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第 64 回 新宿区の銅像探索（その１） 

               筆者：林 久治（記載：2018 年９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、「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。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけている。 

私は６月に大阪に滞在していたので、その間にそれらの銅像の幾つかを探索した。

その探索記を57 回の記事/f、58 回の記事/f、および59 回の記事/fで書いた。しか

し、未探索の銅像や新たに発見した銅像が多く残されている。私は近いうちに大阪

に行くので、その時に残りの銅像を探索する予定である。 

しかし、東京近傍の銅像は、日本銅像探偵団のサイトで殆ど探索尽されている印

象であった。最近、私が住んでいる練馬区近傍の銅像をネット調査すると、上記の

サイトに収録されていない銅像がゴロゴロ見つかって来たのは意外であった。しか

し、東京でも８月中は猛暑で、銅像探索は出来なかった。所が、28 日９時の温度が

24.8℃に下がったので、私は練馬近傍の銅像探索を敢行した。西東京市の探索記を

60 回の記事/fに、西武池袋線の中村橋駅と練馬駅での探索記を61 回の記事/fに記載

した。 

東京では９月 11 日には大分涼しくなったので、東京都心に行って、銅像探索を行

った。先ず、東京ドームに併設されている野球殿堂博物館に行き、その銅像探索記

を62 回の記事/fに記載した。次に、銀座と日本橋にも行き、その銅像探索記を前回

の記事/fに記載した。その次に、私は新宿区に行って更に銅像探索を行った。本稿

ではその探索記を記載する。なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私

（林）の意見や説明を青文字で記載する。 

 

（２）牛込神楽坂駅前の銅像探索 

次ページの図１に、都営地下鉄・牛込神楽坂駅の周辺地図を示す。私は、地下鉄

丸ノ内線・三越前駅から、都営地下鉄・牛込神楽坂駅行った。牛込神楽坂駅に来た

理由は、新宿区中町にある宮城道雄記念館を見学し、そこにある宮城道雄先生の銅

像の写真を撮影するためであった。 

宮城先生は著名人であるので、日本銅像探偵団のサイトの「日本銅像ギャラリ

ー」の「東京都の銅像（新宿区）」欄には、先生の銅像はもちろん収録されている。

収録写真では、銅像は洋装で両腕が付いている。（写真が小さいので、銅像の銘板

は判読できない。）所が、他のネット記事を見ると、宮城道雄記念館にある先生の

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-57.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-58.pdf
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http://masaniwa.web.fc2.com/RW-60.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-61.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-62.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-63.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-63.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
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像は、和装で腕が付いていない。私は、「どちらが正しいか」を確認するために、

新宿区中町にある本記念館に銅像探索に来た次第である。 

 

図１．都営地下鉄・牛込神楽坂駅の周辺地図 本図は２）のサイト/より借用。 

 
 ９月 11 日（火）に、私は日本橋の三越本店から、牛込神楽坂駅に到着した。駅の

改札を出ると、図２左のような案内地図があった。この地図から、「宮城記念館は

A2 出口を出て、石田歯科室前のカーブを右に行けばよい」ことが分かった。図２左

の➀地点には、図２右のような案内板が電柱に貼られていたので、迷うことなく、

宮城記念館に着くことができた。 

 

  

図２．左：牛込神楽坂駅の案内地図、右：電柱に貼られた案内板 

➀ 

② 

中町 

https://www.mapion.co.jp/zip/13104/1620836-001/
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 宮城記念館の入口の写真を図３上に示す。残念なことに、この日は火曜日で休館

日であった。休館日の表示を図３下右に示す。通常の博物館や記念館は月曜日に休

館することが多いが、当館は月・火が休館とは驚いた。仕方がないので、私は翌日

の 12 日（水）に当館を再訪して、内部を見学し、写真撮影を行った次第である。 

 宮城道雄先生と宮城道雄記念館については、宮城道雄オフィシャルサイト（２）

のサイト/）に詳しく説明されている。また、３）のサイト/によれば、「一般財団法

人宮城道雄記念館」は、宮城道雄の偉業を顕彰し、三曲楽を中心とする日本音楽の研究と

普及の拠点である「宮城道雄記念館」を維持運営し、邦楽に関する調査研究を行うと共に

邦楽の普及に努め、日本独自の伝統文化を全世界に発信している。代表者は牧瀬喜久雄で

ある。 

 

