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第 90 回 京都市の石原像と蓮如像及び鳴門市の松江像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年５月 10 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/l（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。 

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。83 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 日に東京谷中で岡倉天心像を探索し、その探索

記を84 回の記事/fに書いた。３月 19 日に、私は港区で芝パークホテルの犬丸像と

松岡美術館の松岡像を探索し、その探索記を85 回の記事/fに書いた。私は３月 29

日に松岡美術館を再訪した。その後、渋谷区恵比寿駅周辺の銅像を探索した。86 回

の記事/fでは、それらの探索記を記載した。87 回の記事/fでは、国立駅前の郵政大

学校にある前島密像の探索記を記載した。 

本年の４月 25 日に、中学の同窓会が徳島市であったので、私は３年ぶりに帰徳し

た。2016 年 10 月に帰徳した時には、私は徳島で初めて銅像探索を行った。徳島市

での五宝翁太郎先生の銅像探索記を16 回の記事/fに、美馬市の真鍋勝代議士の銅像

探索記を17 回の記事/fにそれぞれ記載した。３年前から現在までの調査で、私は徳

島県にも日本の銅像探偵団/lに未収録の銅像が多数残っていることを発見している。 
そこで、今回の帰徳を利用して、私はこれら未収録の銅像の幾つかを撮影した。

88 回の記事/fでは、徳島県小松島市櫛淵八幡神社の喜田貞吉像を探索した模様を記

載した。前回の記事/fでは、徳島大学の長井長義像の探索記を記載した。今回、私

は、京都市の石原像と蓮如像及び鳴門市の松江像を日本の銅像探偵団/lに投稿した。

本稿においては、これらの銅像を簡潔に説明する。なお、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。 

  

 

 

 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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-84.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-85.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-87.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-16.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-17.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-88.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-89.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
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（２）京都市上京区の石原留次郎像 

 京都市上京区京菓子資料館の石原留治郎は、日本の銅像探偵団/lの「京都府の指

名手配銅像」であったので、私は４月 23 日に本像を探索した。図１上に、京菓子資

料館の周辺地図を示す。図１下に、京菓子資料館「龍宝館」の入口を示す。 

 

 
図１．上：京菓子資料館の周辺地図 本図は２）のサイト/より借用。 

下：京菓子資料館「龍宝館」の入口。 
 
京菓子資料館のＨＰ（３）のサイト/l）によれば、石原像は京菓子司・俵屋吉富

烏丸店（京菓子資料館の南隣にある）の３階｢俵屋文庫｣にあるようだ。そこで、私

は京菓子資料館を見学した後、隣の俵屋吉富烏丸店に行って、店員さんに「石原像

を拝見する」ことを交渉した。 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://https//%EF%BC%92%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88www.mapion.co.jp/phonebook/M04005/26102/0000005224_001im/
http://www.kyogashi.co.jp/index.html
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 最初、店員さんは「銅像は公開していません」と言っていた。しかし、彼は商人

なので、鉄道総合技術研究所の守衛さんとは違い、私が付け入る隙があった。私は

「石原翁の銅像は大変有名なので、私は東京からわざわざ拝見に来ました。何とか

見せて頂けないでしょうか？」と粘ってみた。店員さんは「実は、３階は雨漏りを

するので、公開していませんが、どうぞご覧下さい。」と許可して下さった。私が

３階に上がると、成程、雨漏りの跡が沢山ある。私は「当店は老舗なのに、雨漏り

を放置している。店の経営は結構苦しいのではないか」と思った。以上の経緯で、

私が撮影した石原留治郎翁之像を図２に示す。本像には銘文も説明文もなかった。

従って、本像の設置時期や銅像作者は不明である。 
 

  
図２．石原留治郎翁之像。 
 
 ３）のサイト/lには、京菓子司・俵屋吉富の沿革が次のように書かれている。 

1745 年：藤野別惣左衛門二男､惣兵衛京都に移住し､俵屋惣兵衛と称し､雑穀商を営む｡ 

1755 年：俵屋惣兵衛､室町上立売上る､澤屋播磨御菓子司に奉公し､相続する｡ 

1862 年：蛤御門の戦いにおいて類焼｡ 

http://www.kyogashi.co.jp/index.html
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1924 年：石原留治郎､俵屋を継ぎ（７代目）､屋号を俵屋吉富と称す｡ 

