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序章 彫刻の制作
銅像の代表的な製法は、鋳造法で、
材料は主に青銅（ブロンズ）が用いられる。

１．木や石、粘土などで型となる像を作り、乾燥させた後に雲母の粉を塗布する。
２．その上から再び粘土や石膏を重ね、再び乾燥させる。
３．重ねた粘土・石膏を切り分けて剥がし、原型となる像の表面を5～6cm削る。
このときに出来た隙間に銅が流し込まれる。

４．下から順に切り分けた粘土を戻し、戻した部分を盛り土で固める。
５．外からは原型が徐々に土に埋まるように見える。隙間に溶けた銅を流し込み、
冷えて固まったら再び切り分けた粘土を重ねて土で固める。

６．上記の手順を全ての像が土の中に埋まった状態になるまで繰り返す。
７．土と表面の粘土を取り除き、表面を磨いたりして成形したら完成。

それ以外にも吸引鋳造法やガス型鋳造法などがある。



第１章 星川彫刻プロムナード編

日本画家・大野百樹氏による絵画と筆記



熊谷市の市街地を流れる星川には7つの広場があ
り、一番上流にある「いこいの広場」には北村西望『戦
災者慰霊之女神』が昭和50年（1975）、終戦30周年を
記念して建立された。これらの彫刻群は、熊谷駅前の
北村西望『熊谷次郎直実像（『熊谷之次郎直實』）』と

ともに、星川を印象付ける彫刻通り（プロムナード）を
形成し、文化芸術の顕彰を進める拠点となっている。
昭和56年（1981）春、「星川に水と緑と芸術を、そして
メルヘンの道に」との願いで熊谷青年会議所などが発

案し、市による彫刻像設置事業の実施が決定した。



『戦災者慰霊之女神』
北村西望（きたむら・せいぼう）

昭和50年（1975）8月16日建立〈いこいの広場〉
熊谷市は終戦直前の熊谷空襲によって市街地
を中心に大きな被害を受け、星川周辺をはじ
め多くの尊い命が失われた。昭和50年（1975）、
戦災30周年にあたり星川保勝会と熊谷市戦災
遺族会が中心となり、慰霊碑建立奉賛会が結
成され浄財の寄付によって、昭和50年（1975）8
月16 日に建立された。この等身大の像は、高
純度アルミニウムで制作され、静かな銀色は
慈愛に満ちた戦災の苦しみを再び繰り返して
はならないとの祈りが感じられる。



北村西望（1884～1987）

長崎県に生まれ、東京美術学校
（東京藝術大学）卒業。同学校教
授、芸術院会員、同第1部長、日展
の要職などを歴任し、文化勲章を
受章。20 世紀を代表する現代日
本彫塑界の領軸として活躍した。



『新 風』
富永直樹（とみなが・なおき）

昭和59年（1984）3月6日建立〈若もの広場〉
このブロンズ像は、高さ2ｍ余りの大作で、
改組第3回日展で「日本芸術院賞」を受賞し
た代表作である。若々しく力強さ溢れる若者
が引き上げる布は、まさに新風をはらみ、見
上げる瞳は希望に輝いている。静と動が一
体となって調和し素直な美しさの中に若きロ
マンが刻みこまれているのが感じられる。



富永直樹（1913～2006）

長崎県に生まれ、東京美術学校（東京
藝術大学）で北村西望に師事し、卒業
後、昭和25年（1950）、昭和26年
（1951）に連続で日展の特選を受賞。
昭和28年（1953）には日展審査員とな
り、日展会員、同評議員、文部大臣賞、
芸術院賞、芸術院会員、日展理事長
などを歴任した。平成元年（1987）に文
化勲章を受章した。

北村西望から富永直樹宛の
手紙封筒



『レ ダ』
桜井祐一（さくらい・ゆういち）

昭和57年（1982）3月27日建立〈太陽の広場〉
この等身大のブロンズ像は、中原悌二郎賞に
輝く代表作で、美しく、まろやかな女性美を象
徴的に捉え、容姿からは豊かな生命感が感じ
られる。この永遠の女性美を表現するために、
健康美と生き生きとした生命感とが一体となっ
て刻み込まれ、観る者に強い印象を与える塑
像である。レダとは、ギリシア神話に登場する
女性で、アイトーリア王テスティオスの娘、スパ
ルタ王テュンダレオｰスの妻である。本作はこ
の女性像に対するオマージュともいえる。



