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『戦災者慰霊の女神』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（『熊谷之次郎直實』）像』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が決
定した。以降、星川彫刻プロムナードが徐々に具現化されることになった。
昭和57年（1982）、
「太陽の広場」に桜井祐一『レダ』と「緑の広場」に千野茂
『やすらぎ』の作品が設置された。彫刻の概要としては、
『 レダ』は健康と生
命力あふれる明るく大らかな太陽のイメージで、
『 やすらぎ』は清澄な潤い

『 戦災者慰霊の女神』
（『戦災者慰霊之女神』）
き た むら せ い ぼ う

北村西望 作
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）は長崎県に生まれ、
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
代日本彫塑界の領袖として活躍した。

と生命力が秘められた女性像である。
『 レダ』は中原悌二郎賞に輝く代表
作として評 価が 高い。昭和58年（198 3）には「お祭り広場」に圓鍔勝三
『花園の歌』
、
平和で明るく軽快なロマンスとメロディーの感じられる女性群像
が設置された。昭和59年
（1984）
3月に
「若もの広場」
に富永直樹『新風』が
設置された。この像は希望に溢れる力強い青年像で芸術性を高く評価され、
首相官邸などにも設置されている。昭和59年（1984）4月には「星川広場」
に清水多嘉示作『躍動』が設置された。独自な力強い秘められた生動が見事
なリズムとなって表現されている。昭和60年（1985）4月に「ふれあい広場」
に菊池一雄『ふれあい』像が完成した。少女の優しい表情を含む自然美が
造形化されている。これらの彫刻プロムナード構想が一定の完成を見た後、
昭和62年（1987）に星川は第1回埼玉景観賞に選定された。

『新 風』
とみ な が

なおき

『レ ダ』
さくらい ゆ うい ち

富永直樹 作

桜井祐一 作

昭和59年（1984）3月6日建立

昭和57年（1982）3月27日建立

若もの広場

太陽の広場

このブロンズ像 は 、高さ2 ｍ 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）は長崎県に生まれ、
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（195 3）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。

このブロンズ像は、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。
桜井祐一（1914〜1981）は山形県に生まれ、
平櫛田中に師事。日本美術院賞3回受賞、日本
美術院同人、国画会員となり、国際的な出品を
重ねるなど、現代彫刻の新たな地平を開拓した。

『花園の歌』
え んつ ば か つ ぞ う

圓 鍔勝三 作
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）は広島県に生まれ、昭
和21年（194 6）、昭和22年（1947）、昭和25年
（1950）の日展で特選受賞、昭和40年（1965）に文
部大臣賞受賞。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
受 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。

『 や すらぎ 』
ち

の

『 ふ れ あい 』

しげる

き くち

かずお

千野 茂 作

菊池一雄 作

昭和57年（1982）3月27日建立

昭和60年（1985）4月5日建立

緑の広場

ふれあい広場

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、昭和
57年（1982）に熊谷市に設置が決まった。工法とし
ては、ブロンズ製の上に金箔を貼り、その上から黒
漆を塗り仕上げたものである。現在は銅像全体に色
彩の濃淡が生じ、独特の輝きに繋がっている。
千野茂（1913〜2002）は新潟県に生まれ、新海
竹蔵に師事し、日本美術院同人。その後、国画会員
となり、国際具象展、日本現代展などに出品し、高
村光太郎賞、中原悌二郎賞等を受賞した。

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。
菊池一雄（1908〜1985）は京都に生まれ、昭和
3年（1928）、第一高等学校（東京大学）で藤川勇造
に師事した。昭和5年（1930）、22歳の若さで、第
17回二科展に初入選する。昭和9年（1934）二科展
特待賞を受賞、昭和16年（1941）新制作派会員とな
る。昭和24年（1949）
「青年像」第1回毎日美術賞を
受賞、京都市立美術専門学校、東京芸大教授として
後進の育成に励んだ。
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『 熊谷次郎直実像 』
（『 熊谷之次郎直實』）
き た むら せ い ぼ う

『躍 動』
しみず た

か

し

清水多嘉示 作
昭和59年（1984）4月27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人の少女が手をとり合いなが
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。
清水多嘉示（1897〜1981）は長野県に生まれ、
岡田三 郎 助らに絵 画を学び、渡欧。パリでアント
ワーヌ・ブールデルに師事し彫刻に転向、サロン・
ドートンヌに出品し評価を高める。武蔵野美術大学
の教授に就任し、日展等で活躍。日本芸術院会員、
昭和55年（1980）に文化功労者となった。

北村西望 作
昭和49年（1974）10月19日建立

熊谷駅北口
昭和46年（1971）秋、熊谷市観光協会が銅像建
立を発案したことに始まる。翌47年（1972）、当時
の黒田海之助市長は市内各種関係団体を招集、協
議の結果、実 施組 織を準備することとなり、同年
「熊谷次郎直実公銅像建設協賛会」が結成された。
後世に残す銅像の制作者について検討を進めたと
ころ、北村西望氏に委託することになった。協賛会
幹事が、井の頭公園近くの武蔵野市の北村氏アトリ
エを訪問し、快諾を得たことから、直実公像の建立
に向けての動きが加速し、設置箇所は拡張された
熊谷駅前広場と決定した。翌年夏頃から北村西望
の原型製作が始まり、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日19日、熊谷氏の子孫などが
出席し除幕が行われた。像高3.07m、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
雄姿は壮観な雰囲気を放っている。
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