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ミニガイド 2009/08/23 

《深草、稲荷、東福寺界隈史跡/歴史散策》 

 

○京阪電車藤森駅：明治 43 年開業時の駅名は『師団前』。明治 41 年創設の陸軍第十六師団が駅に近

く師団前と称していたが、昭和 16 年軍事機密から現在名に改名された。 

○貞観寺址：藤原ミニガイド良房加持祈祷の道場「か嘉しょう祥じ寺西院」を建立、貞観 4 年(862)寺名を

貞観寺に改め本寺の嘉祥寺を上回る繁栄をした。（名神下、深草中学校付近） 

藤原摂関家衰退とともに衰え応仁の乱後廃絶した。 

○どう道ちょうじ澄寺：現在洋風三階の建物(直違橋通り)。917 年藤原道明とたちばなの橘すみ澄きよ清の合力で建

立。奈良時代の銅造観音立像がある。国宝の梵鐘は応仁の乱で掠奪されたが、奈良五條

市の「栄山寺」に伝わった。 

○聖母女学院：元陸軍第十六師団司令部の建物が残されている。明治 41 年イギリス人竣工。 

◇一本松：小天皇から、直違橋通を北に３丁ほどに、樹齢 1000 年の老松があった昭和９年の室戸台

風で損傷枯死した。現在の松は 2 代目。 

【一本松の戦い】元治元年(1864)7 月 18 夜、御所蛤御門の長州兵に呼応すべく、伏見の長

州兵５００は長州藩邸を出発し北上、これに対「宝塔寺」を陣所としていた大垣藩兵と稲

荷南方の「1 本松で戦った。大垣藩第一陣 200 名は打ち破られ、第二陣 200 名は持ち堪え

ていた。そのうち東山、伏見の境界「黒門」で、守備していた新撰組が駆けつけ、また会

津、桑名、鯖江、彦根の他藩の兵が大垣藩の救援に駆けつけると長州兵の旗色が悪くなり

伏見に後退した。 

23 日夜、長州兵の残党 20 名ほどが稲荷社へ逃げ込んだとの噂がたち、稲荷社門前に大垣

藩の後詰で布陣していた小倉藩では大砲を表参道大鳥居内に引き込み、砲口を本殿のほう

に向け、小銃隊も配置したという。 

東方のＪＲ線路西側の極楽寺町は戦国防禦集落で、形態が残っている。 

「平治の乱」で源義朝が敗れ、愛妾常盤御前は大和へ逃れるが、母が捕らえられたと聞き

清盛のもとへ出頭する。大和へ行く雪のさなか「一本松の老松で今若、乙若、牛若の三人

の子を連れしばしの雪を避けたとか。 

○小天皇/古天皇：東山本町にある塚本古墳上にあった社は五条の若宮八幡宮に合祀されたが、のち

三振りの直刀が出土、仲恭天皇陵との伝承もあり陵墓参考地となっている。また早良親王

が塚本の地に祀られ「塚本天皇」といわれていて、東福寺建立に「小天皇」に移り、藤森

神社西殿に合祀された。（伊上内親王、伊予親王） 

○くつ沓 つか塚：醍醐寺開山理源大師(聖宝)の墓。入棺後に異変があったので棺を開けると遺骸はなく、

履物だけが残っていた。 

（平成 11 年に解体された第十六師団長官舎の敷地の一部であった。） 

○十二帝陵：（深草北陵、真宗院法華堂 ）後深草天皇(1243~1304)の勅願で真宗院が建立。天皇が

亡くなり境内の法華堂に納骨された。深草北陵の始まりで、後深草天皇は後の北朝とな

る持明院統の祖である。以後、伏見、後伏見、後光厳、後円融、後小松、稱光、後土御

門、後柏原、正親町、後陽成、十二帝と栄仁親王の納骨堂となった。戦国時代となり著

しく荒廃、それでも江戸時代には「仙骨堂」と呼ばれてわずかながらも形をとどめてい

た。明治になって法華堂は宮内庁の管理となり「深草北陵」と称するようになった。 

このあたり一帯にはかって「安楽行院」がありその法華堂ともいわれる。  

 法華堂は後深草天皇の当初、真宗院内にあり、真宗院が荒廃した時期に法華堂も含めて深

草安楽行院が建てられたと考えられている。 

○しんじゅいん真宗院：浄土宗西山深草派。鎌倉時代、後深草天皇の勅願により建立。開山は円空立信。 



 