『やすらぎ』
千野茂（ちの・しげる）

昭和57年（1982）3月27日建立〈緑の広場〉
外観は穏やかで気品もあり、静かな装いの
中に、穏やかな美しさを印象付ける塑像であ
る。両腕の置き方と地に接する下肢のバラン
スが良く、自然的な風合いに佇む女性像か
らは大きなエネルギーが発せられているよう
に感じられる。体躯の全体に一種の情感が
含まれているようにも思える。この像は、昭
和56年（1981）の国展に石膏で出品された。



『花園の歌』
圓鍔勝三（えんつば・かつぞう）

昭和58年（1983）4月5日建立〈星川広場〉

三人の女性が歌い奏でるこの作品は、
明るくのびやかで軽快なうちに叙情的
ロマンが親しみと共感をもって受け取
れる。音楽の響きを感じられるような、
自由で柔軟な発想でありながら、各女
性の塑像技術は高度であり、曲線美
にあふれている。



圓鍔勝三（1905～2003）

広島県に生まれ、昭和21年（1946）、昭和22年（1947）、
昭和25年（1950）の日展で特選受賞、昭和40年（1966）
に文部大臣賞。昭和41年（1966）に芸術院賞を受賞し、
日本芸術院会員、昭和57年（1982）に文化功労者に推
挙され、昭和63年（1988）に文化勲章を授章。日本彫
刻会理事長を経て日展顧問となる。木、石、金属など
多様な素材を使用した塑像が特徴で、題材も多岐に
わたり、熊谷市役所には昭和44年（1969）制作の木彫
「かたらい」が設置された。



『ふれあい』
菊池一雄（きくち・かずお）

昭和60年（1985）4月5日建立〈ふれあい広場〉

少女が両手を後ろ髪に当ててポーズをとる
塑像は、少女の優しく、麗しさを表現すると
ともに、自然の中に響く風や水流などのリ
ズムを含ませているような印象を与えてい
る。像からは少女の存在と自然との調和を
思わせ、野外造型としての美を強く感じさ
せる名品である。少女の描写と塑像として
の造形化が、作者の高度な技術によって
果たされたものであろう。



第２章 熊谷の彫刻・偉人編

熊谷市内各所には、星川
彫刻プロムナードのほか、
多くの近現代彫刻が設置
され、地域の芸術文化や
歴史を表現している。

『熊谷次郎直実像』
（『熊谷之次郎直實』）
北村西望



『熊谷次郎直実像』（『熊谷之次郎直實』） 北村西望

昭和49年（1974）10月19日建立〈熊谷駅北口〉

昭和47年（1972）、当時の黒田海之助市長が中心に、同年「熊谷次郎
直実公銅像建設協賛会」が結成され、制作を北村西望氏に委託すること
になった。設置箇所は拡張された熊谷駅前広場と決定した。北村西望の
原型制作が始まり、その後の鋳造を経て、昭和49年（1974）夏から現地
での建立に向けての準備が進められた。
同年10月19日、熊谷氏の子孫などが出席し除幕が行われた。像高3.07
ｍ、横幅3.63ｍ、台座の高さ2.31ｍ、横幅4.29ｍ、奥行2.1ｍで、台座には
「熊谷の花も実もある武士道のかおりやたかし須磨の浦風、九十一寿
西望塑人」のレリーフが設置されている。荒波を超え、馬上で挙扇する直
実公の勇姿は壮観な雰囲気を放っている。



『斎藤別当実盛公像』 田淵吉信（たぶちよしのぶ）

平成８年（１９９６）、妻沼聖天山に御開扉記念として建立。
斎藤別当実盛（1111-1183）は、長井庄を治め、源平合戦で
活躍し、妻沼聖天山を開基した。老年ながら自身の髪や眉
を墨で染めて出陣した逸話を表現している。



『荻野吟子胸像』 熊谷友児（くまがい・ともじ） １９９３年
（荻野吟子生誕の地・熊谷市俵瀬）
日本初の公認女性医師（1851-1913）



『荻野吟子像』（荻野吟子記念館）
熊谷友児 （１９９３年）

『荻野吟子像』（道の駅めぬま）
２００１年、生誕１５０周年を記念
して旧妻沼町が建立。熊谷の名
石工、野口石材店制作。群馬県
千代田町や、北海道せたな町に
も同型の石像が置かれている。



『井田友平先生胸像』（井田記念館・妻沼）
妻沼ポマードの創設者・衆議院議員など（1889-1965）
昭和３３年（１９５８）、同氏の報徳会が建立し、後に同
地へ移設された。