1933 年：室町上立売上る頭町に本店を新築し､禁裏菓子御用司としてつとめる｡ 

1942 年：第二次世界大戦による企業統制が行われ止む無く休業｡留治郎は有限会社日本菓

量を設立し京都師団の指定工場として軍用菓子を製造する｡ 

1945 年：終戦とともに日本菓糧を閉鎖｡未利用資源による代用食を考案｡ｱｻﾋ食品株式会社

を設立｡ 

1949 年：現住所にて京菓子業を再開｡ 

1951 年：戦後初めて京都大丸百貨店にて京菓子展示会が開かれ､雲龍を出品｡ 大好評を博

し､市長賞を受く｡ 

1953 年：株式会社俵屋吉富を呼称設立｡石原留治郎､社長就任｡ 

1957 年：葵祭､明治神宮祭典に雲龍を献上し､それぞれ感謝状を受く｡ 

1962 年：全国菓子協同組合連合創立十周年記念大会で､業界に尽くした功により表彰状を

受く｡ 

1964 年：第 1 回京都優良食品推選会において雲龍が推選証を受く｡ 

1973 年：石原留治郎､会長就任｡石原義正､社長就任｡ 

1975 年：第 3 回平安神宮銘菓献餞祭に雲龍を献上｡全国和菓子展にて万寿蘭が全日本賞を

受く｡ 

1979 年：石原留治郎､勲六等に叙せられ､瑞宝章を賜る｡ 

2001 年：烏丸店に隣接する、烏丸通上立売上るに龍宝館を新設｡ 

なお、４）のサイト/lによれば、石原翁の生年は 1900 年であるが、翁の没年は不明

である。図３に、京名菓・雲龍の写真を示す。 
 

 

 

 

 

（３）京都市山科区光照寺の蓮如像 

 82 回の記事/fで書いたように、私はこの時には京都市山科区で蓮如像を探索した。

しかし、山科の道が分かり難く、気力と体力が無くなり、光照寺の蓮如像を見るこ

とが出来なかった。そのような次第で、今回、光照寺に行くこととした。光照寺の

周辺地図を次ページの図４に示す。 

図３．京名菓 雲龍。本図は３）のサイト/lより借用。 

大粒の丹波大納言小豆を炊き上げた小倉餡と村雨餡を一本ずつ手

巻きし､雲に乗る龍の姿を表現した意匠棹菓子｡吟味を重ねた小豆

本来の旨みと､しっとりとした生菓子ならではの食感｡ 
大本山相国寺故山崎大耕老師が命名｡ 
価格：1 棹 1,620 円。 

http://webcatplus.nii.ac.jp/webcatplus/details/creator/128164.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
http://www.kyogashi.co.jp/index.html
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図４．光照寺の周辺地図。本図は５）のサイト/より借用。➀：西友前、②：案

内板、③渋谷街道、④：若宮八幡宮。 

 
 今回は、地下鉄東野駅で降りて、西友前の角（図４の➀）を東に行った。山科の

道路は複雑に曲がりくねっているので、分かり難くかった。後で分かったことだが、

②の角に光照寺への案内板があった（図５）。しかし、その案内板は分かり難い所

に掲示されていたので、私はそれに気付かず、②の角を北に曲がってしまった。い

くら歩いても光照寺に着かないので、私は通行人に「ここはどこですか？」と質問

した。その結果、何と私は③の地点まで来ていた。それから、若宮八幡宮（④の地

点：次ページの図６上）を通って、やっと光照寺に到着した。 

 
図５．光照寺への案内板（図５の②地点） 

➀ 
② 

③ 

④ 

https://www.mapion.co.jp/zip/26110/6078066-001/
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図６．上：若宮八幡宮（図５の②地点）、下：山科本願寺南殿跡。 
 
本文は、７ページに続く。 
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光照寺の手前に、山科本願寺南殿跡の標石がある。その写真を図６下に示す。

６）のサイト/lによれば、光照寺は真宗大谷派（東本願寺派）の寺院。1489 年、蓮

如はこの地に山科本願寺南殿を建設。1532 年、山科本願寺は六角氏と法華宗徒によ

り焼失。1536 年、南殿跡に本寺の前身である光称寺が再建された。本寺の写真を図

７に示す。 

 

  