    2 

天皇が亡くなると境内、法華堂に納骨された。応仁の乱で法華堂と石塔のみが残り、久 

しい荒廃の後、延宝 4 年(1676)誓願寺の僧、竜空瑞山により現在地に再興された。 

方丈、鐘隣、総門、中門が現存。当時は十二帝陵の南側に堂宇があったという。 

裏山の墓地に山脇東洋(1705～62)とその一族の墓がある。東洋は日本最初の人体解剖を行

い、その成果を「蔵志」としてあらわした。当時是非論がさかんであったが山脇家ではそ

の後も行った。新京極の誓願寺に解剖された 14 人の供養塔がある。 

○か嘉しょうじ祥寺：天台宗。嘉祥 4 年(851)文徳天皇は、先帝仁明天皇の菩提を弔うため、天皇の住居で

あった御所清涼殿を移し寺とし、年号を寺名とした。 

文和元年(1352)年法華堂の管理のため京都持明院の持仏堂、安楽行院が移建されたという。

真宗院が荒廃し時期に、法華堂も含めて、深草案楽行院が建てられたと考えられている。

寛文年間(1661～73)空心僧都が再興し、安楽行院嘉祥寺として旧嘉祥寺の名は継がれた。

明治 27 年(1894)安楽行院は廃され、法華堂をふくむ跡地は「深草北稜」として宮内庁の

管理下に入った。 

今の嘉祥寺の本尊は日本最古の大聖歓喜天。「深草聖天」として親しまれている。 

◇善福寺：東本願寺派。（深草瓦町、真宗院の南方） 

境内に旧嘉祥寺の礎石が残っていて、旧嘉祥寺の一部だったと考えられている。 

天明年間(1781～88)伏見奉行「小堀政方」の悪政を幕府に直訴した伏見義民の秘密の集

会所であった。義民の一人、「焼塩屋権兵衛」は善福寺を宿坊としており、当時の住職、

良周は彼らを支援していた。この直訴は、老中「田村意次」の排斥にもつながり、義民

の訴えは認められたが、義民たちはすでに死亡していた。（焼塩屋権兵衛の旧宅跡は直

違橋一本松にあった。一本松南方の直違橋通に、「雀のお宿」という旧家があり、雀を

沢山飼われ、地図にも記載されていた。） 

◇瓦 町：善福寺のある名神高速北側一帯、平安初期の嘉祥寺址でこの辺りから皇朝十二銭の一つ、

嘉祥元年に鋳造された銅銭「長年大宝」が出土している。 

豊臣秀吉が伏見城築城のおり、播磨から瓦職人を招いてここで瓦を焼かせたという。出土

した金瓦は、菊、桐、巴、花菱など、多種多様にのぼるが、この里で焼かれたものが大半。

この辺りの地質は大阪層群に属し上質の粘土に富んでいる。江戸時代には瓦生産地として

発展した。 

○瑞光寺：（元政庵）元極楽寺薬師堂の跡といわれ、明歴年間(1655～57)に元政(1623～67)が草庵を

結び瑞光寺と名づけて法華道場とした。総萱葺き本堂の釈迦如来像の胎内には「五臓六腑 

きざまれているという。 

元政上人は石井吉兵衛といい、一条戻り橋あたりで生まれ、彦根城主井伊直孝に仕えて

(近習頭 250 石)いたが体が弱く武士としての生活に耐えられず出家。京都妙顕寺日豊門下

に入る。竹葉庵と号したほど竹好きで、当時一流の文人、学者であった。熊沢蕃山、石川

丈山、明人のちんげんぴん陳元贇らと親交があった。 

「親に先立つ不幸なし」と自覚して養生に努めたが、寛文７年 87 歳の老母が死ぬと、後

を追うようにその年の三月(２ヶ月後)に世を去った。 

墓はＪＲ線に分断された線路の向かいにあり、遺言により呉竹３本を塚上に植える。１本

は法華経(法)、１本は親、１本は衆生のためといわれる。 

元政の親孝行と清楚な人柄を、徳川光圀が知って「嗚呼孝子元政之墓」という墓標を申し

出たが、時の住職は元政の意思を尊重してそれを辞退したと伝える。 

巷間の伝えでは、彼が江戸詰の頃、吉原の美浦屋高尾太夫と恋仲になり婚約までしたが、

仙台 62 万石伊達候が横恋慕し力ずくでとってしまった。高尾太夫は元政に貞節をたてて

自殺すると、元政はこれを機会に 26 歳で仏門に入った。境内のＪＲ線は元東海道線で、
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京都～稲荷駅～谷口町、観修寺を経て山科駅へつながっていたが大正 10 年東山トンネル

