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第 84 回 台東区谷中の岡倉天心座像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年３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、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

昨年末から本年始めまでに、私が書いた記事は、以下の通りである。近畿地方：

70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事/f。東京：74 回の記事/f、
75 回の記事/f、76 回の記事/f、77 回の記事/f、80 回の記事/f。奥州市：78 回の記事

/f、79 回の記事/f。銅像探索の第二の目的は、日本文化と日本人の人生を実地に学

ぶことと、運動不足の解消である。 
本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来

た。その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。81 回の記事/fでは、宝塚市の馬上

太子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像の探索記を記載した。82 回の記事/fでは、京

都市山科区の蓮如像の探索記を記載した。前回の記事/fでは、大阪市の銅像探索記

を記載した。東京に帰京してから、私は３月 13 日に東京で銅像探索を行った。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）台東区谷中の岡倉天心記念公園 
 私は80 回の記事/fで、有楽町の菊田像と湯島の岩崎像の探索記を記載した。当日、

私は岩崎像の探索後、谷中の岡倉像を探索する予定であった。しかし、本記事で書

いたように、岩崎像の探索後、老人の私は足がつってしまい、その後の探索を中止

した。そこで、私は３月 13 日に谷中の岡倉像探索に再挑戦した。岡倉像は台東区谷

中５－７の岡倉天心記念公園（岡倉天心旧居跡・日本美術院跡）に設置されている。

次ページの図１に、記念公園周辺地図を示す。 

 私は、1962 年から約 10 年間、文京区菊坂に下宿していた。当時、休日には殆ど

の食堂が休業するので、私は食堂を探して本郷界隈を徘徊していた。千駄木も私の

徘徊範囲で、当時は古い映画館があり、私はそこで際どい洋画をよく見ていた。そ

う言う事情で、私は千駄木界隈に土地勘がある。しかし、そこに岡倉天心記念公園

があることは、今まで知らなかった。 
 

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://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://76%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-80.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-79.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-81.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-83.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-80.pdf
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図１．岡倉天心記念公園の周辺地図 本図は、２）のサイト/lより借用。 

 
 今回、私は千代田線千駄木駅に下車し、団子坂下から谷中小学校前を通って、岡

倉天心記念公園に行った。勿論、私が徘徊していた 50 年前には、この一帯は千駄木

駅もなく、侘しい下町で食堂も殆ど無かった。所が、今では谷中界隈に属しており、

散策客が多く、瀟洒なレストランも沢山あった。記念公園の手前にあった大円寺に、

笠森お仙と鈴木春信の碑があった。碑文は摩耗して不鮮明であった。

 
図２．笠森お仙と鈴木春信の碑の案内板 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokyo/fukuinoasiato/fukuinoasiato4.html
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 図３に、岡倉天心記念公園の全景と六角堂を示す。 
 

 

  
図３．上：岡倉天心記念公園の全景、下左：六角堂、下右：公園の門標。 
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図４．岡倉天心宅跡の案内板。 本図は、３）のサイト/lより借用。 
 