  
図３．上：宮城道雄記念館の入口、下左：当館の表札、下右：当館の案内板。 

https://www.miyagikai.gr.jp/
https://www.miyagikai.gr.jp/
http://koueki.learning-with.us/tokyo/657/0/7723/
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 ２）のサイト/によれば、宮城道雄記念館は、1978 年 12 月 6 日、故人が晩年まで住ん

でいた敷地に建設された、日本で最初の音楽家の記念館です。当館には、第一展示室、第

二展示室、資料室、講堂、大広間があり、庭には「検校の間」がある。検校の間は 1948

年に建築された書斎で、国登録有形文化財である。晩年の宮城道雄はここで作曲や執筆に

あたりました。 

 

 
図４．上：検校の間、下：国登録有形文化財の説明文。 

https://www.miyagikai.gr.jp/
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図５．左：「検校の間」の前庭にある宮城道雄先生像、右：展示室の宮城像。 

 

 図５左に「検校の間」の前庭にある宮城道雄先生像を、図５右に展示室の宮城像

を示す。両像は同じである。次ページの図６に示すように、本像は宮城先生の七回

忌に朝倉文夫に依頼して制作されたものである。日本銅像探偵団のサイトに収録さ

れている「宮城道雄像」は、本記念館で私が撮影した宮城像とは全く違っている。

このサイトは何らかのミスで、間違った写真を掲載したのであろう。 
 宮城先生（1894-1956）は著名人なので、本稿では先生の紹介は敢えて行わない。

詳細は２）のサイト/をご覧ください。ただ、ここでは先生の死因に少し言及しよう。

若い世代は知らないと思うが、先生は夜行列車から転落して亡くなられた。 

ウィキペディアによれば、宮城先生は 1956 年 6 月 25 日未明、大阪での公演へ向かうた

め、下りの夜行寝台急行列車「銀河」に付き添いの内弟子牧瀬喜代子と共に乗車中、午前

3 時頃、愛知県刈谷市の刈谷駅手前で客車ドアから車外に転落した。午前 3 時半頃現場を

通りかかった貨物列車の乗務員から「三河線ガードのあたりで線路際に人のようなものを

見た」という通報を受け現場に向かった刈谷駅の職員に救助され豊田病院へと搬送された

が、午前 7 時 15 分に病院で死亡が確認された。救助時点ではまだ意識があり、自らの名

前を漢字の説明まで入れて辛うじて名乗ったと伝えられる。 宮城の死については寝ぼけ

てトイレのドアと乗降口を間違えたなどの推測や一方では自殺も噂されたが、どれも推測

や憶測にとどまり事故の真相は不明である。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
https://www.miyagikai.gr.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9C%E8%A1%8C%E5%88%97%E8%BB%8A
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 図３左に示したように、本記念館には「宮城會」と「宮城宗家」との２つの表札

