
（その他の地区編８）

２０１１年４月２２日

Ⅰ（北九州地区編）

１，「古池や・・・」の句碑：東北山延命寺 境内 黄檗宗（ｵｳﾊｸｼｭｳ）

・建碑： 老圃門（弘化４年（１８４７）春１２日

・場所：北九州市小倉北区上富野４－２－１８：〔ＪＲ山陽新幹線小倉駅下車１０分〕

【句 碑】 古池や 蛙飛び込む 水の音

２，「八九間・・・」の句碑： 曹洞宗安国禅寺 境内

・建碑： 小倉住の俳人ら弘化４年（１８４７）春１２日

・場所：北九州市小倉北区竪町１－２－１３：〔ＪＲ山陽新幹線小倉駅下車１０分〕

【句 碑】 八九間 空で雨降る 柳かな

Ⅱ（群馬地区編） ２０１２年５月２１日

１，「紫陽花や・・・」の句碑：渋川市小野池 あじさい公園 池の畔

・建立：平成４年（１９９２）７月８日

・場所：群馬県渋川市上ノ原 ：小野池あじさい公園池の畔〔ＪＲ上越線渋川駅下車〕

〔句 碑〕紫陽花や 帷子時の 薄浅黄（うすあさぎ）
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２０１３年３月９日

Ⅲ（日光地区編）

１，「あらたふと・・・」の句碑：日光東照宮 宝物館横〔祭神〕東照大権現

・建立：昭和３１年（１９５６）９月：日光東照宮・輪王寺・二荒山神社 小杉放庵書

・場所：栃木県日光市山内２３０１：〔ＪＲ・東武鉄道日光駅下車 徒歩約３０分〕

〔句 碑〕 あらたふと 青葉若葉の 日の光

Ⅳ（中尊寺編） ２０１２年 月１５日

１，「夏草や・・・」の句碑：天台宗別格本山 毛越寺右松林内〔南大門跡〕

・建立：文化３年〔１８０６〕４月 慈眼庵素鳥

・場所：岩手県西盤井郡平泉町字大沢：〔ＪＲ東北本線平泉駅下車 徒歩約７分〕

〔句 碑〕 夏草や つはものともか 夢の跡〔奥の細道〕

２，「夏草や・・・」の句碑：天台宗別格本山 毛越寺右松林内〔南大門跡〕

・建立：明和６年〔１７６９〕 確花・・・毛越寺也廖禅師真蹟模筆

・場所：岩手県西盤井郡平泉町字大沢：〔ＪＲ東北本線平泉駅下車 徒歩約７分〕

〔句 碑〕 夏草や 兵共が 夢の跡〔奥の細道〕
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３，「夏草や・・・」の句碑〔英訳半版〕：天台宗別格本山 毛越寺参道左

・建立：昭和４２年〔１９６７〕志賀健太郎・小野寺文雄・ｉｎａｚｏ・Ｎｉｔｏｂｅ書

・英訳：新渡戸稲造

・場所：岩手県西盤井郡平泉町字大沢：〔ＪＲ東北本線平泉駅下車 徒歩約７分〕

〔句 碑〕

Ｔｈｅ Ｓｕｍｍｅｒ Ｇｒａｓｓ

Ｉｎａｚｏ Ｎｉｔｏｂｅ書

４，「五月雨の・・・」の句碑：天台宗東北大本山 関山中尊寺金色堂傍

・建立：延亨３年〔１７４６〕１０月１２日 雲裡坊門仙台治下白英門人山目山笑庵連中

・書：伝素鳥

・場所：岩手県西盤井郡平泉町字衣関２０２：〔ＪＲ東北本線平泉駅から ， ｷﾛ

徒歩約３０分｝

〔句 碑〕五月雨の 降り残してや 光堂

５，「草臥れて・・・」の句碑：天台宗東北大本山 関山中尊寺薬師堂

〔光堂へ行く参道右〕

・建立：明治２６年〔１８９３〕推定 中の坊願成就院幸湛〔昭和５５年１０月３日発見〕

・場所：岩手県西盤井郡平泉町字大字：〔ＪＲ東北本線平泉駅から ， ｷﾛ・徒歩約３０分〕

〔句 碑〕 草臥れて 宿かる頃や 藤の花
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６，素龍筆「奥の細道・三代・」天台宗東北大本山 中尊寺金色堂芭蕉像の傍

