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第 74 回 大手町プレイスの前島密像 

               筆者：林 久治（記載：2018 年 12 月 24 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 11 月 22 日から 12 月４日まで大阪に滞在して、大阪と京都で銅像探索を行っ

た。70 回の記事/fでは、嵐山の紅葉を紹介した。71 回の記事/fでは、嵐山の近くの

花園にある妙心寺と京都学園高校にある沢村栄治の銅像を紹介した。72 回の記事/f

では、大阪市での銅像探索（その１）を書き、北島三郎黄金像と一寸法師の銅像を

紹介した。73 回の記事/fでは、大阪市西区のサムハラ神社とその創立者である田中

富三郎翁の胸像を探索した記事を記載した。 
今月 21 日は小春日和であったので、私は大手町プレイスの前島密像を探索した。

今回は、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）前島密の銅像 
 前島密（1835-1919）は新潟県出身で、日本の近代郵便制度の創設者の一人で 1円

切手の肖像で知られる。「郵便」や「切手」、「葉書」という名称を定めた。その

功績から「郵便制度の父」と呼ばれる。私の調査では、前島密の銅像は日本に 13 像

あり、日本銅像探偵団サイトの「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されているのは、

その内８像である。前島像の所在を以下に示す。 

札幌市中央区・北海道郵政研修所（○）、東京都中央区・日本橋郵便局（○）、東京都

千代田区・千代田霞が関郵便局（×）、東京都墨田区・郵政博物館（○）、東京都国立

市・中央郵政研修所内郵便局（×）、新潟県上越市・前島記念館に２像（○、×）、横須

賀市・浄楽寺（○）、横須賀市・浄楽寺前郵便ポスト（×）、静岡県磐田市・磐田駅南口

（×）、大阪市中央区・日本郵政ビル（○）、松山市・郵政研修所庭（○）、福岡市早良

区・九州郵政研修所（○）。なお、（○）は日本銅像探偵団サイトに収録されている銅像

で、（×）はされていない銅像である。 

 今回、私は「千代田霞が関郵便局」に設置されている前島像を撮影しようと思っ

た。探索の前日、私は念のために「千代田霞が関郵便局」を再検索した。すると、

２）のサイト/2から、「2018 年 9 月 25 日に、千代田霞が関郵便局が移転及び改称さ

れた」ことが分かった。変更後の名称は「大手町郵便局」、移転後の住所は「千代

田区大手町 2-3-1・大手町プレイス１階」であった。私は危うく、霞が関に行って、

時間を無駄にする所であった。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://www.post.japanpost.jp/notification/storeinformation/detail/index.php?id=3472
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 ウィキペディアによれば、「大手町プレイス」の概要は、次の通りである。 
本年９月２５日にオープンした「大手町プレイス」は、逓信総合博物館（逓信ビル）及び

旧東京国際郵便局舎跡地に「大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業」により建設され

た街区の名称であり、「ウエストタワー」及び「イーストタワー」の 2 棟の高層ビルで構

成されます。防災備蓄倉庫（約 3000 人分を 3 日分備蓄）を完備し、災害発生時には低層

部を帰宅困難者の一時滞在施設として開放されます。 

 図１に、大手町プレイスの周辺地図を示す。 

 
図１．大手町プレイスの周辺地図 本図は、３）のサイト/lより借用。 
 
（３）大手町プレイスでの前島密像の探索 
 私（林）は、地下鉄丸ノ内線大手町駅の A2 出入口より、大手町プレイスに行った。

A2 出入口の写真を次ページの図２上左に示す。ここの海抜は 3.4ｍだそうである。

図２下右には、大手町プレイスの「ウエストタワー」を真下から見た写真を示す。

本棟は地上 35 階、地下 3 階、高さ 182.00ｍである。ビルを見上げると、眼が眩む。

図２下には「当地が福井藩上屋敷跡であった」との案内文を示す。 

（本文は、４ページに続く。） 

●A2 出口 

https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n23062.html
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図２．上左：地下鉄丸ノ内線大手町駅の A2 出入口、 

