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第 56 回 東京の銅像探索（千代の富士像と笹山良一像） 

               筆者：林 久治（記載：2018 年５月 16 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、私は日本銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。5月 12

日の朝、家内がイタリア旅行に出発した。私は老齢になり、長時間の飛行機や時差

の調整が苦しいので、海外旅行は原則卒業している。（数年前に、ハワイには行っ

たが、）定年前、私は海外出張に家内を同伴したことが多いので、家内は英国、仏

国、スイス、デンマーク、スウェーデンには行っている。しかし、イタリアには行

ったことがないので、元気な間に是非行きたいと常々言っていた。 

さて、13 日から、大相撲５月場所が始まる。12 日の朝、家内を日暮里駅まで送っ

て行った後、両国の九重部屋に行って、千代の富士の胸像を撮影してきた。１）の

サイトには、台東区谷中玉林寺にある千代の富士像は収録されているが、なぜか本

家の九重部屋にある胸像は収録されていない。そこで、今回は両国周辺の探索を思

い立った。両国周辺の地図を図１に示す。 

 

図１．両国周辺の地図（本図は２）のサイト/より借用。）➀両国駅東口、②すみだ

北斎美術館、③野見宿禰神社、④九重部屋。 

➀ 

② 

③ 

④ 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://www.homes.co.jp/archive/b-39554371/
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（２）九重部屋の探索 
 当日、私は次の道順で九重部屋に行った（図１を参照）：➀両国駅東口→②すみ

だ北斎美術館→③野見宿禰神社→④九重部屋。私は先ず「すみだ北斎美術館」を目

指したので、両国駅東口から電車を降りた。東口からは、国技館は見えず、江戸東

京博物館は屋根しか見えなかった。すみだ北斎美術館の写真を図２上に示す。当館

は、葛飾北斎（1760-1849）の誕生の地に 2016 年 11 月 22 日に開館した。当館の周

辺には銅像がなかったので、ここをパスして九重部屋に向かった。その途中で、図

１の③地点に「野見宿禰神社」を発見した。その写真を図２下に示す。 

 

 

図２．上：すみだ北斎美術館、下：野見宿禰神社 
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図３．上：野見宿禰神社の由緒、下：歴代横綱之碑（1952 年建立の碑）。 
 ウィキペディアは野見宿禰神社を次のように説明している。 

当社は、相撲の始祖とされる野見宿禰を祀る神社で、兵庫県たつの市と東京都墨田区に

同名の神社がある。前者には宿禰の塚があり、後者は両国国技館の近隣に所在し日本相撲

協会により管理されている。（以下は後者の説明）1884 年この東側に部屋があった初代高

砂浦五郎により元津軽家の屋敷跡に創建された。元の社殿は東京大空襲によって焼失した

が 1953 年 6 月に再建され、現在に至るまで相撲関係者の崇敬を集めている。境内には、

歴代横綱之碑が二基あり、二基のうち一基には 1952 年 11 月に協会により建立され、初代

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%A6%8B%E5%AE%BF%E7%A6%B0
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明石志賀之助から 46 代朝潮太郎までの名前が刻銘されている。もう一基には 47 代柏戸剛