・建立：平成元年〔１９８９〕５月１３ 慈眼庵素鳥

・場所岩手県西盤井郡平泉町字衣関２０２

〔ＪＲ東北本線平泉駅から ， ｷﾛ 徒歩約３０分〕

Ⅴ，（石川県金沢地区編） ２０１４年４月１４日

１，「あかあかと・・・」の句碑：兼六公園 山崎出入口

・建立：弘化３年【１８４６】後藤悠平句空庵雲袋 梅室書明治２６年（１８５６）

卯辰山の麓観音院より当地に移建

・場所：金沢市兼六町１０４ 【北陸新幹線金沢駅下車】

。

〔句 碑〕 あかあかと 日はつれなくも 秋の風

2 2

               



２，「あかあかと・・・」の句碑：浄土真宗 成学寺

・建立：宝暦５年【１７５５】秋 麦水連中

・場所：金沢市野町１－１－１８：〔北陸新幹線金沢駅下車 北鉄バス広小路下車〕

〔句 碑〕 あかあかと 日はつれなくも 秋の風

３，「あかあかと・・・」の句碑：犀川河敷緑地公園地公園

・建立：昭和３３年【１９５８】小松砂丘連中 小松砂丘書 【犀川大橋傍より移設】

・場所：金沢市法島犀川河敷緑地公園：〔北陸新幹線金沢駅下車〕

〔句 碑〕 あかあかと 日はつれなくも 秋の風

４，「春もやゝ・・・」の句碑： 顕本法華宗 本長寺

・建立：大正４年【１９１５】４月 旬空庵五世 今村賢外 黒田桜の薗書

昭和５７年【１９８２】１０月陽碑改修

・場所：金沢市野町１－２－８：〔北陸新幹線金沢駅下車 北鉄バス広小路下〕

〔句 碑〕春もやゝ けしき調う 月と梅

５，秋涼し・・・」の句碑：曹洞宗 長久寺

・昭和６３年【１９８８】９月１８日 雪垣俳句会

・場所：金沢市寺町５－２－２０：〔北陸新幹線金沢駅下車北鉄バス 寺町３丁目下車〕

〔句 碑〕 秋涼し 手毎にむけや 瓜茄子

                      

        

         

          



６，「つかもうけ・・・」の句碑：曹洞宗願念寺

・建立：昭和４２年｛１９６７】８月 一笑の子孫小杉潔

・場所：金沢市野町１－３－８２：〔北陸新幹線金沢駅下車 北鉄バス 広小路下車〕

〔句 碑〕 つかもうけ【塚も動け】我が磬ハ 秋の風

７，芭蕉（存疑句）の句碑：高野山真言宗宝泉寺 石段左碑群の中

・建立：年代未詳

・場所：金沢市子来町【卯辰山】５７：【北陸新幹線金沢駅下車 バス橋場町経由

柳橋東部車庫行きで１０分〕

〔句 碑〕 ちる柳 あるじも我も 鐘をきく

Ⅵ，（広島県赤穂地区編）

２０１１年９月１７日

１，「柴の戸の・・・」の句碑：正源寺｛浄土真宗本願寺派｝（あみだ坊）

・建立：弘化４年（１８４７）初冬 寺田雄志ら 柴原琴吹：

書（平成５年：１９９３）再建碑

・場所：兵庫県赤穂市塩屋６２４：〔ＪＲ赤穂線 播州赤穂駅下車徒歩約１５分 〕

【句 碑】 柴の戸の 月やそのまま あみた坊

          

          

   

           