上右：大手町プレイスの「ウエストタワー」を真下から見

た写真、下：福井藩上屋敷跡の案内文。 
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図３上に、大手町プレイスの「ウエストタワー」１階にある「大手町郵便局」を

示す。当局の内外を探索したが、前島像は無かった。そこで、私は当局の案内係の

強そうな小父さんに質問した。 

私「霞が関郵便局にあった前島密の胸像は、ここにありますか？」 

案内係「霞が関郵便局の１階にはありましたが、ここにはありません。」 
私「霞が関郵便局の前島像はどこに行ったのでしょうか？」 
案内係「分かりませんが、３階の日本郵便にあるかも知れません。ここから屋内に

入って、３階直行のエスカレーターで行けます。」 

屋内は、大変広々として立派であった。さすがは防災センターである。意外と親切

であった案内係の小父さんに教わったエスカレータを図３下に示す。 

 

 

 
 

図３． 
上：大手町プレイスの

「ウエストタワー」１

階にある「大手町郵便

局」、 

下：１階から３階に行

くエスカレータ。 
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図４上には大手町プレイス３階の図面を、図４下には３階ロビーの写真を示す。 

エスカレータで３階に行くと、そこにも大変広々としたロビーがあり、多くの人達

が休んでいた。ここなら、帰宅困難時には多数の人々が避難できそうだ。 

 
図４．上：大手町プレイス３階の図面（➀：エスカレーター終点、②：日本郵政グ

ループの JP セッション受付）、本図は４）のサイト/より借用。下：３階ロビー 

 
 ３階ロビーの奥に行くと、日本郵政グループの JP セッション受付（次ページの図

５上）があった。外側から見ると、胸像が見えた。多分、前島密の胸像であろう。

私は宝物を見つけた時のように「シテヤッタリ」と心の中で小躍りをした。受付に

➀ 

② 

https://otemachiplace.jp/facility/
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は、お姉さんが一人しかいなかった。私は「こんな場所に、か弱い女性一人では危

なかろう。米国なら、屈強なガードマンも居るだろう」と思いながら、彼女に撮影

許可をお願いした。そのような要望はないようで、彼女は一瞬躊躇ったが、彼女に

は断る理由がなかった。 

 

  
図５．上：日本郵政グループの JP セッション受付、下：前島密の胸像。 
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 私は「シメ、シメ」と思いながら、前島像の撮影を始めた。本像は「前島密像」