以降の名前が刻銘されている。 

 私は何十年か昔に、富岡八幡宮を参詣して歴代横綱之碑を見たことがある。八幡

宮には大相撲関係の石碑が他にも沢山あり、しかも皆立派であった。宿禰神社は小

ぶりで、鳥居の下が閉まっていて境内に入れなかった。鳥居の外から見えた歴代横

綱之碑を撮影したのが図３下である。もう一基の碑は、外から見えなかった。当神

社は日本相撲協会が管理しているようだが、一般人の参詣を拒絶している態度に、

私は憤りを感じた。相撲ファンあっての相撲協会ではなかろうか。一般人が立ち入

って、神社を傷める心配があるのなら、引退した力士達を数人雇用して、神社を管

理させればよい。相撲協会にはそれぐらいの財力はあるはずだ。 
 私は野見宿禰神社から少し歩いて、墨田区石原４丁目にある九重部屋に到着した。

その写真を図４に示す。九重部屋は他の相撲部屋とは違って、普通のビルの中にあ

った。玄関には「九重部屋」の看板があり、道路に面して千代の富士の胸像が置か

れていた。私は玄関で掃除をしていた若い力士に断って、胸像を撮影した。胸像と

看板の写真を次ページの図５に示す。 

 図５上に示すように、胸像の台座には「出を待つ 小張隆男作」と彫られており、

台石の正面にも「出を待つ 小張隆男作」と彫られており、左面には「第五十八代 

横綱千代の富士」と彫られていた。その他の銘文や案内板はなく、この胸像が建立

された年代は不明であった。（本文は６ページに続く。） 

 

図４．九重部屋の玄関（図１の④地点） 
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図５．上：千代の富士の胸像、下：九重部屋の看板。 
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（３）千代の富士の略歴と銅像 
 前節で書いたように、九重部屋の体裁は他の相撲部屋と次の点が相違している。 

➀九重部屋の建物は一般のビルにあり、伝統的な相撲部屋の建物と違っている。 

②他の相撲部屋では、玄関の外に力士の銅像を置いていない。（最近、私はある TV

番組で、浅香山部屋の玄関内部に小さな魁皇像が置かれているのを見た。ここでは、

建物の内部に入れてもらわないと、銅像を見ることができない。） 

私は「九重部屋における上記の特徴は、千代の富士の経歴に原因がある」と思う

ので、ウィキペディアを参考にして千代の富士の略歴を以下に記載する。 
千代の富士 貢（本名は秋元貢：1955.6.1-2016.7.31） 
1955 年：北海道松前郡福島町で漁師を営む家に誕生。子供の頃から漁業を手伝って自然に

足腰が鍛えられたが、秋元少年と両親は、最初は大相撲入門には反対であった。 
1970 年：９月場所初土俵。同じ福島町出身の九重親方（第 41 代横綱千代の山：1926-1977、

横綱在位：1951.9-1959.1）は秋元少年を直々に勧誘に来て「とりあえず東京に行こう。

飛行機に乗っけてあげるよ」と言った。飛行機に乗りたかった秋元少年は、東京の九重部

屋に遊びに行って、そこで暮らすうちに両親の反対を押し切って九重部屋に入門した。 

1977 年：11 代九重親方（元・千代の山）が没すると、九重部屋の兄弟子であった井筒親

方（元・第 52 代横綱北の富士：1942-）が 12 代九重を襲名して、千代の富士は 12 代九重

の弟子となる。その後、千代の富士は軽量やケガを克服して横綱に昇進し（第 58 代在

位：1981.9-1991.5）、数々の大記録を樹立。なお、12 代九重の直弟子・北勝海（現在の

八角理事長）も横綱に昇進（第 61 代在位：1987.7-1992.5）。 

1989 年：大相撲で初めて「国民栄誉賞」を受賞（34 歳）。なお、大鵬は没後に受賞して

いるが、北の湖は受賞していない。 

1991 年 5 月：貴花田との初対戦で敗れ、横綱を引退。一代年寄「千代の富」を辞退し、17

代陣幕を襲名。 

1992 年 4 月：師匠の九重と名跡交換し九重部屋を継承。しかし、まもなく陣幕（先代九

重）との考え方の違いが出てくる。 
1993 年 10 月：北勝海が引退して八角を襲名し、九重部屋から独立。この時、陣幕を含む

部屋付の年寄全員が八角部屋に移籍した。さらに、八角部屋は施設も旧九重のものを継承

し九重の方が部屋を出て行く形となった。このため、九重は自宅を改装して部屋を新設し

た。現在の九重部屋は「大横綱・千代の富士が師匠の相撲部屋」という色を前面に打ち出

した部屋になっている。（そのため、胸像を玄関に飾っていると言われている。） 
1994 年：役員待遇に昇進し審判部副部長に就任。しかし、所属する高砂一門が小派閥のた