記念公園の入口には、岡倉天心宅跡の案内板があった。私は本案内板の撮影に失

敗したので、代わりに３）のサイト/lの写真を図４に示す。本案内板とウィキペデ

ィアによれば、岡倉天心の略歴は次の通りである。 

岡倉 天心（おかくら てんしん、1863.2.14-1913.9.2）は、日本の思想家、文人。本名

は岡倉覚三（かくぞう）。横浜の本町 5 丁目に生まれる。福井藩出身の武家で、1871 年に

家族で東京に移転。東京美術学校（現・東京藝術大学の前身の一つ）の設立に大きく貢献

し、のち日本美術院を創設した。近代日本における美術史学研究の開拓者で、英文による

著作での美術史家、美術評論家としての活動、美術家の養成、ボストン美術館中国・日本

美術部長といった多岐に亘る啓蒙活動を行い、明治以降における日本美術概念の成立に寄

与した。 

1890 年：東京美術学校初代校長に岡倉天心、副校長はフェノロサ。27 歳のこの頃が最も

活動がさかんであった。同校での美術教育が特に有名で、福田眉仙、横山大観、下村観山、

菱田春草、西郷孤月らを育てたことで知られる。西黒門町から中根岸 7 番地に転居。 

1898 年：東京美術学校を排斥され辞職。同時に連帯辞職した大観らを連れ、日本美術院を

下谷区谷中に発足させる。 

1904 年：ビゲローの紹介でボストン美術館中国・日本美術部に迎えられる。 

1906 年：美術院の拠点を茨城県五浦に移す。この団体は岡倉の活動が鈍るにつれて活動も

減少するが岡倉の没後、大観らによって再興された。 

４）のサイト/mと５）のサイト/lによれば、岡倉天心記念公園の開園経緯は次の

通りである。日本美術院は明治 31 年（1898）岡倉天心が中心になって「本邦美術の特性

に基づきその維持開発を図る」ことを目的として創設された民間団体で、当初院長は天心、

主幹は橋本雅邦、評議員には横山大観、下村観山らがいた。活動は絵画が主で、従来の日

https://kiyoto-midori.blog.so-net.ne.jp/upload/detail/20100929_IMG_4049-bece1.jpg.html
https://kiyoto-midori.blog.so-net.ne.jp/upload/detail/20100929_IMG_4049-bece1.jpg.html
http://www.geocities.jp/bane2161/okakuratensin.htm
http://%EF%BC%95%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.syougai.metro.tokyo.jp/bunkazai/week/sendagi/sendagi05.html
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本画の流派に反対し、洋画の手法を取りいれ、近代日本画に清新の気を与えた。この場所

に建てられた美術院は明治 31 年９月に竣工した木造二階建で、南館（絵画研究室）と北

館（事務室・工芸研究室・書斎・集会室）からなり、附属建物も２，３あったといわれて

いる。明治 39 年（1906）12 月に美術院が茨城県五浦［いずら］に移るまで、ここが活動

の拠点になっていた。本園は昭和 41 年（1966）11 月、台東区により開園されました。園

内には五浦の六角堂を模した記念堂が建てられ、内部に岡倉天心の座像が安置されていま

す。本像は、平櫛田中（ひらくしでんちゅう）が昭和 6 年に制作した作品（東京藝術大学

構内に展示）の原型から鋳造されたものです 

 なお、茨城大学五浦美術文化研究所・天心記念館（茨城県北茨城市大津町五浦）

や同館内にある六角堂の紹介は、４）のサイト/mが詳しい。また、五浦には、平櫛

田中作の天心坐像と五浦釣人像がある。これらの銅像は、日本の銅像探偵団のサイ

トに収録されていない。 

 
（３）岡倉天心記念公園の岡倉天心座像 

 
図５．岡倉天心記念公園の六角堂に設置された岡倉天心座像 
 
 記念公園の六角堂の中に岡倉天心座像が設置されていたが、入口には鍵がかけら

れていた。堂の側面にはガラス戸があったが、細かい鉄格子があり、それに網ガラ

スが取り付けてあった。従って、撮影環境は最悪であった。室内の照明は良かった

ので、網目の間から撮影を試みた。比較的良く撮れた写真を図５に示す。 
 六角堂の横には記念碑があり、銅板に銘文（讃 岡倉天心史跡記念堂）が彫られ

ていた。しかし、文字は薄くなり、木の枝越しに日光が斑に当たっていたので、銘

板の撮影は大変困難であった。銘文で解読出来た範囲とネット記事を参考にすると、

本像の基本データーは次のようになる。 
銅像の名称：岡倉天心座像 

http://www.geocities.jp/bane2161/okakuratensin.htm
http://www.geocities.jp/douzouz/
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設置場所：東京都台東区谷中５－７ 岡倉天心記念公園（岡倉天心旧居跡・日本美

術院跡） 
設置時期：昭和 41 年（1966）11 月吉日 
設置者：岡倉天心史跡記念堂建設委員会 
銅像製作：原像作家の平櫛田中が本像を寄贈。（昭和６年 12 月に東京美術学校に設

置された銅像を原型としている。） 
設置経緯：明治 39 年（1906）12 月に美術院が茨城県五浦［いずら］に移るまで、

ここが活動の拠点になっていた。昭和 41 年（1966）11 月、台東区により岡倉天心

史跡記念六角堂が建てられ、堂内には平櫛田中作の天心坐像が安置された。 
なお、銘文に彫られた建設委員会委員の氏名を図６に示す。 

 
図６．岡倉天心史跡記念堂建設委員会の委員 
 
６）のサイト/aには、銘文の全文が記載されているので、以下に引用する。 

讃 岡倉天心史跡記念堂 
明治美術界の偉大な先覚者岡倉天心は、明治２１年（１８８８）当地谷中初音町に日本

美術院を創設し、幾多の俊英を育成して東洋美術の真髄を広く世界に紹介した。とくに日

本の明治開化期にあって、東京美術学校の創立、中国、インドの古美術踏査、日本美術史

http://www.uchiyama.info/hana/hana/kouen/tokyo/okakura
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の著述など多岐にわたる芸術活動は、我が国美術界に大きな改革をもたらした。 
 本区の誇る偉才岡倉天心の輝かしい業績を後世に伝えるべく台東区長上條貢氏は、かね

