寺の開

山を自分の功績にせず、師匠に譲った勝蹟によります。以後、何度か災禍に遭い建物は消

失しながらも 400 年連綿としてつづき、平成 13 年、近代建築にて復興され、今日に至り

ます。 

江戸に幕府を開いた徳川家康は、江戸城の近くに将軍警護のための鉄砲隊を駐屯させ、

この隊を「百人組」といいました。その宿営地が百人町という名の由来になっています。 

鉄砲組百人隊の子孫は現在でも長光寺の檀信徒として、祖霊の地を守っています。 

江戸時代、現在の歌舞伎町に大名屋敷を構えた久世三四郎は、幕府鉄砲組百人隊の頭を

拝し、与力同心の屋敷を建てて百人町を開きました。ある夜、久世家に古くより伝わって

いた弘法大師作の薬師如来が枕辺に顕れ、「ぜひ一宇を建てて前の長光寺の寺域に移して

ほしい。そうすれば我はその地に永くとどまりて衆生に幸福を授くべし。」と告げられま

した。 

http://masaniwa.web.fc2.com/D-65.pdf
http://www.chokoji.net/
http://www.chokoji.net/
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 この霊夢ののち、薬師堂が建てられ近郊の善男善女が参拝し祈願するようになりました。

明治、大正時代には屋台もでて多くのお参りがありましたが、先の大戦でお堂は焼失。か

ろうじて疎開してあった尊像は、本堂建設に併せて薬師堂「新宿しあわせ薬師」を信者の

喜捨で建立し、現在でも昼夜にわたりお参りが絶えません。 

（３）白萩学園の銅像：萩原まさ先生像と萩原栄市先生像 

 

 
図５．上：白萩学園のビル、下：白萩学園の玄関 
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 職安通りに面している長光寺の角から路地に入ると、白萩学園のビルがあり「白

萩服飾専門学校」、「東京経理総合学院」、および「白萩ホール」の看板があった

（図５上を参照）。当ビルの玄関には、「学校法人 白萩学園」の表示があり、玄

関の横には２体の銅像が無造作に置かれていた（図５下を参照）。左の銅像の前に

植木が置いてあったので、私はそれを横に移動して図６の写真を撮影した。 

 

  
図６．上：白萩学園玄関の銅像２体、下：向かって左側の「萩原まさ先生像」。 
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図７．向かって右側の「萩原榮市先生像」 

 

 私は２体の銅像の銘を見て、それらが「萩原まさ先生像」と「萩原榮市先生像」

であることが分かった。まさ先生像の背面には、次ページの図８に示すような銘が

あったので、「まさ先生は、昭和 29 年４月 21 日に、71 才で藍綬褒章を受章した」

ことが分かった。成程、まさ先生の左胸には勲章が彫られている。一方、榮市先生

像の背面は、建物の陰になって見えなかった。しかし、先生の左胸にも勲章が彫ら

れているので、ご夫婦で藍綬褒章を受章されたのであろう。また、「萩原」の萩を

用いて、「白萩学園」と命名されたようだ。 

 ２体の銅像からは、それ以上の情報は得られなかった。そこで、帰宅してネット

検索を行うと、「20 世紀日本人名事典（６）のサイト/8）」より、萩原（はぎわ

ら）まさ先生の経歴が分かったので、図８の説明文に記載する。萩原榮市先生の経

歴は、ネット検索では不明であった。しかし、新宿区専修学校各種学校協会/lのサイ

トに、「萩原栄市先生（当時白萩学園理事長）」の記載があったので、６）のサイ

ト/8の「萩原恭市氏」は「萩原榮市先生」と同一人物である可能性が高い。 
 ６）のサイト/8によれば、萩原まさ先生は 1974 年に 89 才で亡くなられている。