め、相撲協会内での昇進が遅れる。 

2008 年 2 月：前年の朝青龍問題などの責任で高砂一門代表の高砂理事（元・大関朝潮）が

辞任したので、代わりに理事に昇任。 

2012 年：貴乃花親方と共に、北の湖（1953-2015）の理事長就任に尽力したことにより、

協会 No.2 の事業部長に就任。 

2014 年 1 月：北の湖理事長の病気欠場のため、理事長代行に就任。しかし、同年の理事選

挙で落選し、２段階降格して委員に後退。理事落選は高砂一門の内部抗争に敗れたのが原

因。 

2015 年 6 月 1 日：還暦（60 歳）を迎え、前日の 5 月 31 日に両国国技館にて、北の湖以来

2 年ぶり 10 人目の還暦土俵入りを行った。 
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2016 年 7 月 31 日：膵臓癌のために死去。61 歳没。（林の感想：若い頃の千代の富士には

脱臼の持病があった。彼は自らを筋肉隆々の体格に改造して脱臼を克服し、大横綱にまで

大成した。なお、彼の横綱時代には「星のやり取りをした」との噂が蔓延している。また、

私は彼の肉体改造はドーピングによるのではないかと疑っている。周知のように、ドーピ

ングは一時的には効果的であるが、長い目で見れば体には大変な負担になる。また、力士

には過食や大酒の習慣が多いが、これらも寿命を著しく短縮する。しかし、太く短い人生

も、それはそれで良いのではなかろうか。） 

さて、話題を銅像探索に移そう。日本銅像探偵団（１）のサイト）は「当サイト

は日本全国の銅像を網羅するデータベースの礎となることを目指しています」と豪語して

いる。私は「本サイトは、その割には抜けや間違いが多い」との感想を持つ。そこ

で偏屈老人である私は、本サイトの運営者が「ギャフン」と言うような銅像を発掘

することに快感を覚えている。力士の銅像に関しても、日本全国には古今東西の名

力士の銅像が沢山建立されている。しかし、日本銅像探偵団には、それらの抜けが

余りにも多い。 
私は「老い先」が短いので、「日本中の力士像の分布を調査する」ほどの時間的

な余裕がない。しかし、千代の富士の銅像のみに限定しても、ウィキペディアには

「千代の富士の銅像が横綱千代の山・千代の富士記念館（北海道福島町）、九重部屋玄関

前（東京都墨田区）、玉林寺（東京都台東区）の３箇所に建立されている。」との記載が

ある。一方、日本銅像探偵団の「日本の銅像ギャラリー」には、福島町の銅像と台

東区の銅像は収録されているが、本家の九重部屋にある銅像は収録されていない。

しかも、日本銅像探偵団のサイトには、収録された銅像の歴史（作者、建立年代、

建立者、建立のエピソードなど）が全く記載されていないのが大変残念である。 
そこで、私は上記３像の建立経緯を調査してみた。ネット検索の結果、私は「上

記３像とも作者は同一で（小張 隆男）、彼のプロフィールを見れば建立経緯が分か

る」ことが判明した。３）のサイト/eを参照にして、彼の略歴を以下に記載する。 
小張 隆男：日本大学芸術学部で彫刻を学び、現在も具象彫刻を中心に制作活動を行って

いる。 

1948：茨城県土浦市(旧新治郡新治村)に生まれる 

1975：日本大学芸術学部美術学科彫刻卒 

1992：横綱千代の富士像『出を待つ』制作 

1997：福島町横綱記念館に『千代の山像・千代の富士像』制作（揮毫は、29 代木村庄之

助） 

2011：台東区谷中玉林寺に「横綱千代の富士像」設置 

2012：北海道福島町に「横綱千代の富士像」設置（本像は、前年に玉林寺に建立された銅

像を作るための原型で、樹脂でできている。） 

なお、４）のサイト/eに、上記３像を含めた小張 隆男の代表的作品が収録されて

いる。また蛇足であるが、北の湖の銅像も調査して見た。その結果、横綱の出身地

である北海道壮瞥町の「横綱北の湖記念館」と川崎市の「川崎大師」に異なる銅像

が２体あることが判明した。日本銅像探偵団のサイトには、壮瞥町の銅像は収録さ

れているが、川崎大師の銅像は収録されていない。このサイトの方針として、「着

色された銅像はダメ」という規則がある。実際は、前者は綱が金色に着色されてお

