
２０１９年１月１０日

・建立：再建碑 平成３年（１９９１）５月 千住本氷川神社再建世話人会

・場所：東京都足立区千住３丁目２３ 千住本氷川神社 碑群の中

・アクセス：北千住駅西口下車 徒歩約１５分 〔祭 神〕素盞嗚尊〔すさのおのみこと〕

〔句 碑〕 春もやゝ けしきとゝのふ 月と梅

２，「行く春や・・・」の句碑・・・芭蕉翁

・建 立：昭和２９年〔１９５４〕１０月 千住本氷川神社再建世話人会

・場 所：東京都足立区千住５－１７－９ 真言宗豊山派 安養院

・アクセス： ①北千住駅西口下車 徒歩約１０分 ②千住本氷川神社入口を直進

〔句 碑〕 行く春や 鳥なき魚の 目ハ泪

３，「ものいえへは・・・」・・・はせを翁

・建 立：慶応３年〔１８６７〕 仲秋

・場 所：東京都足立区千住宮元町４４ 千住神社 参道右 碑群の中

・アクセス： 北千住駅西口下車 徒歩約１５分。〔祭 神〕 須佐之男命・宇迦之御魂命

〔句 碑〕 ものいえは 唇さむし 秋の風

〔東京地区編－２〕

１，「春もやゝ・・・」の句碑・・・芭蕉翁

           

               
  

               



４，「行く春や・・・」・・・はせを

・建 立：昭和４９年１０月１２日 足立区〔１９７４〕

・場 所：東京都足立区千住橋戸町３７ 区立大橋公園 千住大橋を渡って左小公園

・アクセス： 京成本線千住大橋駅より 徒歩約５分。

〔俳文碑〕 行く春や 鳥啼き魚の 目は泪だ

５，「春もやゝ・・・」・・・はせを翁

・建 立：文久３年１０月〔１８６３〕

・場 所：東京都足立区大谷田５－２０－１ 大谷田郷土博物館 左碑群の中

・アクセス： 常磐線亀有駅北口下車 東武バス〔八潮駅南口行 足立郷土博物館下車。

〔句 碑〕 春もやゝ けしきとゝのふ 月と梅

２０１８年２月２２日

６，「父母の・・・」・・・はせを翁

・建 立：天保１２年〔１８４１〕衣静・月山ら 楽々庵大耳 書

・場 所：東京都足立区西新井１－５ 総持寺〔西新井大師〕光明殿前 真言宗豊山派

・アクセス： 東武大師線駅前から 徒歩約５分。

〔句 碑〕 父母の しきりにこひし 雉子の聲

              

          

              

             



２０１８年３月２９日

７，「くわんをんの・・・」・・・はせを

・建 立：寛政８年〔１７９６〕１０月１２日

・場 所：東京都台東区浅草２丁目３－１ 浅草観音 弁天堂鐘楼の傍

・アクセス： 東京メトロ銀座線浅草駅下車 徒歩約５分 〔祭神〕：慈覚大師（による中興）

〔句 碑 くわんをんの いらかみやりつ 花の雲

８，「花の雲・・・」・・・芭蕉

・建 立：文化６年〔１８０９〕３月 雲歩恭阿 書

・場 所：東京都台東区浅草２丁目３－１ 奥山公園〔浅草寺西側の一帯〕

・アクセス： 東京メトロ銀座線浅草駅下車 徒歩約１５分。

〔句 碑〕 花の雲 鐘は上野か 浅草か

９，「古池や・・・」・・・芭蕉

・建 立： 弘化３年〔１８４６〕 吉野町弁天堂より昭和２１年移建

・場 所：東京都台東区今戸２－１３－６ 熱田神社 祭神：日本武尊・橘姫の命

・アクセス： 東京メトロ銀座線浅草駅下車 都バス甲南千住行き「今戸」下車 徒歩３分。

〔句 碑〕 古池や 蛙跳び込む 水の音

  

      

                         
         