開通で廃線。稲荷駅は奈良線の駅となる。稲荷駅のランプ小屋はその名残。 

○宝塔寺：前身は藤原氏の「極楽寺」にさかのぼる。（極楽寺址参照）徳治 2 年(1307)日蓮の法孫 

「日像」は京都布教中に洛外へ追放された。その時、向日市真言寺で時の極楽寺住持「良 

 桂」と 3 日 3 晩の宗論を行い、良桂は屈服した。極楽寺を法華道場に改め日像を開山に

仰ぎ、自らは二世になった。 

日像は京都妙願寺で没するが、ここでだび荼毘された。日蓮、日朗の三代の遺骨も納められ

たので、「西身延」、「巽の霊山」とも呼ばれている。 

妙願寺の日銀(八世)は荒廃した諸堂の再建に着手、本堂(重文)は京都大仏殿建立の余材が

寄進され慶長 3 年(1608)落成した。この時、寺名は鶴林院常寂寺から深草山宝塔寺に改め

られた。遺骨を納めた塔があることから名付けられたという。 

○宝塔寺境内： 総門(重文)…室町中期創建、切妻造本瓦葺四脚門。 

総門前の左脇に旧極楽寺の礎石「伽藍石」がある。 

仁王門……宝永 8 年(1711) 創建。 

向かって右の仁王はみっしゃく密迹金剛(閉口)、左の仁王はな那ら羅えん延金剛(開口)本堂(重

文)…本尊、十界曼荼羅、立像釈尊。大仏殿余材の寄進により、ひのき桧、けやき欅つが栂、など

多種の木材が使われている。 

多宝塔(重文)…永享 11 年(1439)前の建立。釈迦、多宝如来を安置する二層の塔。 

京都現存する市内最古のものです。下層の屋根は行基葺といわれる丸瓦の特殊なふき方す。 

石塔婆……日像は京に入る要衝の七ヵ寺に置いた石塔婆。その一つが日像廟所に奉ら「南 

無妙法蓮華経」の文字は日像直筆。宝塔寺の名の根源でもある。 

宗有、妙正の墓…内科医夫婦。歌舞伎「おさん茂兵衛の墓」の伝承もあるが、宗有は肺病 

治療の名医、塔婆あげて読経してもらい、その塔婆を焼いて飲むと肺病が治るといわれ、 

庶民信仰の姿が見られた。（多宝塔の南の墓地の小さな墓石） 

秋山白雲(岡田孫右衛門)の墓…38 歳の時、痔病にかかり全治しなかった。 

法華信仰による平癒祈願に努めるが、効無く 7 年間痔病で苦しみ 45 歳で没した。死に臨

んで「後世、痔疾痛苦の者来りて題目を信仰せれば、我これを救護し、利益を垂れん」

と一大誓願を発して世を去ったという。以来病気平癒祈願の参拝者は少なくない。 

伊良子一族の墓…伊良子道牛 (1671～1734)16 歳から 10 年間長崎で外科を学び、元禄 9 

年(1696)江戸江の途中、伏見で草鞋を脱いだ。伏見銀座で開業し患者は列をなしたとい 

う。門弟の大和見水の養子の大和見立の弟子に麻酔薬を開発した華岡青洲(1760～1852) 

がいた。なお道牛の墓は紛失している。 （伊良子氏は今も近江八幡で外科医を継承さ 

れているという。） 

下村家の墓地…京都大丸創始者一族の墓。広大な墓地に従業員の供養塔もある。 

山本亡羊の墓…江戸末期の薬学、本草学者。 

三宅寄斎の墓…江戸初期の儒学者。 

霊光寺(塔頭)…21 世日審上人像を安置した廟所がある。その奥に将棋の第 2 代名人大橋 

宗桂と江戸末期の棋聖天野宗歩の墓がある。桂馬使いが上手いと信長から「宗桂」の名が 

与えられたというが定かでない。墓石は畳大弱の将棋の駒形で裏面に「桂馬の文字が刻ま 

れている。同様に宗歩の墓石には「歩兵」の文字が刻まれている。 

昭宣堂……極楽寺開基の藤原基経を祀る。 

七面山……105ｍの頂上に宝塔寺の鎮守社の七面宮がある。法華経守護の吉祥天が祀られ 

ている。伏見城天主、男山、天王山方面が望まれる。 

元陸軍墓地のあった深草墓園を結ぶミニハイク散策路でもある。 
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◇極楽寺(址)：宝塔寺一帯の地名を極楽寺町という。平安初期、ここに藤原基経の意志によって建