り、後者は羽織が青色に着色されているので、アウトである。従って、私は川崎大

師には行かなかった。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://obari.com/takao/profile
http://obari.com/takao/wp-content/uploads/2015/04/2015%E3%83%95%E3%82%9A%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB.jpg
http://obari.com/takao/sculpture
http://www.geocities.jp/douzouz/
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（４）笹川良一の銅像 
九重部屋の千代の富士像を撮影して、自宅に帰る途中に、「JR 大久保駅」に立

ち寄って、笹川良一の銅像を探索して来た。日本銅像探偵団のサイトには、「銅

像数ランキング」という欄がある。この欄には、一位は二宮金次郎（100 以上）、

二位は坂本竜馬（39 体）、三位は松尾芭蕉（36 体）、四位は笹川良一（29 体）と

の記載がある。笹川良一（29 体）は、東京都４体、兵庫県１体、全国２４か所の

競艇場との内容である。 
笹川良一像は「59 歳の良一が 82 歳の母親テルを背負って讃岐・金毘羅神社の 785

段の階段を登っている仰々しい像」で、「孝養像」と呼ばれている。「銅像数ラン
キング」の東京都４体の所在を、日本銅像探偵団で確かめて見た。その結果、新宿
区百人町のホテル「海洋」、港区虎ノ門の「日本消防会館」、港区三田 の「笹川記
念館」、品川区の「船の科学館」の銅像が本サイト収録されていた。これで東京都
４体の所在を一応突きとめたことになる。しかし、「海洋」の像には「ホテルが解
体で移設（？）」との疑問符が付いていた。 
私が新宿区百人町のホテル「海洋」のその後をネット検索してみると、５）のサ

イト/lに、次のような記載があった。 

➀ホテル海洋は、いまやコリアン＆エスニックタウンとして有名な「大久保/新大久保」

エリアの西端（新宿区百人町 2-27-7）に立っていたシティホテル。 

②お台場の「船の科学館」と同じ日本海事科学振興財団を事業主体とし、バブルの余韻が

残る平成 4 年、旧「東京海洋会館」跡地に 253 億円の巨費をかけて新築・運営されていた

が、収益低下により 2005 年 5 月 18 日、ファンド会社「リプラス」傘下の「リプラスロー

ド」に売却。 

③同社の手で、既存の建物を生かしたショッピング/アミューズメント系のテナント＋ホ

テル＋レジデンシャル(高級マンション)の複合ビル「ハンドレッド・サーカス(HUNDRED 

CIRCUS) イーストタワー」にリノベーション。第 1 弾として 2008 年 3 月 1 日、13 階から

21 階までが営業開始。 

 

図６．JR 大久保駅前にあったホテル「海洋」の跡地 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.mport.info/inn/tokyo/tokyo23/shinjuku/hotel_kaiyona.html
http://www.mport.info/inn/tokyo/tokyo23/shinjuku/hotel_kaiyona.html
http://www.mport.info/kandagawa/inn/shinjuku/post_714.html
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 そこで、当日、私が JR 大久保駅前にあったホテル「海洋」の跡地に行って撮影し

た写真を図６に示す。５）のサイト/lの記載の通り、ホテル「海洋」は「HUNDRED 

STAY」のビルに変身していた。このビルの周辺を探索したが、孝養像を見つけるこ

とは出来なかった。なお、このビルの玄関前に気になる植栽があった。その写真を

図７に示す。私の勘では、この場所に孝養像があったのではなかろうか。 

 

図７．ホテル「海洋」跡地にあるビルの玄関前の植栽 

 