と打ち出された文字の上にただ置かれただけで、何の説明文も無かった。少し叩い

てみると、金ダライのような安っぽい音がした。ブロンズ像であることには、間違

いない。本像は室内の白壁の前に置かれ、照明は上後方からであったので、採光環

境は最悪であった。もろに逆光になり、良い画像を撮ることは甚だ困難であった。

強制フラッシュを用いて撮影しても、反射光の殆どはカメラに入射しないので、か

えって黒ん坊の画像になってしまった。私が撮影した写真の中で、まだましな画像

を図５下に示す。 
 私は１階の郵便局に寄って、件の案内係に「３階にありました。有難う御座いま

した」と礼を言った。彼は「そうでしたか。私も（後で）見に行きましょう」と喜

んで頂いた。 
 
（４）日本各地にある前島密像の紹介 
 本稿の２節に記載したように、前島密の銅像は日本各地の 12 カ所に 13 像ある。

それらを、下に再記する。 
札幌市中央区・北海道郵政研修所（○）、東京都中央区・日本橋郵便局（○）、東京都

千代田区・千代田霞が関郵便局（×）、東京都墨田区・郵政博物館（○）、東京都国立

市・中央郵政研修所内郵便局（×）、新潟県上越市・前島記念館に２像（○、×）、横須

賀市・浄楽寺（○）、横須賀市・浄楽寺前郵便ポスト（×）、静岡県磐田市・磐田駅南口

（×）、大阪市中央区・日本郵政ビル（○）、松山市・郵政研修所庭（○）、福岡市早良

区・九州郵政研修所（○）。なお、（○）は日本銅像探偵団サイトに収録されている銅像

で、（×）はされていない銅像である。 

 上記の前島像の中で、主な像を以下に紹介する。 
➀東京都中央区・日本橋郵便局の胸像（○）：図６を参照。 

  
図６．左：日本橋郵便局の前島像、右：郵便発祥の地のプレート 

http://www.geocities.jp/douzouz/


 8 

図６は、５）のサイト/2より借用である。図６左の前島像は、日本銅像探偵団サ

イトの「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されているが、本欄には設置場所が「中

央郵便局」と書かれている。これはミスプリで、正しくは「日本橋郵便局」である。

図６右ば、日本橋郵便局にある「郵便発祥の地」と記載されたプレートである。ま

た、本像には「前島男爵ノ命ニ依リ 密翁ノ像ヲ補綴改鋳ス 昭和十二年三月 会田富

康」と刻まれている。なお、本像は大手町の像と同版のようだ。 

②東京都千代田区・千代田霞が関郵便局（×）：本像は本稿で紹介した。 
③東京都墨田区東京スカイツリータウン・ソラマチ 9 階・郵政博物館（○）：図７

およびその説明文を参照。 

 
④東京都国立市・中央郵政研修所内郵便局（×）：図８およびその説明文を参照。 

 
➄新潟県上越市・前島記念館に２像（○、×）：次ページの図９を参照。 
７）のサイト/lは、上越市・前島記念館を次のように説明しいている。 

図７．郵政博物館の前島像 
本図は、６）のサイト/lより借用。 

本像は、日本銅像探偵団サイトの「日本の銅像ギャラ

リー」欄に収録されている。本像も日本橋郵便局の前

島像と同型のようだ。ウィキペディアによれば「（郵

政博物館は）2013 年に閉館した（大手町の）逓信総合博物

館の一部を引き継いだ施設で、2014 年 3 月 1 日にオープン

した。国内外の郵便、並びに郵便貯金・簡易保険などに関

する各種展示や、郵趣振興協会との共催により年間 8 回程

度開催する郵便切手や郵便史に関する「特別コレクション

展」および全日本切手展などの郵便に関する各種イベント

を行う。」 

図８．中央郵政研修所内郵便局の前島像 
本図は、７）のサイト/lより借用。 

本像は、日本銅像探偵団サイトの「日本の銅

像ギャラリー」欄に収録されていない。本像

は日本橋郵便局の前島像とは違って、全身像

であるので、建立の経緯は不明である。 

ウィキペディアによれば「郵政大学校・郵政研

修センターは、日本郵政グループ各社（日本郵政

株式会社・日本郵便株式会社・株式会社ゆうちょ

銀行・株式会社かんぽ生命保険）の社員に対し、

各種研修・訓練を行う施設である。郵政大学校

は、東京都国立市の中央郵政研修センターに入居

している施設である一方、研修センターは日本各

地 10 か所に設置されている」そうである。 

http://d.hatena.ne.jp/makoto-jin-rei/20090825/p2
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%B0%C5%E7
https://72469241.at.webry.info/201611/article_1.html
https://www.tripadvisor.jp/LocationPhotoDirectLink-g14134337-d6435169-i112755824-Postal_Museum_Japan-Oshiage_Sumida_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
https://tokyo-fukeiin.at.webry.info/200905/article_33.html
http://www.geocities.jp/douzouz/
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前島密（1835-1919）は越後国中頸城（なかくびき）郡津有村下池辺に上野家の次男と