立された極楽寺があったからである。寺域は直違橋６丁目～１０丁目までの東側全地域に

いたる広大なものであった。大門町の地名も残る。 

仁明天皇が城南宮南の水郷地芹川に行幸されたとき、途中で大切にされていた「琴の爪」

を落とされた。側に控えていた「幼少の基経」に探してくるように命じた。もし天皇の命

を果たし終えたらそこに一伽藍を建立しょうと心に誓い、一生懸命に探した。そしてつい

に深草の地でこれを発見し、子の「時平」によってここに極楽寺が建立されたという。そ

の後、宝塔寺に変換していく。 

現在、東山本町２２丁目の極楽寺(十王堂)が寺名を継承している。寺伝では、本尊は

「極楽寺」の阿弥陀如来立像６０センチ。鑑真作、行基作ともいわれる。 

○深草墓園：元陸軍墓地。昭和 33 年整地され、市民のための墓地になる。当時展望は絶景。 

○茶碗子の水：京都名水の一つ。京都に住む茶人が、いつも宇治橋から宇治川の水を汲ませて、茶の

湯に用いていた、ある時使いの者が水を汲んで帰り道、この近くまで来て水をこぼしてし

まった。使いの者は、ここの水を持ち帰り知らぬ顔をしていた。しかしいつもの水と違う

ことを主人は見破った。問い詰められた従者は恐る恐る一部始終を話したが、主人に叱ら

れるどころか、「宇治川の水より良い」と褒められ、その後は宇治川まで行く必要はなく

なった。 

廃寺(歓喜心院)の古井戸ともいわれ農家の野菜洗い場になっている。湧水の温度の影響か、

野菜の鮮度は長持ちするという。石峰寺 2 世「石門」が隠居所の井戸としたという説もあ

る。 

○石峰寺：正徳 3 年(1713)黄檗宗六世中国僧千呆(せんがい)が開いた禅道場。 

赤い竜宮つくりの門にある「高着眼」扁額は万福寺開祖隠元の高弟即非の筆という。千呆

は即非の弟子。源満仲が摂津多田郷に立てた石峰寺が起源といい、因幡堂、五条坂東を経

て現地に移したという。 

江戸時代の画家、伊藤若冲(1716～1800)は錦市場の青物問屋に生まれたが、禅に心をよせ、

生涯独身を通し妹の真寂と、ここに草庵を結んだ。狩野派を学び光琳風を取り入れ花鳥、

特に鶏の絵は比類なき名手として知られる。  

米１斗で絵１枚を書いて生活の資とし、号は「と斗べい米あん庵」「斗米先生」と呼ばれた。 

裏山の竹林の中に、釈迦の誕生から涅槃までの一生を物語る石仏像群がある。 

五百羅漢や十六羅漢などあり、「石峰寺の五百羅漢」と呼ばれている。 

これは若冲が下絵を書き石工が彫刻したもので１０年を費やしたという。 

○ぬりこべ地蔵：近くの(西方)の摂取院の境外墓地の塗込めの堂宇にあった石像で、歯痛信仰がある。

（もとは深草の警察学校付近にあった）歯の治療を願って参拝者は絶えない。遠方からの 

     郵便による「お願い状」や「礼状」「年賀状」も届けられる。「伏見区ぬりこべ地蔵様」

で郵便が届く。 

この辺りで細川ガラシャの次男、細川興秋が自刃したと伝える。 

○稲荷大社奥社奉拝所：（命婦社/霊狐を祀る）千本鳥居の出口(命婦谷)にあり、お山巡拝の安全を

お祈りする社。願い事の成就可否を試す「おもかる石」がある。 

○ふしみ伏見かみたから神宝じんじゃ神社：十種の神宝を社名の縁起とする。 

〈御祭神〉は天照大神、稲荷大神、十種の神宝、龍頭大神。 

〈後神徳〉は大宇宙の環境の中にあって、無限の恵みを心願成就として戴く。 

平安以来の古社の系譜を受け継ぎ、稲荷社が山上に創始されたころよりの奉拝所であった

という。天正 17 年里宮が造営されると寂れ、昭和 32 年再建された。 

日継の御子と月の精のロマンに因む「かぐや姫、宇多之君」の愛染碑がある。 



 