 それでは、兵庫県１体はどこにあるのであろうか？日本銅像探偵団の「日本の銅

像ギャラリー」の兵庫県の欄には孝養像は収録されていない。６）のサイト/3によ

れば、兵庫県 尼崎市 水堂町一丁目 10-9 にある「日本モーターボート競走会尼崎

支部立花寮」に孝養像があった。次に、東京都４体、兵庫県１体、全国２４か所の

競艇場の他には、孝養像はないのであろうか？ 
 私は、ネット検索により、上記以外に次の地点に孝養像があることを突き止めた。 
➀有名な笹川良一さんがお母さんをおぶっている像（孝養像）は、碧南市在住の彫

刻家加藤知彦さんが創作したものであり、全国第１号の像が碧南市湖西町の「勤労

青少年水上スポーツセンター」に設置されている。（７）のサイト/0） 

②大阪府箕面公園に、箕面出身という関係で日本船舶振興会会長であった笹川良一

さんがお母さんをおぶっている銅像があります。（８）のサイト/l）この孝養像は

「日本の銅像ギャラリー」の大阪府摂津地区の欄に収録されているが、「銅像数ラ

ンキング」欄の笹川良一像にはカウントされていない。 
③岡山市北区高松稲荷 712 「最上稲荷山妙教寺」の仁王門横にも孝養像があるそう

である。（９）のサイト/2）私は本像がここにある理由を知らない。 

④京都時代劇愛好会のサイトに、孝養像の写真が掲載されているが、撮影場所が不

明である。（10）のサイト/） 

http://www.mport.info/inn/tokyo/tokyo23/shinjuku/hotel_kaiyona.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://hizou.30maps.com/map/1043
http://www.box.city.hekinan.aichi.jp/node/210
https://blogs.yahoo.co.jp/noa_kamiya/20385074.html
https://ja.foursquare.com/v/%E5%AD%9D%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%83%8F%E7%AC%B9%E5%B7%9D%E8%89%AF%E4%B8%80-%E5%AD%9D%E9%A4%8A%E5%83%8F/586b18df6f20d12f273d7f52
https://gidaigeki.exblog.jp/
https://gidaigeki.exblog.jp/23101430/
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 従って、日本銅像探偵団の記載は次のように訂正すべきである。 
➀「新宿区の銅像」欄の訂正：ホテル「海洋」にあった孝養像は、既に撤去されて

いる。 
②「銅像数ランキング」欄の訂正：東京都内の銅像数は３体。また、多摩川競艇場

にも１体ある。なお、「船の科学館」には笹川個人の銅像が１体あるが、この銅像

はコテコテに着色されているので、対象外である。 
③「銅像数ランキング」欄の兵庫県１体は正しいが、「兵庫県の銅像」欄には写真

が収録されていない。 
④「銅像数ランキング」欄の訂正：愛知県１体、大阪府１体、岡山県１体を加える。

大阪府の銅像は「大阪府の銅像」欄に収録されているが、愛知県と岡山県の銅像は

「各々の県」欄に収録されていない。 
 

参考資料 

１）のサイト：http://www.geocities.jp/douzouz/ 

２）のサイト：https://www.homes.co.jp/archive/b-39554371/ 

３）のサイト：http://obari.com/takao/profile 
４）のサイト：http://obari.com/takao/sculpture 
５）のサイト：

http://www.mport.info/inn/tokyo/tokyo23/shinjuku/hotel_kaiyona.html 

６）のサイト：http://hizou.30maps.com/map/1043 

７）のサイト：http://www.box.city.hekinan.aichi.jp/node/210 

８）のサイト：https://blogs.yahoo.co.jp/noa_kamiya/20385074.html 

９）のサイト：

https://ja.foursquare.com/v/%E5%AD%9D%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%83%8F%E7%AC%B9%E

5%B7%9D%E8%89%AF%E4%B8%80-

%E5%AD%9D%E9%A4%8A%E5%83%8F/586b18df6f20d12f273d7f52 

10）のサイト：https://gidaigeki.exblog.jp/23101430/ 
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