２，「百歳の・・・」の句碑：兵庫県赤穂市塩屋５８１ 寺田 乙彦氏 庭

・建立：江戸末期 寺田雄志ら

・場所： 兵庫県赤穂市塩屋 寺田 乙彦氏 庭

〔ＪＲ赤穂線 播州赤穂駅下車徒歩約１５分〕

【句 碑】 百歳の 気色を庭の 落葉かな

２０１２年５月９日

Ⅶ，（広島県福山地区編）

１，「疑ふな・・・」の句碑：円福寺（真言宗大覚寺派） 境内

・建立：松谷・一風・鼎左文政１０年（１８２７）秋再営：旧碑：安永６年〔１７７７〕３月

・場所：広島県福山市鞆町鞆１０

〔ＪＲ福山駅から鞆の浦・鞆港行きバスで約 ３０分鞆港下車 徒歩５分〕

〔句 碑〕疑ふな うし保浦のはなも 浦の春

２，「年々や・・・」の句碑：曹洞宗賢忠寺地蔵尊前

・建立：後藤此柱ら 明治初期

・場所：広島県福山市寺町４－２４：〔ＪＲ山陽新幹線・山陽線福山駅から 徒歩２０分〕

〔句 碑〕年々や さくらをこやす 花の塵
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３，「今日はかり・・・」の句碑：真言宗御室派薬師寺 本堂右〔総本山仁和寺〕

・建立：秦々舎桃州連中 羽州 書 明治４１年（１９０８）晩春

・場所：福山市今津町中１３５２ ：薬師寺 本堂右：〔ＪＲ山陽線松永駅下車〕

徒歩約２０分〕

〔句 碑〕けふ斗（ばかり） 人もとしよれ

初しぐれ

４，「扇にて・・・」の句碑：王子神社境内〔祭神：須佐之男命・八王子〕

・建立：明治年間

・場所：福山市東深津町５－１５－１

（句 碑） 扇にて 酒くむかけや 散桜

２０１２年５月９日

５，「広島を訪ねて」：番外編・・・昭和 年 月 日午前 時 分

・晴れ上がった夏空を引き裂いて、広島のデルタにせん光が走った。

「青白い光」「上空にまっ赤な火の玉」「数百万個のフラッシュをたい

たような」「突然窓全体が黄色にぬりこめられて」・・警戒警報解除

で防空壕から出てきた人たちも少なくなかった。人類初の原子爆弾

がさく裂したのはこの時であった。

生き残った人たちは燃えさかる業火の間をぬって逃げたが、行けども行けども大地は焼け

ていた。助けて下さい」「子供が子供が・・・・・その声も強い火勢にかき消されて行った。

〔原爆資料館資料より引用・以下：略〕
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２０１４年９月２３日

Ⅷ，（福島県会津若松地区編）

１，「ものいへは・・・」の句碑：浄土宗 阿弥陀寺

・建立：明治２６年〔１８９３〕１０月１２日

・場所：福島県会津若松市七日町４－２０：｛ＪＲ磐越西線七日町駅下車すぐ｝

〔句 碑〕 ものいへは 唇さむし 秋の風

２「鶯や・・・」の句碑：真言宗豊山派 延命寺地蔵堂 本堂前

・建立：不明

・場所：福島県会津若松市河東町倉橋字藤倉１６０－２〔ＪＲ磐越西線会津若松駅から

バス藤倉二階堂下１５分〕

〔句 碑〕 鶯や〔うぐいす〕 柳のうしろや やふの前

２０１６年１月１７日

Ⅸ、（京都府京都市地区編）

１，「清滝や・・・」・・・芭蕉翁

・建立：年代不詳

・場所：京都市右京区嵯峨鳥居本亀屋町 落合橋傍 落合茶屋入口・落合橋畔

〔句 碑〕 清滝や 波に散り込む 青松葉

             

     



Ⅹ、（以下：作成しました順に収録しました）

２０１７年４月２日

１，「ひょろひょろと・・・」・・・芭蕉翁

・建立：明治７年（１８７４）９月宝雪庵可尊ら

・場所：国分寺市西恋ヶ窪１－２７－１８ 熊野神社

（祭神：伊弉諾大神、伊弉冊諾大神、家津御大神）

【ＪＲ武蔵野線「西国分寺駅」下車 府中街道を立川方向に徒歩約２０分９】

（句 碑） ひょろひょろと なほ露けしきや

をみなえし

２，「梅か香に・・・」・・・はせを ２０１７年４月１７日

・建立・建材：不明

・場所：熱海市梅園町１１６９－１ 熱海梅園内

【ＪＲ伊東線熱海駅下車 徒歩約８分】

（句 碑） 梅か香に のっと日の出る 山路かな

３，「鶯の・・・」・・・芭蕉翁

・建立・建材：不明

・場所：熱海市春日町１－２（現 湯宿二番館〔旧しほみや 浴場内）

【ＪＲ東海道線熱海駅下車 徒歩約２分】

（句 碑） 鶯の 笠落としたる 椿かな

       
                       