『石坂養平像』（旧石坂養平邸宅・中奈良）法元六郎（ほうが・ろくろう）

１９６２年制作 石坂氏の文化振興団体が建立した。
文芸評論家・哲学者・衆議院議員など（1885-1969）



『増田彌七郎翁之碑』

１９６７年、妻沼聖天山境内に建立

増田氏は、備前渠用水路土地改良区理
事長として約半世紀にわたる農地整備
事業を進めた。備前渠用水路は江戸時
代初期の伊奈氏の整備から「備前堀」の
愛称を持ち、妻沼地域の農業土木にお
いて重要な意味を有した。2020年、「世
界かんがい施設遺産」に登録された。



『組合長 栗原正一氏之像』

埼玉中央漁業協同組合（熊谷市久下）
1982年5月建立

栗原正一氏は薬剤師として栗原弁天
堂の基礎を築く一方で熊谷市長などを
歴任。以後、戦後のダム建設に伴う河
川漁業被害に対する漁業組合の整備
に尽力し、同組合長として業界団体の
振興を進めた。彫刻は立体写真像技
法（発明者・盛岡勇夫）と呼ばれる写
真から３Ｄ化する当時の最新技術が利
用された。



『モース博士像』
岡安眞也（おかやす・しんや）

石上寺（熊谷市鎌倉町）
１８９７年にアメリカの動物
学者で考古学者のＥ．Ｓ．
モースが、熊谷の石上寺で
進化論の講演会を行なった
出来事を後生に伝えるため
に、モース没後９０年となる
２０１５年に建立した。



『躍 動』
清水多嘉示（しみず・たかし）

昭和58年（1983）4月5日建立：当時 （熊谷市役所前）

当初、前掲の『花園の歌』(圓鍔 勝三)が、星川
通り中央のお祭り広場に設置されていたが、
周辺整備の関連で星川広場に移された。これ
により星川広場に設置されていたこの清水多
嘉示『躍動』は、熊谷市役所前庭に移設された。
本作は昭和53年（1978）の第10回日展出品作
で、2人の少女が手を取り合いながら踊る姿は
優美であり、生命の躍動美が力強く表現され
ている。

第３章 熊谷の彫刻・彫刻家の名作編



『坐像』
木内克（きのうち・よし）

熊谷市役所本庁舎前に設置されたブロ
ンズ彫刻。1969年に彫塑された作品。
1973年の熊谷市庁舎落成を記念して、
埼玉県信用金庫から寄贈された。

木内克（1892-1977）は茨城県水戸市
生まれ。1914年から朝倉文夫に師事し、
その後渡欧してアントワーヌ・ブールデ
ルに師事。新樹会員。デフォルメによる
特異な作風で具象派彫刻の代表者の
一人に数えられた。



『かたらい』 圓鍔勝三（えんつば・かつぞう）

1969年制作 木彫
市役所ロビー 埼玉銀行寄贈。新庁舎建
設とともに設置された。市庁舎の設計を
担った佐藤武夫氏もこの彫刻の選考に
関わり、建築の一部としての認識を広く
知らしめた。



『覇者』 富永直樹

熊谷ラグビー場 さくらオーバルフォート
2021年10月建立

この銅像は、1952年に製作され、1954年第2回
アジアオリンピックマニラ大会美術部門で金メダ
ルを受賞した作品で、ラグビーボールを抱えて
一点を見つめるラガーをとらえた『主将』として製
作された。この銅像は2体あり、もう１体は日本ラ
グビーの聖地、「秩父宮ラグビー場」の正面入口
に設置されている。富永はラグビーの名門のサ
ンヨー電機の重役を務めていた。2008年、ワイ
ルドナイツが優勝した際に『覇者』と名称を改め
た。ワイルドナイツの本拠地移転に伴い、太田
市から熊谷のさくらオーバルフォートへ移転した。



『花の女神像』 里見明正（さとみ・めいせい）

1967年10月、熊谷ロータリークラブ創立15周年を記念し、熊
谷市役所通り中央分離帯に建立し、後に荒川公園内へ移設。
画家としても知られる里見氏は、彫刻でも高い才能を発揮し、
抽象と具象の狭間を行き交う彫刻の美的感覚を表現した。



『燿』 千野茂（ちの・しげる）

熊谷市立文化センター前 1978年
熊谷ロータリークラブ創立25周年を記
念して建てられた。裏面台座に会員
88名の名前が記されている。
腕を前に組みたたずむ様子からは女
性の矜持のような印象が放たれてい
る。星川に設置された千野作品との
対照性も興味深い。