図７．上：光照寺 
下左：光照寺の境

内にある蓮如上人

像 
下右：台座の銘板 
 

https://kyotofukoh.jp/report708.html


 8 

 光照寺の境内にある蓮如上人像を図７下左に示す。台座の銘板（図７下右）より、

本像は蓮如上人南殿御隠居五百年記念により、平成元年（1989 年）７月に建立され

たことが分かった。82 回の記事/fで書いたように、東本願寺山科別院長福寺（東別

院）の蓮如像（黒岩淡哉作）は 1996 年３月 25 日に再建され、西宗寺（西本願寺

派）の蓮如上人放鶯像（竹谷邦夫作）は 1997 年９月の建立である。従って、山科に

ある３体の蓮如像の中で、光照寺の銅像が最古であることが分かる。なお、本像は

吉崎御坊跡の蓮如像（1934 年、高村光雲作）と同型である。 
 
（４）鳴門市大麻町板東のドイツ館に建立された松江豊寿像 
 私は徳島県出身だから、板東俘虜収容所のことはよく知っていたし、収容所長で

あった松江豊寿大佐の銅像が板東のドイツ館で 2018 年６月に建立されたことも知っ

ていた。私は、松江像の建立後、直ちに徳島に帰り、松江像を撮影することが出来

なかった。従って、誰かが松江像を日本の銅像探偵団/lに投稿するのではないかと、

心配していた。私は本年の４月 25 日、同窓会出席のため徳島市に帰郷した。幸いな

ことに、それまで誰も松江像を投稿しないので、同窓会の前後に板東のドイツ館に

行く決意をしていた。徳島市と鳴門市の周辺地図を図８に示す。 

 
図８．徳島市と鳴門市の周辺地図 本図は７）のサイト/より借用。 
 

徳島市中心部 

鳴門市 

中心部 

鳴門市板東 

吉野川 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
https://douzou.guidebook.jp/index.html
https://www.shikoku-u.ac.jp/admissions/uni-junior/place/
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 図８に示すように、徳島市の中心部は吉野川の南部にあり、鳴門市は吉野川の北

部にある。徳島駅→池谷駅→板東駅→（高松駅に至る）が JR 高徳線で、池谷駅→鳴

門駅が JR 鳴門線である。汽車（徳島県には電車がない）に乗れば、徳島駅－板東駅

の所要時間は約 25 分と大変近い。板東駅の周辺地図を図９に示す。本図に示すよう

に、板東駅周辺には、霊山寺、大麻比古神社、ドイツ館、賀川豊彦記念館、第九の

里などの徳島県を代表する観光地が多い。

 
図９．板東駅の周辺地図 本図は８）のサイト/gより借用。 
 
 板東俘虜収容所は第一次世界大戦の間、ドイツ軍の捕虜約千名を収容していた徳

島県板野郡板東町（現・鳴門市大麻町板東）にあった収容所である。ここの所長で

あった松江豊寿中佐（後に大佐に昇進）は、捕虜達を「武士」として人道的に扱っ

たことで有名である。板東俘虜収容所や松江所長の紹介は、９）のサイト/lが優れ

ている。 

 鳴門市ドイツ館は、板東俘虜収容所の記念施設として、1972 年に鳴門市により建

設された。現在の建物は２代目で、1993 年に竣工した。10）のサイト/lはドイツ館

を次の様に説明している。 
その歴史は大正時代に遡ります。かつて鳴門市大麻町（当時の板野郡板東町）には、大正

6 年～大正 9 年（1917 年～1920 年）のおよそ 3 年間、第一次世界大戦時に日本軍の捕虜と

なったドイツ兵を収容した「板東俘虜収容所」が存在しました。 

板東俘虜収容所では、所長である松江豊寿をはじめとした管理スタッフがドイツ兵の人権

http://livedoor.blogimg.jp/arudeyo/imgs/7/f/7f124f18.jpg
http://blog.livedoor.jp/otakarajoho/archives/33206348.html
http://doitsukan.com/what.html
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を尊重し、できるかぎりの自主的な生活を認めていました。そのため、ドイツ兵たちは

元々優れていた技術を活かして様々な活動に取り組み、中でも盛んだった音楽活動におい

ては、ベートーヴェンの「交響曲第九番」を、アジアで初めてコンサートとして全楽章演

奏しました。また、ドイツ兵たちは地域の住民とも交流を深め、親しみを込めて「ドイツ

さん」と呼ばれるようになるほど打ち解けていました。こうしたエピソードから、板東俘

虜収容所は模範収容所と評価されました。鳴門市ドイツ館は、板東俘虜収容所で過ごした

ドイツ兵たちの活動の様子や、地域の人々との交流の様子を展示した史料館です。 

また、「第九」初演から 100 周年となる 2018 年 6 月には、元収容所長の松江豊寿の銅像

が新たに建立された。 

 往時の板東俘虜収容所と現在の鳴門市ドイツ館の写真を図 10 に示す。 

 