          
                         

                         



２０１７年５月１４日

４，「梅わかな・・・」・・・芭蕉翁

・建立：文化５年（１８１４）１０月 竹屋社中・雪中庵完来書

・場所：静岡市駿河区丸子７丁目１０－１０ 丁字屋 玄関前

【ＪＲ静岡駅北口下車 バスターミナル７番乗り場 藤枝行き丸子橋入口下車 歩約２分】

（句 碑） 梅若菜（うめわかな） 丸子（まりこ）の宿の

とろゝ汁

５，「世にさかる・・・」・・・芭蕉翁

・建立：寛政１０年（１７９８）３月 謙 書

・場所：静岡市葵区瀬名１丁目３８－３６ 光鏡院 石段途中右〔曹洞宗 清涼山〕

【静岡鉄道 静岡清水線 県立美術館前下車 タクシー約３０分】

（句 碑） 世にさかる 花にも念仏 申しり

２０１７年６月１８日

６，「風流の・・・」・・・芭蕉翁

・建立：明治２１年（１８８８）３月

・場所：金沢市天神町１丁目３－１６ 田井菅原神社

・祭神：菅原道真

・【ＪＲ北陸新幹線金沢駅北口下車 北鉄バスＮＯ６番乗り場桜町下車 徒歩３分】

（句 碑） 風流の はしめや奥の 田植え唄

                  

                          

         

                          



７，「山寒し・・・」・・・芭蕉翁

・建立：文久元年（１８６１）連中 明治８年（１８７５）宝瞳寺より移設（存疑句）

・場所：金沢市小立野２丁目４－１ 上野八幡神社

・祭神：応神天皇

【ＪＲ北陸新幹線金沢駅北口 下車バスＮＯ７番乗り場 天徳院下車 徒歩５分】

（句 碑） 山寒し 心の底や 水の月

２０１７年６月１９日

８，「観音の・・・」・・・芭蕉翁

・建立：宝暦年間（１７５１～１７６３） 尾崎 康工

・場所：富山県高岡市戸出２丁目１４－２０ 曹洞宗 永安寺

【ＪＲ城端線戸出駅 下車徒歩５分】

（句 碑） 観音の いらか見やりつ 花の雲

２０１７年１０月４日

９，「行く春や・・・」・・・はせを翁

・建立：文政３年（１８２０）１０月１２日 山崎鯉穏 亀田鴫齊

・場所：東京都荒川区南千住６－６０ 素盞雄神社

・祭神：

・〔東京メトロ千代田線南千住駅 下車徒歩約１０分〕

（句 碑） 行く春や 鳥啼き魚の 目は泪

                    

          

素盞雄大神・飛鳥大神 事代主神( )



２０１８年１月１４日

１０，「ものいへは・・・はせを

・建立：昭和４８年〔１９７３〕開運堂 真蹟

・場所：長野県松本市中央２丁目２－２２ 菓子店 開運堂

・〔ＪＲ東日本中央本線松本駅 下車徒歩約１０分〕

（句 碑） ものいへは 唇寒し 秋の風

１１，「何の木の・・・はせを

・建立：昭和４８年〔１９７３〕四柱神社

・場所：長野県松本市縄手通り大手３丁目３－２０

・祭神：天之御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神・天照大神

・〔 ＪＲ東日本中央本線松本駅 下車徒歩約２０分〕

（句 碑） 何の木の 花とも知らす においかな

１２，「けふはかり・・・芭蕉翁

・建立：再建碑 昭和２３年〔１９４８〕

・場所：長野県松本中央４－８－１１ 曹洞宗 大松寺

・〔ＪＲ東日本中央本線松本駅 下車徒歩約３０分〕

・

（句 碑） けふはかり 人も年よれ 初しげれ

          

          

          

     