    5 

（宇多之君とは、歌を交わされた帝//竹取物語は奈良時代の作） 

○竹の下道：日本の歩きたくなる道 500 選に選ばれている竹林の細道がある。 

大岩街道から小幡、大和に通じる。大和街道の間道？平安時代からの道で、源氏物語にも

登場するという。（後醍醐天皇も稲荷社から通られたかもしれない） 

○後醍醐天皇歌碑：明治 26 年(1893)命婦社奥の院に建立された。 

延元元年(1336)12 月 21 日深夜、後醍醐天皇が大江影繁の手引きで、吉野へ逃れるとき、

稲荷社奥の院(命婦社)で詠まれた歌が奥の院にある。 

「むば玉の くらき闇路に迷うなり われにかさなむ 三つのともしび」〈むばたま/ぬば

たま〉丸くて黒いヒオウギのタネ。黒や夜をイメージする闇の枕詞。 

のちに、吉野山に「導きの稲荷」が勧請されている。 

○稲荷山三角点：標高２３９．３ｍ（３等）山科区西野山に属します。 

○一ノ峰：③（上社/末広大神）稲荷山お山巡りの最高峰２３３メートルです。 

④二ノ峰（中社/青木大神）  ⑦荒神ノ峰（田中社/権太夫大神） 

⑤間ノ峰（荷田社/伊勢大神） ②剱 石（長者社/剣石、雷石(雷神？)） 

⑥三ノ峰（下社/白菊大神）  ①御前谷（御食殿旧蹟）。 〔③④⑥⑦は古墳〕 

①～⑦は稲荷山七神蹟で 1 月５日の大山詣での、祠官の参拝順路です。 

○僧正峰：春繁社から一ノ峰に向かう左(南)の尾根。修験者が行をしたと伝える。 

祇園祭の山伏山の山車のご神体の浄蔵貴所。千日修法の仁海が知られる。 

◇式部の道：和泉式部が参詣した道と推定して、稲荷保勝会が名づけた道で、三つ辻から北に向かう

小道。この三つ辻すぐ北に、お地蔵さんや、五輪塔のある小さな広場がある。浄蔵(887～

964)が修行した坊崖遺跡といわれる。 

浄蔵は八坂の塔の傾きを法力で戻したという伝承があります。 

○御剱社(剱石/雷石)：長者社神蹟で御剱/ミツルギサンともよばれている。 

秦氏の祖神(秦伊呂具９７歳没)を祀ったところで、その最初の社のあった神跡。本殿背後

の丘上に長者社と称する古社が祀られているのが「伊呂具」です。 

「剱石」という聖石が祀られている。謡曲『小鍛冶』の話に由来する。刀工、「三条小鍛

冶宗近」が勅命により山中で神助を得ながら「名刀小狐丸」を鍛えた。この伝説にて鍛

冶職人の聖地でもあり、鍛冶、金物関連の聖石として信仰をあつめている。 

京都は刃物つくりに適していた。玉鋼、砥石、松炭、良質の水、稲荷山周辺の土、が容易

に入手でき、明治初期まで一大産地として京刃物が知られていた。 

◇ふいご祭と火焚祭(おひたき)：立冬の 11 月 8 日の火焚神事は午後に行われます。 

お火たきは、秋の実りを感謝し、穀神への奉謝であり、来るべき春にその再生を祈るもの

です。ワラを稲の亡きがらに見立てて弔う意味があった。冬のお火たきは稲の死を意味し、

午後に行われる理由もそのためです。 

この神事は、ふゆまつり(冬祭)というのが旧称であったとの社伝があり、あるいは、ふい

ごまつり(吹革祭)と云われるのも、ふゆごまつり(冬御祭)の名称がその原名であったとつ

たえている。〔稲荷百話より〕 

稲荷大社では 11/5～11/28 まで山中の各社でお火焚祭がおこなわれます。 

ふいご祭は小鍛冶伝説と、冬御祭と相まって、鍛冶職人関連業に浸透した。 

○松茸山：御剱社北近辺で松茸が２万本も産出した年もあったといい。大正３年に、大隈重信も食べ

たという。幻の松茸山と呼ばれている。 

○おせき社：風邪と咳の病気に霊験があるといわれる。全国からハガキで祈願される方が後を絶たな

い。郵便受けが設置されている。もともと、おせき社のあるあたりは、山科に下る主要な

間道で「関門」があったところです。「右山科の里大石良雄旧跡」の石道標が今も立って



 