『清新』
板橋一歩（いたばし・いっぽ）

熊谷市民体育館前 1967年
第22回国民体育大会を記念して、
熊谷ロータリークラブが設置した。
少女がバレーボールを持ち屹立
する姿からは、強い信念や意志
のような精神性が放たれている。



『水ひかる』
細野稔人（ほその・としひと）

熊谷さくら運動公園

熊谷市制施行６０周年を記
念して平成６年（１９９４）３
月５日に建立された。手を
広げ、開放的な印象を受け
る作品である。



「リボンを結ぶ少女」
細野稔人（ほその・としひと）

「熊谷文化創造館」
さくらめいとエントランス
平成１０年（１９９８）設置
八木橋百貨店寄贈
両手を後ろに伸ばしリボン
を結ぶ容姿が、描写性高く
表現されている。



『春の序曲』 田中昭（たなか・あきら）

江南総合文化会館玄関正面に置か
れている。１９９２年に旧江南町が購
入し、同館開館時に設置された。田
中氏は日展での活躍が知られ、同作
は１９６５年の日展特選作として注目
を集めた名作である。フルートの響き
が聞こえてくるかのようである。



『健康』
塩原康正（しおばら・やすまさ）

熊谷市立江南北小校庭
同校が、体育教育に関する文
部大臣表彰を受けたことを記
念して建立された。手を結ぶ少
年たちの強かな生命力が感じ
られる。



『羽ばたけ』
塩原康正（しおばら・やすまさ）

鋳造 岡宮紀秀 石工 石田宗太郎
1979年、佐谷田小学校新築記念事業
実行委員会により、校地移転事業の
完成を記念し建立された。飛翔する少
年少女の希望に満ちた表情が印象的
である。



「冬の像」 佐藤忠良（さとう・ちゅうりょう）

（新光苑美術館）

佐藤忠良（1912-2011）は舟越保武らとともに戦後
日本を代表する彫刻家。新制作協会彫刻部創立会
員。生き生きとした女性像などをブロンズや木彫で
表現した。本の装幀の仕事もこなし、福音館書店版

の絵本『おおきなかぶ』の挿絵なども手がけた。



『シオンの像』
舟越保武（ふなこし・やすたけ）

（新光苑美術館）
舟越保武（１９１２－２００
２）は、戦後日本を代表す
る名彫刻家として知られる。
同美術館には親友でライ
バルの佐藤忠良の名作も
所蔵されており、その交友
関係の一端が熊谷で凝縮
している。



『神話Ⅱ』
加藤豊（かとう・ゆたか）

（新光苑美術館）
加藤豊（１９４８- ）は、二
紀会を経て無所属の彫刻
家として活躍。女性や子供
を描写した作品に対する
評価が高く、本作のような
ダイナミックな構図を得意
としている。



『子の日』
関根伸夫（せきね・のぶお）

（新光苑美術館）
関根伸夫（１９４２-２０１９）は、
１９６０年代以降のアートムー
ブメント「もの派」の代表的作
家として活躍し、自然石を主
題とした作品で国際的な評価
も高く、多様な制作を進めた。
本作も石を素材とした、哲学
的印象を含む造作である。



『想』
名久井十九三（なくい・とくぞう）

１９８９年建立
くぼじまクリニック正面前

名久井氏は、青森県八戸市出身
で、日展などで活躍した彫刻家。
裸体のしなやかな曲線が忠実に
描かれている。



『未来』
北村誠峰（きたむら・せいほう）

１９８９年建立
くぼじまクリニック正面前

北村氏は、鋳物業の技術を活か
した彫刻家として知られ、伝統工
芸技能の分野で活躍している。
前を向いて走り出す身体から未
来への希望が感じられる。



『３人の子供像』

熊谷市箱田土地区画整理
事業竣功を記念し、無限
の可能性を象徴する３人
の子供像を箱田第4公園
内に建立。2000年11月17
日に記念碑除幕式が行わ
れた。公園で遊ぶ少年少
女の楽しさが伝わってくる。



『蝕』
川田清（かわた・きよし）

１９６７年制作
熊谷市中央公民館ロビー

川田清（１９３２-１９９７）は熊谷
高校、東京藝術大学を卒業し、
国画会彫刻部で活躍、後進の育
成を進めながら抽象彫刻の作風
を確立した。独特の造形感覚が
凝縮した作品である。