して誕生しています。現在は上越市下池部神明替にある池部神社の地になります。上野家

は 1914 年になって東京に移住したために土地は人手に渡っていたのですが、前島密の遺

徳を偲んで、地元有志の募金によって土地を買戻し、鎮守三社を合祀した池部神社の敷地

内の前島密生誕地である屋敷跡地に 1922 年に生誕記念碑を建立しています。1931 年、現

在の記念館の向かいにある前島池部郵便局と稲田郵便局の発起、一般からの寄付で前島密

を顕彰する記念館が建てられています。 

  
図９．新潟県上越市・前島記念館の前島像 本図は、８）のサイト/lより借用。 
 
 ８）のサイト/lによれば、新潟県上越市・前島記念館の館外と館外には前島密の

２体の全身像がある。前者は「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されているが、後

者は収録されていない。両像ともに、国立市の全身像とは異なっている。本サイト

は、前者について次のように説明している。 

記念館の横にある生誕記念碑の前に立つ巨大な前島密の銅像は、同じく東京の逓信省庁

舎に付属した資料館前に 1916 年に建てられ、立憲改憲党設立に共に働いた大隈重信・箕

浦勝人（逓信大臣）・渋沢栄一などが祝辞演説を行っており、晩年隠棲していた本人も除

https://72469241.at.webry.info/201611/article_1.html
https://72469241.at.webry.info/201611/article_1.html
https://72469241.at.webry.info/201611/img13_1.147955681386389330177.html
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幕に出席した逓信省のシンボル的存在でした。戦時の金属供出で撤去されたのですが、溶

解寸前で終戦を迎え難を逃れ、現在の記念館横に移設された経緯があります。自身が発展

させた逓信省から東京の町を眺めていたものが、まさか自分の生れ故郷の姿を眺める銅像

になるとは本人も思っていなかったでしょう。 

⑥横須賀市・浄楽寺（○）と横須賀市・浄楽寺前郵便ポスト（×）：図 10 を参照。 

  
図 10. 左： 浄楽寺の前島像 本図は、９）のサイト/gより借用。右：横須賀市・

浄楽寺前の郵便ポスト（設置：2016 年 11 月） 本図は、10）のサイト/lより借用。 

 
９）のサイト/lによれば、前島の墓所は横須賀市・浄楽寺（神奈川県横須賀市芦

名 2-30-5）にあり、そこには図 10 左のような銅像が建っている。本像は、図９右

の像と同型のようだ。図 10 右は、横須賀市・浄楽寺前にある郵便ポスト上の前島像

である。前者は「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されているが、後者は収録され

ていない。本像は図６左の像と同型のようだ。10）のサイト/lによれば、前島の晩

年は次の通りである。「晩年は当地芦名に隠居所『如々山荘』を設け、村人や子供達と

親しみながら穏やかな余生を過ごしました。大正八年(1919)八十五歳でその生涯を閉じ、

この地(浄楽寺)に眠っています。」 

⑦静岡県磐田市・磐田駅南口（×）：次ページの図 11 を参照。 
 本像は「日本の銅像ギャラリー」欄に収録されていない。本像は札幌市の前島像

と同型のようだ。磐田市にも前島像があることは、一見不思議である。11)のサイト

/lによれば、その事情は次の通りである。 
前島は 13 歳で江戸に出て、医学・蘭学を学びながら西洋砲術や航海術を学び、さまざ

まな藩で職を歴任。幕臣・前島家の養子となり、前島来輔を名乗る。大政奉還後、駿河藩

公用人となり、1869（明治 2）年遠州中泉奉行（現・静岡県磐田市中泉）となる。中泉奉

https://pbs.twimg.com/media/B5zhLCRCYAAevdt.jpg
http://mahalo415.blog22.fc2.com/blog-entry-743.html
https://blogs.yahoo.co.jp/tcdnh830/62328838.html
http://mahalo415.blog22.fc2.com/blog-entry-743.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nsqqm568/42184588.html
https://blogs.yahoo.co.jp/nsqqm568/42184588.html
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行時代としての前島の職務は一般民政のほか、江戸から中泉奉行所管内に無禄で移住した

旧幕臣の世話であった。そのため彼らに桑の栽培法や養蚕の方法を教えたり、子弟の教育

に力を注いだ。 

在職年数がわずか 8 ヶ月であった前島の業績のひとつに救院の設置がある。明治元年の

水害などによる窮民の救済のため、中泉奉行所管内約 200 の寺院に救院の設置を要請した。

管内仏教会では、中泉村泉蔵寺を仮の救院とし、運営も経費も寺院の手でおこなわれた。

経営が困難な時もあったが、青山宙平らの尽力もあり、1887（明治 20）年まで存続した。

この頃、前嶋密と名乗るようになったといわれている。中泉を離れた後、前嶋は明治政府

に仕え、日本の近代化に大きな貢献を残した。 

 