    6 

いる。もと、「お関いなり」といわれていたのが、関所の「関が病」の「咳に転意」して

このような信仰が生まれたと考えられている。 

○薬力社：（薬力の滝）万病平癒の神、仏教でいう薬師如来信仰にあたる。人気は根強い。 

稲荷山の一番奥の行場で、御膳谷、白滝からの流れに合わせて五社滝、御壺滝を過ぎれば、

東福寺通天橋下を流れる三の橋川になる。 

○御膳谷神蹟：御前谷(ごぜんがたに)とも書く。三峯の前の谷の意味です。稲荷の三ヶ峰の北背後に

当たり往古はここに御本宮三座と摂社の二社とみあえどの神饗殿、かま竃どの殿があって、神事が

行われていた。三峯の渓谷が集まる谷間の湿潤地にある建物の維持が次第に困難になり、

山麓からの登拝にも遠いため、1438 年室町時代に、本殿現在地に祭場が遷された。 

その遷座の日が 1 月 5 日で、例年「大山祭」の神事がある。 

直径１ｍほどの自然石の「みけ御饌いし石と呼ばれる霊石の上に並べられた７０個の「かわら

け(いみ斎どき土器)」に、中汲酒と精酒の二種の神酒を盛った。五穀豊穣、家業繁栄を祈る儀

式が行われる。特に酒造家の間では、これを持ち帰って酒樽にいれると、その年の酒性を

良くするというので、我先にと奪い合い怪我人も出たという。現在は予約制で騒ぎを防止

している。 

○春日峠：御前谷の東の小高い丘。上古から中世にかけて藤原氏の稲荷信仰が厚かったらしく、伝説

で藤原鎌足(鎌子)誕生の時、狐が出現、銜えていた鎌をその赤児に与えた。 

鎌は終生離さず、蘇我入鹿討伐のとき首をこの鎌で切り放ったという。 

また、藤原時平は稲荷山の三所に社殿を修造している。 

明治 44 年「皇嘉門院聖子の菩提を弔う経塚が春日峠茶店の背後で偶然発見された等々。

春日社は、現在では両宮社(外宮、内宮)として麓に祀られている。 

○眼力社：「目の病がよくなる。先見の明、眼力が授かる。」という御利益信仰がある。 

○四つ辻：古名を「石灯篭」「見付の峰」という。お山巡りの休憩と展望ポイントである。昭和 20

年代は大阪城天主も見えた。 

四つ辻への参道は、社が山麓に遷されてから造ったもので、それ以前にはここから峰伝い

に東福寺に出るのが正式の参道だった。代々の天皇も東福寺から参詣されており、「御幸

谷」、「御幸辺道」の名が残っている。 

○荒神峰：田中社神蹟(権太夫大神)。田中社の祭神名は現在では田中大神。（田の神） 

古くは秦氏の家伝では賀茂建角身命。荷田氏の家伝では、猿田彦神。 

7 月 23 日本宮祭で 131 個の朱色提灯が鳥居形に点灯される。（市内から見られる） 

○御幸辺：「みゆきべ」といわれ、平安時代から利用された尾根道。東福寺南門のすぐ南あたりがの

ぼり口と推測されている。 

昭和 38 年に御幸奉拝所が開かれ、「横山大観」の筆塚があります。 

○帰り坂：四つ辻から東山トレイルから、仲恭天皇陵の尾根伝いに下がっていく道。 

稲荷保勝会では三つ辻から北へ向かう山道も「帰り道」として念頭に置かれている。そし

てこの道を和泉式部に因み「式部の道」と称されている。 

○仲恭天皇陵：順徳天皇の皇子「かね壊なり成親王」４歳でせんそ践作(譲位皇位継承)されたが、承久の乱

(1221)が起こり即位式を待たず在位７０余日で、鎌倉幕府により退位させられた。明治

22 年陵地が定まり仲恭天皇とついし追諡(明治 3 年)された。 

世に九条廃帝（1218~64）という。一番短い在位である。 

○皇嘉門院陵：藤原忠通の娘で名はせいし聖子、崇徳天皇(1119~64)の中宮。天皇が保元の乱に敗れ讃岐

に流されると、出家した。稲荷山経塚は、兄、九条兼実が妹の菩提のためといわれる。 

○車 坂：東福寺南門東に、車坂町の地名あり、ここまで牛車で来た都人が、帰り坂の尾根を稲荷詣

の本道としたという話が、車坂の名が生じたというが、定かでない。 
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一帯は竹藪と九条家の墓地であった。 