があった。それらについて、２）のサイト/で調べた結果を以下に記載する。 

宮城會：1951 年３月、国内外におよぶ宮城道雄の門人がひとつの輪に結ばれ、互いに演奏

技術の向上と親睦を図る目的で、「宮城会」が結成されました。宮城会は宮城箏曲の普及

のみならず、日本音楽の継承発展のリ－ダ－として活動しています。こうした一連の宮城

会の活動に対し、1994 年 10 月には、ポーラ伝統文化振興財団から、第 14 回 伝統文化ポ

ーラ特賞が授与されました。なお、現在の会長は、牧瀬喜久雄。 

宮城宗家：宮城道雄は優れた作曲家でありましたが、同時に生田流箏曲の名演奏家でもあ

りました。この、宮城道雄が伝えた生田流箏曲および彼自身の作品（総称して「宮城箏

曲」）を、正統な芸として伝承し、さらにその芸の水準の維持と管理をする機関が「宮城

宗家」です。宮城道雄は 1905 年 9 月 1 日、11 歳のときに三代中島検校から生田流箏曲の

免許皆伝の巻物を授与されて、独立したひとりの専門家としての道を歩み始めます。この

時点で、宮城道雄は宗家たる資格を有したのです。道雄の死後、「宮城宗家」は夫人の貞

子、また、姪の喜代子、数江姉妹が受け継ぎました。なお、宮城宗家が統率する一門を

「宮城社」と称します。 

宮城貞子（1889-1968）：滋賀県大津市に生まれる。1918 年、宮城道雄に入門。同年 5 月、

道雄と結婚し苦難の時代を支えた。道雄の死後、宮城宗家・宮城会名誉会長。 

宮城喜代子（1905-1991）：滋賀県大津市に生まれる。旧姓は牧瀬（貞子の姪）。1918 年、

宮城道雄に入門。以来、道雄と行動を共にし、その死後は、宮城家の養女となり、宮城宗

家・宮城会会長として一門を率いる。宮城芸術の後継者として教授活動、演奏活動を展開

図５．左：台座の銘、中：宮城道雄先生の銘、

右：朝倉文夫のサイン。 

https://www.miyagikai.gr.jp/
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し、1973 年東京芸術大学教授、1978 年生田流協会会長、（財）宮城道雄記念館理事長、

1983 年重要無形文化財保持者（人間国宝）、1985 年社団法人日本三曲協会会長、1986 年

日本芸術院会員、1988 年勲三等瑞宝章を受章するなど箏曲界のリーダーとしてその活動は

多岐に及んだ。1990 年、「箏ひとすじに」出版。生涯独身。 

宮城数江（1912-2005）：旧姓は牧瀬（喜代子の妹）。1921 年、宮城道雄に入門。以来、

道雄と行動を共にする。喜代子の死後、宮城宗家・宮城会会長として一門を率いる。 

牧瀨裕理子（1943？-）：1951 年、宮城道雄に入門（8 歳）、引き続き宮城喜代子・数江

に師事。1965 年、東京藝術大学邦楽科卒業、宮城賞受賞。1968 年、同大学院修了。同年、

宮城家に繋がる牧瀬喜久雄と結婚。先宗家、宮城数江の晩年及び没後、宗家代行的役割を

担う。2013 年 5 月、宮城宗家を継承。現在は宮城宗家・箏曲宮城会名誉会長・一般財団法

人宮城道雄記念館・理事 

以上の資料を読んで、私（林）は「宮城道雄先生は盲目ながら、邦楽の革命児で、

作曲と演奏の両面で偉大な足跡を残された」ことには感動している。しかし、私は

宮城喜代子先生については、何も知らなかった。「喜代子先生は人間国宝に選ばれ

るほどの技量を持ち、宮城道雄先生夫妻の死後は、宮城家の養女として、宮城一門

を率いて宮城芸術を継承された」ことに敬意を表したい。なお、喜代子先生が「春

の海」を演奏している動画は、４）のサイト/Iで視聴できます。 
 

（３）若松河田駅前の銅像探索 

 私は、５）のサイト/4から、山根肇太郎翁像が山根グランドハイム（東京都 新宿

区 若松町 28-25）にあることを知った。本像は日本銅像探偵団のサイトに収録され

ていない。そこで、私は宮城道雄記念館を見学した後で、大江戸線・若松河田駅に

行き、本像を探索した。若松河田駅の周辺地図を図６に示す。 

 
図６．若松河田駅の周辺地図 本図は６）のサイト/より借用。➀：山根グランドハ

イム（東京都 新宿区 若松町 28-25）の所在地。 

 
図６の➀地点（新宿区 若松町 28-25）に到着すると、そこには大きな古いマンシ

ョンが建っていた。「山根グランドハイム」である。ビルの定礎は、図７上右に示

➀ 

https://www.youtube.com/watch?v=404tSfsP3eI
http://hizou.30maps.com/map/62864
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://transit.yahoo.co.jp/station/top/29332/
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すように、「山根肇太郎・昭和 60 年４月吉日」と記載されていた。ビルの１階には、