 
図 10、上：往時の板東俘虜収容所、本図は９）のサイト/lより借用。下：現在の鳴

門市ドイツ館、本図はウィキペディア「鳴門市ドイツ館」より借用。 

http://blog.livedoor.jp/otakarajoho/archives/33206348.html
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ウィキペディアによれば、松江所長の略歴は次の通りである。 
松江 豊寿（まつえ とよひさ、1872 年 7 月 11 日 - 1956 年 5 月 21 日）は、会津若松生ま

れの陸軍軍人、政治家。最終階級は陸軍少将。第 9 代若松市長（1922-1925）。 第一次世

界大戦中に板東俘虜収容所所長（1917-1920）を務め、在任中にドイツ人俘虜を人道的に

扱い地元の住民とドイツ人俘虜を交流させた。この時、ドイツ人俘虜によって日本で初め

てベートーベンの交響曲第 9 番が演奏された。映画「バルトの楽園」の主人公としても知

られる。  

松江所長の写真を図 11 に示す。 

 

 
図 11．板東俘虜収容所の松江豊寿所長 本図は９）のサイト/lより借用。 

  

 私は、同窓会の翌朝（４月 26 日）に、鳴門市ドイツ館に行く積りであった。東京

で、徳島駅から板東駅に行く列車の時刻表を調べて見た。その結果、驚いたことに

は、運行本数が著しく少ないことを発見した。板東駅方面に行く徳島駅発の朝の列

車時刻は次の通りであった。７時台：06 分、８時台：46 分。９時台：なし。10 時

台：02 分と 58 分。８時 46 分の列車に乗り遅れると、10 時 02 分まで待たねばなら

ない。 

私は４月 25 日に徳島バスの案内所に行って、「徳島駅から板東方面に行く定期バ

スが運行されているか」どうかを尋ねた。結果は、残念ながら「否」であった。こ

れでは、多くの観光施設がある板東は、全く田舎の小松島市櫛淵町（徳島駅から１

日７回のバス便がある：88 回の記事/fを参照。）よりも不便な町であることが判明

した。 

徳島大都市圏（徳島市、鳴門市、小松島市などを含む）は 68 万の人口を有し、四

国では第２位である（全国で 27 位）。この大都市圏内の基幹鉄道が、１時間に１本

以下の運行では、過疎村並みで全く寂しい。これに反して、同じ四国の松山市や高

松市では、JR 路線の他に郊外電車の路線が３本もある。更に、松山市では市内電車

http://blog.livedoor.jp/otakarajoho/archives/33206348.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-88.pdf
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まである。これらの電車路線は、１時間に何本も運行されている。（例えば、琴電

長尾線は、朝夕は約 12 分間隔、昼間でも 20 分間隔で運転されている。） 

私は「徳島に私鉄がない理由は、徳島平野が吉野川という大河に分断されている

ので、私鉄では吉野川に橋を架ける費用を賄えなかったから」と考えている。それ

に反して、松山平野や讃岐平野では河川が小さいので、私鉄が自由に路線を建設す

ることが出来た訳である。以上ように、徳島の鉄道やバスは不便だから、徳島の

人々は仕方なく自家用車で外出する。その結果、鉄道やバスの乗客が減少し、運行

回数が減り増々不便になる。全くのイタチごっこである。 

 私は「４月 26 日の板東行きに時間を取られると、26 日中に東京に帰れないかも

知れない。27 日に帰京すると、連休の混雑に巻きこまれる」と心配であった。所が

幸いなことに、25 日の同窓会の会場で、佐藤弘一君から「昨日、板東に行って、松

江所長とベートーヴェンの銅像を撮影して来た」と告げられた。ベートーヴェンの

銅像は日本の銅像探偵団/lのサイトに収録されているので、私は佐藤君から松江像

の写真を拝借することとした。そのお蔭で、私は 26 日に板東に行く必要が無くなり、

26 日朝に徳島を出発して、26 日中に帰京することが出来た。図 12 に、松江像の写

真を示す。 

 

 

補充：板東俘虜収容所の紹介は、13）のサイト/mも優れている。 

 

図 12．松江豊寿の胸像 
写真撮影者：佐藤弘一 

設置場所：徳島県鳴門市大麻町

板東 鳴門市ドイツ館 

設置時期：2018 年６月１日 

（除幕式：11）のサイト/l） 

胸像製作：河崎良行（1935-） 
徳島県出身、徳島大学名誉教授 
（12）のサイト/4より。） 

https://douzou.guidebook.jp/index.html
http://tamutamu2014.web.fc2.com/banndoufuryosyuuyousyo.htm
https://www.sankei.com/west/news/180607/wst1806070054-n1.html
https://www.topics.or.jp/articles/-/3264
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