１０，「濡れて行く・・・」・・・芭蕉

・建 立： 明和５年〔１７６８〕 葛飾派素丸 〔天台宗 慈雲山 無量院 龍眼寺〕

・場 所：東京都江東区区亀戸３－３４－２ 龍眼寺〔萩寺 本堂右〕

・アクセス： ＪＲ総武線錦糸町下車 徒歩１５分 都バス日暮里行き「横川３丁目」下車

徒歩５分。

〔句 碑〕 濡れて行く 人もをかしや 雨の萩

１１，「しばらくは・・・」・・・芭蕉

・建 立：享和２年〔１８０２〕２月２５日 雪中庵完来 雪中庵完来書

・場 所：東京都江東区区亀戸３－６－１ 亀戸天神社 ・

・アクセス：ＪＲ総武線亀戸駅北口下車 徒歩１５分。（祭神）天満大自在天神（菅原道真）

〔句 碑〕 しばらくは 花のうえなる 月夜かな

２０１８年５月５日

１２，「めにかゝる・・・」・・・芭蕉

・建立：文化２年〔１８０５〕初秋 小柴暉雄

・場所：東京都江東区南沙７－１４－１８ 富賀岡八幡 （祭神）誉田別命

・アクセス：都営地下鉄新宿線大島駅下車 Ａ６階段出口を右さらに右へ都バス東陽町行き元八

幡下車徒歩約５分。

〔句 碑〕 めにかゝる 雲やしはしの 渡り鳥

  
                 

    

  

              



2018 4 4

  

  

         

年 月 日

１３，「秋に添って・・・」・・・芭蕉

・建立：年代不詳 其日庵社中

・場所：東京都江東区大島５－３５－１６ 大島稲荷神社 （祭神）宇賀野御魂神・迦具土之命

・アクセス：ＪＲ総武線錦糸町駅で都営地下鉄新宿線大島駅下車 徒歩５分。

〔句 碑〕 秋に添って 行くはや末ハ 小松川〔図：左〕

１４，「五月雨を・・・」・・・芭蕉

・建 立：平成元年〔１９８９〕９月１９日 佐竹良子

〔句 碑〕 五月雨を あつめて早し 最上川〔図：右〕〔中央は松尾芭蕉像〕

１５，「めにかゝる・・・」・・・芭蕉

・建立：文化２年〔１８０５〕初秋 小柴暉雄

・場所：東京都江東区南沙７－１４－１８ 富賀岡八幡神社 （祭神）誉田別命

・アクセス：都営地下鉄新宿線大島駅下車 Ａ６階段出口を右さらに右へ

都バス東陽町行き元八幡下車徒歩約５分。

〔句 碑〕 めにかゝる 雲やしはしの 渡り鳥

。



１６，「秋に添うて・・・」・・・はせを

・建立：昭和６０年〔１９８５〕 亀井杉茅女 井本農一 書

・場所：東京都江戸川区中央町４－５－２３ 香取神社 境内左

・アクセス：ＪＲ横須賀線・総武快速新小岩駅南口下車 徒歩約１０分〔都立江戸川高校手前〕

〔句 碑〕 秋に添うて 行かばや末は 小松川

１７，「ミの虫の・・・」・・・はせを

・建立：享和３年〔１８０３〕

・場所：東京都墨田区横網町１－１２－｛駒止神社の先｝

・アクセス：ＪＲ総武線両国駅下車 徒歩約１０分〔国技館通り〕

〔句 碑〕 ミの虫の 音をきゝにこよ 草の庵

１８，「いさゝらハ・・・」・・・はせを

・建立：安政５年〔１８５８〕 三世自在庵氏徳門人祇庸

・場所：東京都墨田区向島５－４－４ 長命寺 ｛天台宗｝

・アクセス：東急田園都市線溝の口駅から東京メトロ半蔵門線押上駅下車Ｂ３出口

「すみまるくん」バス北西ルート乗車 ＮＯ１７「見番通り入口」下車 徒歩約５分。

〔句 碑〕 いさゝらハ 雪見にころふ 所まで

  

          

         
  

    

        



１９，「ふるいけや・・・」・・・はせを

・建立：享和３年〔１８０３〕

・場所：東京都墨田区千歳町２－１－１６ 臨済宗妙心寺派 要津寺

・アクセス： 都営地下鉄大江戸線森下駅下車 徒歩約５分。

｛句 碑｝ ふる池や 蛙跳び込む 水の音

２０１８年８月１７日

２０，「茶水汲む・・・ 」・・・芭蕉

・建立：昭和４３年〔１９６８〕１０月１５日 氏子総代一同

・場所：東京都江戸川区江戸川５－７－６ 熊野神社境内

・アクセス：ＪＲ総武線新小岩駅南口 都バス葛西行き〔４番乗り場〕下今井下車徒歩３分

〔句 碑〕 茶水汲む おくまんだしや 松の花

〔ちょっと一休みしましょう！〕

東海道新幹線 Ｎ 系 東急バス犬蔵線〔遊園南口〕 東京さくらトラム荒川線車庫

京都鉄道博物館 東武鉄道特急車両 山形新幹線「とれいゆつばさ」
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