入居者とは別に個人用の玄関があり、玄関前に図７上左に示すような山根像があっ

た。本像の台座には、銘文が長々と刻まれていたが、本像の前には行けなかったの

で、今回は本像のみを望遠で撮影した。 

  

  

図７． 
上左：山根肇太郎翁之像、 

上右：ビルの定礎、 

下左：「旧柳生但馬守邸

跡」の石碑、 

下右：「荒木貞夫書」と花

押。 



 9 

 また、本ビルの敷地の角には、「旧柳生但馬守邸跡」の石碑が建っており、筆は

「荒木貞夫」であった。山根翁の詳しい経歴は不明であるが、５）のサイト/4と
７）のサイト/lより、翁の略歴は次のようである。 
鳥取県郷土人物文献データベースによれば、山根肇太郎（やまね・ちょうたろう：1902-

？）は鳥取県三朝町の人、軍人（陸軍，予備士官学校教官等。 軍人（陸軍，予備士官学校

教官等。陸軍復員局。）。実業家（不動産業，光商事を設立，山容不動産株式会社代表取

締役）。全国料理飲食喫茶業組合連盟会長。昭和 21 年９月、山根氏は旧柳生但馬守邸の

土地所有者になった。 

 なお、荒木貞夫と柳生但馬守の略歴は次の通りである。 
荒木 貞夫（あらき・さだお：1877 - 1966）は、日本の陸軍軍人、第 1 次近衛内閣・平沼

内閣の文部大臣、男爵。最終階級は陸軍大将。 真崎甚三郎と共に皇道派の重鎮であり、

昭和初期の血気盛んな青年将校のカリスマ的存在であった。極東国際軍事裁判において、

終身禁固刑の判決を受け、服役する。1955 年に病気のため仮出所し、その後釈放。間もな

く健康を回復。以後日本全国を回り、講演や近現代史研究のための史料調査などを行い、

積極的に活動した。 

柳生但馬守宗矩（やぎゅう・たじまのかみ・むねのり：1571-1646）は、江戸時代初期の

武将、大名、剣術家。徳川将軍家の兵法指南役。大和柳生藩初代藩主。剣術の面では将軍

家御流儀としての柳生新陰流（江戸柳生）の地位を確立した。 

 ここで一句、「マンションや 強者共の 夢のあと」。 
 
（４）都庁前の銅像探索 

  
図８．都庁前の銅像。左：アダムとイヴの像（都議会前）、右：ヒポクラテス像

（東京医科大学付属病院・外来待合室）。 

http://hizou.30maps.com/map/62864
https://blogs.yahoo.co.jp/takay36/35548619.html
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 若松河田駅前の銅像探索後、私は都庁前に立ち寄って、日本銅像探偵団のサイト

に収録されていない銅像を探索した。本稿では、銅像の写真のみを図８に示す。図

８左は、都議会前のアダムとイヴの像である。通常の像は全裸であるが、本像は着

衣である点が面白い。図８右は、東京医科大学付属病院・外来待合室のヒポクラテ

ス像である。ヒポクラテスは「医学の祖」として有名である。銅像の横にある説明

板を図９に示す。 

 
図９．ヒポクラテス像の横にある説明板 
 
（５）宮城流のお家騒動 
 私（林）が本稿を書くにあたり、宮城宗家のことを調査すると、「宮城先生の没

後に跡目争いがあったのではないか」との臭いがしてきた。本件は、邦楽の方々の

間では周知の事実かも知れない。しかし、邦楽には門外漢の私が、どうこう言える

立場ではないが、問題の一端を８）のサイト/4から以下に紹介しよう。 
宮城道雄作品の系譜 

「元宮城」といえば宮城衛（まもる）。宮城道雄の夫婦養子となりましたが宮城没後離

れました。小説で取り上げられたりしましたのでご存知の方も多いことと思われます。本

名の小野衛に戻り創明音楽会を立ち上げます。二代目の会長は嫡男の小野正志さんですが 
幼少の頃は宮城正志でありました。二代目の意志で宮城作品連続演奏会を７回に渡り主催