て遺蹟顕彰の方策を持っていたが、時偶々上野信用金庫理事長長野高一氏より多額の浄財

の寄託を受けるに及び日本美術院発祥の当地に岡倉天心史蹟記念堂の建設を発意した。 
 上條区長の委嘱により地元関係者をもって建設委員会が編成され、史蹟記念堂の実現に

意を注いだ。幸い天心の直門であり、その薫陶にも触れた日本木彫界の泰斗平櫛田中先生

の賛意を得て秀作「岡倉天心像」の寄贈を受け、これを六角堂に収め「岡倉天心史蹟記念

堂」と命名する。  
 芸術文化の中心地として知られる上野の一角に平櫛田中、長野高一両氏をはじめとする

多くの人々の厚意によって「岡倉天心史蹟記念堂」が建設されたことは誠に大きな意義が

ある とこしえに天心の偉業を伝える事績として愛護されんことを記念し、ここに賛を記

す。 昭和４１年（１９６６）１１月吉日  
岡倉天心史蹟記念堂建設委員会委員 
 台東区長 上條貢  台東区助役 金津武夫  台東区収入役 鈴木義尚  台東区議

会議長 和田長敬  台東区議会副議長 斉木竜雄  上野信用金庫理事長 長野高一  

岡倉天心像寄付者 平櫛田中  台東文化振興会会長 頼母木真六  谷中地区町会連合

会長 木村智広 
 
（４）本像を製作した平櫛田中の紹介 
 東京都小平市学園西町 1-7-5 に小平市平櫛田中彫刻美術館がある。本館の HP

（７）のサイト/u）によれば、本館の概要と平櫛田中（ひらくしでんちゅう）の略

歴は次の通りである。 

小平市平櫛田中彫刻美術館は、日本近代彫刻の巨匠・平櫛田中の作品を保存・展示し、

ながくその功績を顕彰するとともに、市民文化の向上を図ることを目的として、昭和 59

年（1984）に平櫛田中の旧宅を公開し、「小平市平櫛田中館」として開館しました。その

後、平成 6 年（1994）に展示館を新築し、平成 17 年(2005)に遺族から作品の寄贈を受け

たことを機に、平成 18 年(2006)4 月に館名を「小平市平櫛田中彫刻美術館」へ変更し、現

在に至っています。平櫛田中は、明治 5 年（1872）、現在の岡山県井原市に生まれ、青年

期に大阪の人形師・中谷省古のもとで彫刻修業をしたのち、上京して高村光雲の門下生と

なりました。その後、美術界の指導者・岡倉天心や臨済宗の高僧・西山禾山の影響を受け、

仏教説話や中国の故事などを題材にした精神性の強い作品を制作します。昭和 45 年

（1970）、長年住み暮した東京都台東区から小平市に転居し、昭和 54 年（1979）に 107

歳で亡くなるまでの約 10 年間を過ごしました。 

 

（５）千駄木界隈のグルメ 

 私（林）は半世紀ぶりに千駄木界隈を訪問し、その豹変ぶりに驚いた。半世紀前

の千駄木界隈は侘しい下町で、古くて小さい木造住宅が並んでいただけであった。

所が、現在の千駄木界隈は、高層ビルは無いものの、谷中観光の一部となり、散策

者が多く、瀟洒なレストランもあちこちに営業していた。例えば、岡倉天心記念公

園の前には、「HAGI CAFE」と言うおしゃれなレストランがあった。その写真を次

ページの図７に示す。私は「ここで昼食を取ろうか」と思ったが、直前に十人近く

の若者達がどかどかと入店したので、私はここを敬遠した。私は千駄木駅上の団子

坂下交差点にあった「Fwatty Café」に入り、カレーランチ（税込み千円）を食べた。

当店内はレトロな雰囲気で感じは良かった。 

 

http://denchu-museum.jp/aboutdenchu
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図７．上：岡倉天心記念公園前の「HAGI CAFE」、下：Fwatty Café のカレーランチ。 
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（６）東京貿易ホールディングス創業者の松宮康夫像 