○稲荷山の山上古墳：〈一ノ峰〉円墳全壊、〈二ノ峰〉前方後円墳の可能性。 

〈三ノ峰〉竪穴式石室。〈荒神ヶ峰〉組合石棺らしきものあり。 

（渡来品の二神二獣鏡、勾玉などが出土している） 

○六波羅門：重文。東福寺南出入口の門。北条氏の六波羅より移建、元弘 3 年(1333)足利尊氏が六波

羅を攻略した時の、矢疵の跡を伝えている。（捜してください） 

○東福寺：九条道家が創建。奈良東大寺、興福寺、両寺の二字をとって寺号とした。 

1236～1255 まで 19 年かけて創建された。徳川時代になり豊家の恩恵が仇となり以後 300

年間にわたり迫害を受けた。日露戦争ではロシアの捕虜収容所になり 1500 人がいたとい

う。（塔頭の霊雲院にロシア兵の遺品が残されている。） 

寺地は平安時代の「法性寺」とその子院の「最勝金剛院」の旧知の一角である。九条家の

始祖兼実の孫、九条道家が、祖父の菩提を発願し、宋から帰朝したえん円に爾(聖一国師)を

開山とした。 

◇ほっしょうじ法性寺：東福寺の寺地であった法性寺は延長 2 年(924)頃に藤原時平の創建した大寺だが、

東福寺の造営とともに衰退鎌倉末期兵火により廃絶した。 

東山本町通りにある尼寺が旧法性寺の寺号を明治時代に継承した。 

小堂一宇だが本堂の木造千手観音立像(国宝)は旧寺の灌頂堂の本尊と伝える。 

○東福寺三門：国宝。応永年間(1394～1428)再建といわれるが禅宗三門としては現存最古。 

楼上の額「みょう玅(妙)雲閣」は足利義持(1368～1428)の筆。（大きさは畳３敷） 

（妙の「女」辺は「玄」玅になっている。より厳格さを表す意味があるという。） 

三解脱の門の略（空門、無相門、無作門）涅槃に達するに通らねばならぬ門。 

○仏 殿：（本堂）明治 14 年(1881)焼失。昭和 9 年再建、昭和の木造建築としては最大。 

     東南(巽)の柱を「日蓮柱」という。日蓮が他宗の迫害を受けた時、円爾の庇護を受けた、 

その報恩のため日蓮宗から寄進する習わしがある。 

天井の龍図は堂本印象画伯の筆によるもの。 

○とん東 す司：重文。僧が使用した便所。禅寺寺院の古い形式を残す。 

○浴 室：重文。 

○禅 堂：重文。市内最古の唐様建築。貞和 3 年(1347)に建てる。 

○十三重石塔：重文。康永 2 年(1343)建造 

○えん偃げつ月きょう橋：(重文)。通天橋とが臥うん雲きょう橋の三つの橋がせんぎょくかん洗玉澗という谷に架かってい

る。 

○塔 頭：禅宗では大寺の高僧の墓を「塔」といい、「頭」は「ほとり」を意味する。 

本来は墓守のための房舎であったが、鎌倉末期頃から高僧の隠居所として建てられ、その

数は増してきた。東福寺では 101 ヶ寺に及んだが、現在は２５ヶ寺。 

《たい退こう耕あん庵》：庵主、安国寺えけい恵瓊が、石田三成と対家康旗上げの謀議が行われたと伝える。 

忍び天井、伏侍の間、などがある。1600 年 10 月六条河原で処刑された。 

境内の小野小町玉章地蔵は、小町に送られた多くの恋文を胎内に収めたという。 

《どうしゅういん同聚院》：法性寺五大堂の不動明王が今も祀られている。不動尊は座像 2,65ｍで日本最大

の木彫りで平安前期の仏師康尚の作といわれる。十万不動ともいわれる。 

２月２日の屋守護の符の文字は、「土力」または「十」を〔縦一文字に組み合わせしたも

の〕で、土力は産土で土地を守る仏の意味、十はつねに十万の眷属を従えているとの尊称。 

明治の祇園の名妓でアメリカ富豪と結婚したモルガンお雪の墓がある。 

《ぜん善ねいん慧院》：めいあんじ明暗寺と称し、尺八道場を開き虚無僧に免許を与える唯一の寺。 

唐の時代「普化」という僧が、一管の竹を吹き、その沁みる様な音色とともに仏法を説 
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き大陸をまさよったが、ある日「俺はもう死んだ」 と呟くと、一筋の煙になって消えう