したのは大いなる評価を残しました。現在でも小野衛作品連続演奏会を継続中です。 
「前宮城」といえば安藤政輝。安藤は東京藝術大学の教授でもありましたがこちらも生

粋の宮城道雄の系譜にある人です。7 歳で宮城道雄に入門、引き続き宮城喜代子および宮

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://e-kameya.com/app-def/S-102/blog/?p=3824
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城数江に師事。1986 年以来 14 刷を重ねる概説書『生田流の箏曲』の著者でもあります。

箏・三絃・尺八対照譜「宮城道雄作曲集」現在第 9 号までの出版を継続中です。「前」に

なったのはこの譜本が原因になりました。（これが原因で、政輝は宮城会から破門。現宗

家の牧瀨裕理子は政輝の姉。）1990 年から宮城道雄の全作品連続演奏を開始して、現在ま

でに 15 回 204 曲を演奏、まだまだ継続中です。 

「現宮城」は砂崎知子。砂崎は、箏曲宮城社大師範であり宮城会関東支部長の大役にあ

った。2007 年より開始した全国ツアーで国内 26 箇所を廻るという偉業を成し遂げた。そ

れができたのも宮城曲を全国に知らしめるという強い意識があったからです。宮城曲のた

めならばいかなる舞台にも出演する。彼女の演奏力は宮城会の中でも図抜けている。（現

在は、砂崎も宮城会から退会しているようです。） 

ウィキペディアによれば、小野衛の略歴は次の通りです。 
小野 衛（おの まもる：1915-2001）は、日本の邦楽作曲家、演奏家。福岡県北九州市に

生まれる。雅号は猷山。幼少より邦楽に親しみ、福岡県中学修猷館を経て、東京帝国大学

理学部物理学科に進学。在学中に、島村卿山に尺八、宮城道雄に箏（琴）と三弦（三味

線）を学び、1937 年からは尺八のパートとして宮城道雄と共演する。1938 年に東大を卒

業後、宮城道雄の養女・よし子と結婚して婿養子となり、宮城衛と改姓したが、半年もし

ないうちに妻を失った。一方で、諸井三郎に作曲を学んでおり、1947 年には諸井門下の柴

田南雄、入野義朗、團伊玖磨らと新声会を結成し、「絃楽三重奏曲」、「五重奏曲」など

を発表している。1936 年から宮城道雄が亡くなる 1956 年まで、盲目の宮城道雄が作曲し

た点字の楽譜を五線譜などに翻訳する作業を行うなど、宮城道雄のよき協力者でもあり、

箏曲宮城流宗家となるが、1966 年宮城一門から独立して旧姓の小野衛に戻り、創明音楽会

を創立して、初代会長となる。箏、尺八、三弦の作曲家、演奏家、指揮者として活躍し、

その旺盛な創作活動で、現代邦楽のリーダーとなった｡ 

 現在では、宮城よし子の情報は少なくなってしまった。僅かに残っている記事を

以下に紹介する。 
９）のサイト/l：前年（1930 年）の 1 月に韓国から連れ帰った姪の牧瀬よし子の存在があ

ると思います。 よし子は 1931 年 3 月 23 日に正式に宮城と養子縁組をして宮城よし子と

なりましたが、その少し前の 3 月２日に行われた「作曲披露慈善演奏会」に早くも出演し

て、《赤い牛の子》《柿の種と握り飯》《ワンワンニャオニャオ》を歌っています。さら

に、ひと月後には、この 3 曲をレコーディングし、この年の暮れにも《町の物売》をレコ

ーディングしましたが、それはとても 9 歳とは思えないすばらしい表現力です。こうした

優れた歌唱力と愛らしい容姿から、よし子は雑誌のグラビアを飾るなど童謡アイドルのよ

うな存在となって活躍しました。（中略）1942 年 5 月 3 日の春秋会のおりに、宮城よし子

の箏、廣門伶風の尺八で演奏されています。 

10）のサイト/7：宮城よし子（宮城道雄長女、東京音楽学校講師）： 1943 年 9 月 29 日、

東京聖路加病院で死去。 
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