 高岡市の竹中銅器のサイト（８）のサイト/l）に、東京貿易ホールディングス創

業者松宮康夫像が掲載されていた。本像の原型作者は熊谷友児で、設置は 2016 年で

あった。東京貿易ホールディングスは東京都中央区京橋の京橋エドグランに入居し

ている。そこで、私は岡倉像を撮影した後、本ビルに行った。 
ウィキペディアによれば、「京橋エドグランは地下鉄京橋駅に直結し、歴史的建造物

の明治屋京橋ビル（区指定有形文化財）を保存し活用した高さ約 170ｍ再開発ビルで、

2016 年 11 月 25 日に開業した。低層階にはレストランなどの商業設備が、高層階には会社

が入居している。」図８に、地上から本ビルを撮影した写真を示す。 
 

 

図８．京橋エドグランを地上から撮影 

 

 私が３階のオフィスロビーでウロウロしていると、警備員のお兄さんに咎められ

た。 

警備員「何かご用ですか？」 

私「私は定年退職者で、現在は銅像撮影を趣味としています。ここに入居している

東京貿易ホールディングスの創業者の銅像を撮影したいのですが…。」 
警備員「オフィス・ラウンジには、入場証がないと入れません。」 

私「そうですか。」 

ここの警備員は読売テレビより格段に感じがよかった。しかし、入居会社の受付

まで行けないのは残念であった。８）のサイト/lに掲載された松宮康夫像を、次ペ

ージの図９に示す。 

http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_3486.html
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_3486.html
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９）のサイト/3によれば、東京貿易ホールディングスの概要は次の通りである。 

創業者である松宮康夫氏によって、1947 年 10 月 30 日に東京貿易商会として設立された。

当初は、造花の輸出や自転車の国内販売など、雑貨を取り扱う企業だった。その後、商材

を食料、鋼材、繊維、穀物、機械などへ拡大。1953 年には国交断絶状態だった中国とのバ

ーター貿易手法としてＴＯＭＡＳ方式を生み出し、民間企業として戦後初の取引に成功し

ている。この取引手法は現在も貿易用語辞典に記載されており、歴史的にも意義深い取り

組みとなった。やがて日本経済の戦後復興が進むとともに国内製鉄会社の指定問屋として、

鋼材の輸出事業に参入。さらに全世界から製鉄原料の輸入を行い、鉄鋼業界の市場拡大に

貢献した。同社の大きな特徴は、多くの商社が国や地域を取引の対象と考え、あらゆる商

材を取り扱おうとしたのに対し、商品を中心とする取引を手がけてきたことだ。商品を中

心とした取引を行うことで高度な技術知識や商品知識を蓄積し、それが取引先の大きな信

頼につながった。さらには、こうした知識・経験を生かし、協力会社との連携による国内

生産や、自社による独自生産などを進めてきた。 

10）のサイト/fでは、同社の会長・五阿弥（ごあみ）英也氏が次のように語って

いる。創業者の松宮の言葉に「創業の三精神」というものがあり、これが当社の多くの事

業会社を貫く基本哲学になっています。「困難に打ち克ち努力する精神」、「開拓者精

神」、「全員経営の精神」の三つです。特に、全員経営の精神はグループ経営をしている

当社の根幹に置くべき精神で、リーダーがしっかりしているだけでは駄目、組織全員でパ

ワーを発揮せよ、というものです。 

 

 

図９．東京貿易ホールディング

ス創業者の松宮康夫像 
本図は、８）のサイト/lより借

用。 

http://www.jftc.or.jp/shoshaeye/pdf/201604/201604_10.pdf
http://www.takenakadouki.com/cms/w_all/cate_area/kanto/tokyo/post_3486.html
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（７）今後の課題 

 会社が単独のビルに入居していて、受付の傍に銅像が設置されていれば、銅像撮

影を依頼しやすい。しかし、今回の東京貿易ホールディングスのように、雑居ビル

に入居していて、総合受付があると、目的の会社まで到達することが困難である。

予め撮影許可を依頼すればよいのだが、私はそこまで面倒なことは好まない。 
 私は、東京貿易の後に、別の会社に行く予定であった。しかし、住所を間違えて

しまい、違う住所を探索したので、目的の会社に行けなかった。次回以降に、この

会社にも行く予定である。 
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