せた。その一管が尺八。普化の死の意味が「一切は無なり」虚無僧の名となって日本に伝

わり、明暗寺はその流れを汲む尺八の明暗流本拠。 

《天徳院》：東福寺 227 世ぶん文えい英せい清かん韓の在庵になっていたが、慶長 19 年(1614)清韓は豊臣秀

頼から、父秀吉の悲願である方広寺再建のとき、大仏殿の鐘の銘文を依頼された。銘文中

の「国家安康」の文字から家康を切れば国が安らかになる。という意味であると難詰され、 

寺はつぶされ、大阪攻めの口実を与えてしまった。その後、天明９年(1789) に再建され

た。 

《正覚庵》：正応 3 年(1290)伊達氏 4 代まさより政依(政宗は９代)が建立、開山は慧雲。慧雲は円爾門下

で在宋 12 年。帰国して政依に招かれたことがある。 

書家や画家が古くなった筆のため、筆塚を建てて供養したのに由来する筆供養で知られる。

（11 月 23 日） 

《南明院》：徳川家康の正室「旭姫」の墓がある。豊臣秀吉は、家康に臣従の礼をとらすため、家

康に正妻が居ないのに目を付け、佐治日向守に嫁いでいた妹「旭姫」を離婚させ、家康と

政略結婚を成立させた。家康 45 歳、旭姫 44 歳だった。 

母、大政所が病気というので京都に帰り、そのまま留まり、天正 8 年聚楽第で没した。48

歳。 朝日姫の本名はわからない。 

○いまくまの新熊野神社：祭神は伊弉冉命(イザナミノミコト)＝くまのむ熊野牟すみの須美おおかみ大神。 

後白河法皇が 1160 年平清盛に命じて法住寺内に創建。 

院政の住まいが法住寺殿で、その鎮守社であった。なお三十三間堂は鎮守寺として創建さ

れた。法王は 34 回熊野に参詣されたが、都人にとっては大変なことであり、そこで、熊

野の新宮、別宮として創建されたのが新熊野神社です。 

長らく京の熊野信仰の中心として栄えた。「新熊野」と書いて、「いまくまの」と読むの

は、紀州の〈古い熊野〉に対する、京の〈新しい熊野〉紀州の〈昔〉の熊野に対する、京

の〈今〉の熊野という当時の人の認識が由来となっている。 

御神木は「椥(なぎ)」「梛」で、神が降臨されるよりしろ依代という意味だそうです。 

境内のクスノキハ創建当時熊野から土砂などが運ばれ移植したものと伝えます。 

また足利義満が観阿彌、世阿彌父子の能を初めて見た能発祥の地と伝える。 

○一ノ橋川：宝樹寺北で「伏見(伏水)街道」を横切り東西流れ鴨川に流れこむ川。 

伏水街道には、一ノ橋(暗渠)、二ノ橋(暗渠)、三ノ橋、四ノ橋が架かっていた。四ノ橋は

伏水街道に斜めに架かっている七瀬川の橋で、この辺りを「直違橋」通りという。日本書

紀では「俯見」と書いている。〔稲荷保勝会冊子〕 

○夢の浮橋跡石碑：泉涌寺の参詣道として「今熊野川(一の橋川)」に架かっていた橋。 

1242 年四条天皇が崩御されると、泉涌寺境内に埋葬された。以来幾多の葬列がこの橋を

渡り葬送された。時の帝が亡くなられてこの橋を渡って、お山へ旅立たれた折、情緒ある

景色に心動いて立ち止まれた情景。 

歌碑『ことはりや 夢の浮橋 心して 還らぬ御幸 志ばし 止めむ』 道円源氏物語五十

四帖「宇治十帖」（最終の巻）の波にただよう浮橋のような、はかないという意味で泉

涌寺への葬送の道に因んでいる。 

後世あの世へ通じる橋は渡らぬ方が良いとされ、橋が痛んでも改修されず、 

原名の「大路橋」は「落橋」と呼ばれた。現在は暗渠。 

○滝尾神社：本町通り 11 丁目。藤森神社のお旅所。大丸百貨店の下村家の崇敬厚く天保 10 年など歴

代に渡り造営、修複など寄進をしてきた。祭神大国主命。 

拝殿の龍は水を飲みに出るという。 
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平成 6 年頃秋篠宮殿下夫妻が境内の三嶋神社に、男児お授け参詣されている。 

○かきぞの柿園の跡碑：一橋小学校に柿園の跡の碑がある。江戸初期の俳諧の祖、松永貞徳の邸宅柿園が

あった。茶室風の「あし芦のまるや丸屋」で、柿本人麻呂ら著名な歌人の菩提を弔い、人麻呂

忌、定家忌などを催し、和歌の会を興行した。現在「芦の丸屋」は上鳥羽の実相寺に移築

されている。 

○宝樹寺：伏水街道本町 11 丁目。一の橋川(暗渠)が旧愛宕、紀伊両郡の境界で、そのわきの宝樹寺

は橋を管理する橋詰堂であった。清盛のもとへ赴くとき、常盤御前はこの寺の薬師如来に、

今若、乙若、牛若の三児の将来を祈願したと伝える。本尊薬師如来坐像は、「子育て常盤

薬師」と呼ばれる。常盤御前が松の木の下で雪をしのいだともいわれる。（伏見街道桃山

御香宮に「常盤井」がある） 

○東山洪積世植物包含層：（1943 年国天然記念物）今熊野日吉町正法寺境内(東山トンネル東南)。

京都が湖底内にあったことを物語る遺跡。地中内にあるため見られない。 

○法住寺跡碑：988 年右大臣藤原為光が、妻と娘忯子(花山天皇女御)の菩提のため創建した法住寺跡

に、後白河法皇が 1160 年、院御所として法住寺殿を造営、ここで院政を執行した。 

宮内に三十三間堂(蓮華王院)をはじめ８０余の殿舎が立ち並んだという。南は一橋小学校

から北は三十三間堂にかけて法住寺跡です。 

1183 年木曽義仲の兵火で焼失。その後再営されたがほどなく廃絶する。 

1266 年鎌倉時代に現在の三十三間堂(国宝)が再建された。境内に法住寺跡の石柱があり

ます。南大門(重文)は桃山時代に建てられたものです。法住寺跡の碑があります。 

現在の法住寺は昭和 30 年の改名で、後白河法皇の御陵(後白河天皇法住寺陵)を守る寺で

あった。 本尊は身代わり不動。後白河上皇の信仰厚く、義仲が襲撃のとき、上皇の身代

りになったという。 

 

―‧─‧─‧─‧― 

 

✻補足 

 ◇陸軍十六師団跡地。（終戦直後は進駐軍がしばらく駐屯していた） 

✩聖母女学院：司令部レンガ造りの建物は現存。歴代師団長の中に、14 代目中島今朝吾、(南京虐

殺事件)。16 代目石原莞爾、(満州事変の関東軍首謀者)が名を連ねる。 

✩京都教育大：歩兵第９聯隊(第３８聯隊)レティ沖で玉砕。 

✩深草中学校：騎兵第２０聯隊。 

✩藤森中学校、青少年科学センター：砲兵第２２聯隊。 

✩付属 高校：しちょう輜重兵第１６大隊。物資の輸送担当。 

✩警察学校、龍大敷地：京都兵器ししょう支廠。 

✩国立病院：陸軍えいじゅ衛戍病院(陸軍病院)。 

✩伏見税務署：憲兵隊。（京阪墨染駅南西） 

✩深草東伊達町：衛戍監獄。（仁明天皇陵周辺） 

✩深草鞍ヶ谷町：射撃場。（仁明天皇陵の東） 

✩深草西浦町：練兵場。東西 700m 南北 800m、飛行機も発着した。 

✩第一軍道：龍大(中山稲荷線)と師団街道(旧 24 号線)南東角に軍道標識あり。（一本松） 

✩第二軍道：司令部に直結する道。疏水の師団橋橋脚上部に、✩マークがある。 

✩第３軍道：山科に抜ける道。現大岩街道の一部。 

✩桃山桃陵団地、伏見官舎(伏見奉行所跡)：工兵隊。宇治川が教練場。（過酷な訓練？） 

hasegawa 