その後の白萩学園は、どのように変遷したのであろうか？現在、新宿区百人町に白

萩学園のビルがあり、創立者夫妻の銅像が残っているので、白萩学園は健在のよう

だ。また、玄関には「手編み、洋裁、及びきもの着付けの生徒募集」や「東京経理

総合学院の一般入試」のポスターが貼られていた。しかし、ネット検索を行っても、

白萩学園の歴史や現在の組織に関する情報はなかなか得られなかった。 

https://kotobank.jp/word/%E8%90%A9%E5%8E%9F%2B%E3%81%BE%E3%81%95-1652338
http://www.shinsenkaku.jp/index_2.html
https://kotobank.jp/word/%E8%90%A9%E5%8E%9F%2B%E3%81%BE%E3%81%95-1652338
https://kotobank.jp/word/%E8%90%A9%E5%8E%9F%2B%E3%81%BE%E3%81%95-1652338
https://kotobank.jp/word/%E8%90%A9%E5%8E%9F%2B%E3%81%BE%E3%81%95-1652338
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 ただ、全国専門学校データーベースに、「ファッションビジネス カレッジ東京」

と言う項目（７）のサイト/m）があり、そこには以下のように記載されている。 
住所：東京都新宿区百人町 1-5-6 

設置者：(準)白萩学園・豊原 明、 校長：渡邊幸子  

創立年月日：1951 年 8 月 22 日、認可年月日：1978 年 10 月 2 日 

 「ファッションビジネス カレッジ東京」で検索すると、当校のサイト（８）のサ

イト f/）が見つかった。８）のサイト f/には、授業内容などの案内は記載されてい

るが、肝心の校長や教授陣の名称は記載されていない。また、「豊原明」で検索す

ると、大変興味深いサイト（９）のサイト/3）が見つかった。９）のサイト/3には、

「大久保で増殖！中国人向け予備校の衝撃」と題する次のような記事が記載されて

いた。 
夕方になると、飲食店に向かう日本人たちと逆行するように歩く中国人の若者たちがい

る。中国人専門の予備校に通うためだ。 東京・大久保――。コリアンタウンとして有名

なこの小さな町に、近年、中国人向けの大学受験予備校が乱立しているのをご存じだろう

か？「大久保には、日本の一流大学を目指す中国人がいっぱい通っている学校があるらし

いよ」 

ちょうど『中国人エリートは日本をめざす』の取材をしていた今年 5 月ごろのことだっ

た。友人からこんなうわさを聞きつけて訪れたのは名校志向塾という予備校。来日した留

学生が日本の大学受験のために通う日本語学校とは違い、英語や数学など、日本の大学受

験科目を専門に学ぶところだ。聞けば、名校志向塾以外に、行知学園など、いくつもの中

国人御用達の予備校があり、日本人の間ではまったく知られていないが、在日中国人には

図８．「萩原まさ先生像」背面の銘文 

６）のサイト/8の記載は以下の通り。 
生年：明治 17(1884)年 4 月 7 日 

没年：昭和 49(1974)年 1 月 17 日 

出生地：群馬県多野郡九里村(現・藤岡市) 

旧姓(旧名)：冬木 

学歴：佐藤裁縫女学校卒 

主な受賞名：藍綬褒章 

経歴：高崎の佐藤裁縫女学校を卒業後、萩原

恭市と結婚。一時期、栃木県那須の開墾地で

養蚕業に携わったが、のちに編物の高速化を

思い立ち、大正 12 年萩原式文化手編機という

家庭用手編機を発明。次いで昭和 4 年に上京

し、夫と共に高速度手編機の開発・改良・販

売を進めた。その手編機はアメリカにも輸出

され、好評を博した。12 年には萩原編物技芸

学校を設立し、校長として後進の指導にも尽

力。その生涯において、夫と共に取得した特

許件数は 60 にのぼるという。 

 

http://www.aikgroup.co.jp/aik/db/school_data/tokyo/private/31309400.htm
http://fashion.shirahagi.ac.jp/
http://fashion.shirahagi.ac.jp/
http://fashion.shirahagi.ac.jp/
http://toyokeizai.net/articles/-/138383
http://toyokeizai.net/articles/-/138383
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4121505654/toyokeizaia-22/
https://kotobank.jp/word/%E8%90%A9%E5%8E%9F%2B%E3%81%BE%E3%81%95-1652338
https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%B2%A1%E5%B8%82-124381
https://kotobank.jp/word/%E8%97%8D%E7%B6%AC%E8%A4%92%E7%AB%A0-148093
https://kotobank.jp/word/%E7%B7%A8%E7%89%A9-27314
https://kotobank.jp/word/%E6%89%8B%E7%B7%A8%E6%A9%9F-1370719
https://kotobank.jp/word/%E7%B7%A8%E6%A9%9F-27259
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「有名な存在」だという。早速、同校を訪ねてみると、豊原明社長がインタビューに応じ