図 11．静岡県磐田市・磐田駅南口の前島像 本図は、11)のサイト/lより借用。 

 

⑧福岡市と松山市の前島像は、日本橋の前島像と同型のようだ。しかし、大阪市の

前島像はこれまでに紹介した胸像とは異なり、独自の形である。 

 

（５）東京ドームシティのつるの剛士の胸像 

 私は12）のサイト/lで、次の記事を読んだ。「（2009 年）４月 25 日、東京ドームシ

ティにヒーローショー準専用劇場『シアターＧロッソ』がオープンした。これまでヒーロ

ーショーに使用していた野外劇場『スカイシアター』は閉鎖し、新たにジオポリス１階に

建設したものだ。」 

  

図 12．左：シアターＧロッソの入口、右：シアターＧロッソの「つるの剛士」像。 

なお、本図の写真は、12）のサイト/lから借用した。 

https://blogs.yahoo.co.jp/nsqqm568/42184588.html
http://kingdom.cocolog-nifty.com/dokimemo/2009/04/post-5438.html
http://kingdom.cocolog-nifty.com/dokimemo/2009/04/post-5438.html
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 私は 1970 年代に娘や息子を連れて、後楽園の野外劇場によく行った。現在は関西

医大の教授になっている娘は当時、女子ながら「ゴレンジャー」のショーが大好き

であった。12）のサイト/lによれば、この野外劇場は室内劇場の「シアターＧロッ

ソ」になっているそうだ。そこに、「東京ドームシティ市長」に就任した「つるの

剛士」の胸像がシアター入り口にあるそうだ。そこで私は、大手町プレイスで前島

密像を探索する前に、東京ドームに行って「つるの剛士」の胸像を探索した。 

 

 
図 13．上：東京ドームシティの地図、 下：「シアターＧロッソ」入口 

➀ 

http://kingdom.cocolog-nifty.com/dokimemo/2009/04/post-5438.html
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図 13 上に、東京ドームシティの地図（一部、本図は13）のサイト/iより借用。）

を示す。本図の赤い楕円が「ジオポリスゾーン」で、その１階に「シアターＧロッ

ソ」がある。図 13 下に、私が今回撮影した「シアターＧロッソ」入口の写真を示す。

私は当館の内外を探索したが、「つるの剛士」の胸像を発見することが出来なかっ

た。 

 そこで私は、ジオポリスゾーンの案内所に行き、そこに居た若いお姉さんに12）

のサイト/lの記事を見せて質問した。 

私「この記事にある『つるの剛士』の胸像はどこにありますか？」 
案内係「さあ。私は知りません。この記事は 10 年も前ですから、分かりません。」 

私は「ベテランの案内係なら、当館の開所式の様子も憶えていて、つるの像の行方

を承知しているのではなかろうか。こんな若い案内係しか居ないのは仕方がない」

と思い、つるの像の捜索を諦めた。 
 ジオポリスゾーンから地下鉄後楽園駅に帰る途中、図 13 上の➀地点に「鎮魂の

碑」があることを発見した。その写真を図 14 に示す。 

 
図 14．鎮魂の碑 場所は、図 13 上の➀地点。 

 

鎮魂の碑の詳細は、14）のサイト/lをご覧下さい。その一部を以下に示す。 

「鎮魂の碑」と刻まれたこの石碑は、戦争に散華した選手の霊を慰めるために建立された

ものです。プロ野球創設時から、大東京の代表、あるいはリーグの指導者として、その目

で選手を送り、また、戦死の悲報を受け止めた、セントラル・リーグ鈴木龍二会長（当

http://www.atoshira.com/entry/2017/07/26/grosso-osusume-zaseki
http://kingdom.cocolog-nifty.com/dokimemo/2009/04/post-5438.html
http://kingdom.cocolog-nifty.com/dokimemo/2009/04/post-5438.html
http://www.baseball-museum.or.jp/guide/floor/cenotaph.html
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時）の悲願が、下田コミッショナー（当時）をはじめ、有志各位の協力を得て、1981 年４

月に旧後楽園球場脇に建立されました。1988 年３月に東京ドームの完成にともない現在の

場所に移設されました。 

合掌。 
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