『蚕霊塔』（さんれいとう）
万平公園内（熊谷市万平町）
熊谷地域の養蚕及び絹産業遺産
をはじめ近隣にあった「繭検定
所」なども付随する蚕（さん）慰霊
碑。蚕霊塔は、生糸生産のため
に使われた多くの繭に対する慰
霊の祈念碑である。中央に繭の
彫塑、「繭かき」（右）と「桑つみ」
（左）のレリーフが飾られている。
昭和３６年（1961）、埼玉県蚕糸業
協会が建立。彫刻家・新海竹蔵（し

んかい・たけぞう）が制作デザインした。



「桑つみ」 「繭かき」

新海竹蔵（1987-1968）



『背後とのかかわり』
絹谷幸太（きぬたに・こうた）

江南総合文化会館ピピア
１９９６年制作され、ヘリテイ
ジリゾートからの寄贈を受け
た。同館の開館にあたり、新
進気鋭の彫刻家の名作が
当地に設置された。石製の
彫刻で抽象的雰囲気を放つ
曲線美が特徴的である。



『火星人ゲラ丸』
小林晃一（こばやし・こういち）

熊谷市中央公園

玄武岩製。
1988年の熊谷野外彫刻展で「大賞」を獲
得した作品で、熊谷市中央公園に設置
された。現代アートの要素を含むユーモ
アあふれる石造モニュメントとして親しま
れている。



『ラグビーボールと少年』
赤川政由（あかがわ・まさよし）

ラグビータウン熊谷のシンボルであるモ
ニュメント。ニュージーランドのウイスキー
ラベルからインスピレーションを受けたデ
ザインで、大きなラグビーボールの上にラ
ガーマンの少年が立つ。なお、背番号9は
熊谷が生んだ名スクラムハーフの宿澤広
朗氏、堀越正己氏と同じである。背面に
ゴールポストが置かれている。
1996年4月設置 （熊谷駅北口）、その後、
北口ロータリー西側に移設

第４章 ラグビータウン編



『ラグビーボール・モニュメント』
１９９２年の熊谷ラグビー場の開設に当たり建立され、２０１９
年の新たなラグビー場の竣工の際に再設置された。



ラガーマン・モニュメント。１９９２年
の熊谷ラグビー場完成後、熊谷ライ
オンズクラブが寄贈した。

１９９３年の明治大学対神
戸製鋼の記念試合を祝し
て建立された。



第５章 橋と道標編
『多彩な埼玉』

平成８年（１９９６）、埼玉県と群
馬県の県境界に当たる「刀水
橋」南側の国道４０７号線と妻
沼県道との狭間に建立された
モニュメント。鉄筋コンクリート
製で、道と道が重なり合いなが
ら、視線によって見え方が変化
する形態で、高さの最大は１０
メートルを超える。



『荒川大橋トラス橋』

大正14年（1925）に建設された荒
川大橋は、トラス構造を活用し、関
東一モダンの「九連トラス橋」として
知られていた。昭和56年（1981）に
撤去された橋の一部は、荒川大橋
の南側に保存され、橋の歴史を伝
える建築遺構としてのモニュメント
となっている。



『踊る埴輪』

平成３年（１９９１）３月、埼玉県
誕生１２０周年を記念するととも
に、押切橋の竣工・開通を祝し、
その４年後の平成７年（１９９５）、
押切橋南公園に、旧江南町の
野原古墳群で昭和５年（１９３
０）に発見された「踊る埴輪（踊
る男女）」を模った拡大型のモ
ニュメントが建立された。



『馬形埴輪』

平成３年（１９９１）３月、埼玉県
誕生１２０周年を記念するととも
に、押切橋の竣工・開通を祝し、
その４年後の平成７年（１９９５）、
押切橋北公園に、熊谷市上中
条で出土した重要文化財「馬形
埴輪」を模った拡大型のモニュメ
ントが建立された。馬具の各部
位が忠実に再現されている。



終章 近現代彫刻を活かした街



熊谷で引き継がれた彫刻文化

・熊谷市内には多くの近現代彫刻が所在し、
地域の歴史を伝える文化遺産としての価値を
有している。マッピングデータの可能性。
・彫刻の社会学的側面―彫刻と権威の関係―
・熊谷の彫刻文化は、国宝「歓喜院聖天堂」な
どの社寺彫刻を発端として、近現代まで引き
継がれてきた。
・星川彫刻プロムナード構想が今に伝えること
は何か。そして今後どのように継承するか。
・彫刻への関心を高め、街づくりに活かす。

北村西望『戦災者慰霊之女神』
ミニチュア版
（星川彫刻プロムナード研究会作製）
高さ9.5㎝（ポリストーン・樹脂石膏製）

終