てくれた。帰化して日本名を名乗っているが、中国人の若手経営者だ。 

「中国人留学生が 1200 人ほど在籍しています。彼らは昼間、日本語学校に通っていて、

うちに通うのは平日の夜と週末だけですね。理系と文系に分かれていて、大学か大学院か

など、コースはいろいろなのですが、学費は年間で 70 万円くらいかかります。大学入学

前の留学生は日本語学校などに通わないとビザが下りませんので、昼と夜のダブルスクー

ルということになり、学費だけでも年間 140 万円くらいになりますが、みんな志望校を目

指してがんばっていますよ」 

 上記の記事より、私は「豊原明氏は支那出身のやり手の若手経営者だ。彼は日本

に帰化して、上記のような予備校を経営したり、白萩学園を買収して、経理や服飾

の専門学校も経営しているらしい」と推測している。 

 更に、「白萩ホール」を検索すると、そこは新宿で沢山ある小劇場の一つである

ことが分かった。最近は、どうしたことか興行の広告はないが、数年前には色々な

劇団がここで興行していたようである。その一例として、グラビアアイドルの久保 

亜沙香（くぼ あさか：1979.1.20 - ）さんが、図９で示すように白萩ホールで、ビ

ッグファイタープロジェクトプロデュース第 4回公演「紅の迎春花」（2011 年 11

月 24 日 - 27 日）を上演していた（10）のサイト/lを参照）。 

 
 

12）のサイト/lによれば、白萩学園の経営は 2015 年頃に、支那人達の手に渡った

ようだ。図９の写真は 2011 年に撮影されたので、その頃には萩原夫妻の銅像は玄関

前に移されていたようだ。従って、支那の経営者が創業者夫妻の銅像を玄関先に放

り出した訳ではないようだ。彼らが銅像を材料として売却しなかったことを、幸い

と思うべきであろう。兎も角、我々が知らないうちに、支那人達が日本の伝統的な

資産を買収している一端を、私は垣間見ることが出来た。 

図９．久保 亜沙香さんの「紅の迎春

花」 

[ストーリー]昭和十九年七月七日の満

州。ハルピンのやや手前に位置する双城

堡という町に建つ倉庫が舞台となる。 普

段は平穏な満州鉄道が八路軍に襲撃され

た。八路軍の目的は乗車していた二人の

中国人男女を捕らえるためであった。そ

して襲撃されたこの列車には、ハルピン

で教師としての実習教育を受ける四人の

女子師範学校の学生と引率の教員、更に

は数名の陸軍の兵士も乗り合わせてい

た。偶然乗り合わせた彼らが、八路軍の

攻撃から身を守るため朽ちた倉庫に身を

潜めることになるのだが、物語はこの時

点から始まる。敵の八路軍は周囲を囲む

だけで一向に攻撃する気配を見せない。

それどころか、「二名の中国人男女を引

き渡せば命の保障をする」と、使者を送

ってきた。（中略） 意外な展開と結末

が期待できる物語です。 

https://ameblo.jp/platinum-s/entry-11087549064.html
http://www.recordchina.co.jp/b173615-s120-c30.html
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夫君の銅像から一枚の銘板が剥がされていたことより、私は「夫妻の銅像が冷遇

されているのではないか」と懸念している。夫妻の子孫が白萩学園を経営していれ

ば、創業者夫妻の銅像を建物内に安置して、説明文でも付けているはずである。私

は「このように貴重な銅像は、区役所が引き取って、近所の広場（例えば、長光寺

の境内）に保護して管理すべきである」と考えている。 
 当日、私は白萩学園にある２先生の胸像を撮影した後、篠原保育医療情報専門学

校（所在地：千代田区神田神保町１丁目５２− ４）にも行って、「篠原欣子之寿

像」も撮影して来た。その写真を、図 10 に示す。 

 

図 10. 篠原欣子之寿像（2017 年建立） 

 

 篠原欣子（よしこ）先生は、「日本で最も成功した女性起業家の一人」として有

名なので、本稿では敢えて先生の紹介は行わない。なお、私は「萩原まさ先生は、

戦前で最も先覚的な女性起業家の一人と評価してよいのではないか」と思っている。 
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