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金子兜太の句碑

常光院にある句碑

金子兜太氏の句碑は熊谷市内には熊谷市誕
生 10 周年記念事業「熊谷の俳句」の句碑のほ
か、常光院、龍泉寺、埼玉県立熊谷高等学校に
建立され、兜太俳句の資料としても貴重です。
こうした句碑からは、秩父・皆野出身で熊谷市
に定住した兜太氏の地域の自然や郷土に対す
る意識を垣間見ることができます。また、兜太
俳句史を明らかにする文学資料としての意義
も有しており、兜太氏ならではの「定住漂泊」
の思想を感じることができます。

金子兜太

か ね こ と う た

金子兜太（1919-2018）
大正 8 年（1919）9
月 23 日、埼玉県小
川町に生まれ、秩
父で育つ。旧制熊
谷中学（現・埼玉県
立熊谷高等学校）
を経て、旧制水戸
高等学校在学中に句作を始める。東京帝国大学
経済学部を卒業後、日本銀行に入行。戦中は海
軍としてトラック島（現在のミクロネシア連邦
チューク諸島）に赴任。昭和 37 年（1962）
、俳
誌『海程』を創刊、後に主宰を務める。昭和 42
年（1967）
、熊谷市に転居。昭和 58 年（1983）
、
現代俳句協会会長に就任。
「朝日俳壇」選者など
を務める。
「紫綬褒章」
、
「勲四等旭日小綬章」を
受章。
「詩歌文学館賞」
、
「現代俳句大賞」
、
「蛇笏
賞」
、
「日本芸術院賞」
、
「正岡子規国際俳句賞大
賞」などを受賞。平成 20 年（2008）に文化功
労者。翌年、熊谷市名誉市民に推挙。晩年には
戦後一貫して現代俳句を牽引したことが評価
され、
「毎日芸術賞特別賞」
、
「菊池寛賞」
、
「朝日
賞」などを受賞した。句集には『少年』
『金子兜
太句集』
『蜿蜿』
『暗緑地誌』
『早春展墓』
『金子
兜太全句集』
『旅次抄録』
『遊牧集』
『猪羊集』
『詩
經國風』
『皆之』
『両神』
『東国抄』
『日常』など
がある。現代俳句の巨星として活躍を続ける中、
平成 30 年（2018）2 月 20 日に逝去された。

な
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「たっぷりと鳴くやつもいる夕ひぐらし」
熊谷市に定住した金
子兜太が探訪した熊谷
市上中条の常光院に
は、豊かな森が広がっ
ています。この句碑は
常光院住職の小久保康
田が発願し、平成 4 年
（1992）3 月 28 日に建立されました。この句
は句集『皆之』からの出典であり、常光院の深
い森で鳴き続ける蟬の情景が目に浮かびます。
常光院は当地を治めた平安時代末期の武家で
ある中条氏の館に由来している古刹で、俳句寺
としても知られています。荘厳な茅葺屋根の本
堂が印象的です。
所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：平成 4 年（1992）
宇咲冬男
ゆ

おおにじ

「行けどゆけど大虹のしたぬけきれず」
熊谷市上中条の
常光院に生まれた
俳人の宇咲冬男（本
名・小久保誠（19312013）
）は、熊谷を
拠点としながら国
際的な俳句活動を
進めたことで知られています。宇田零雨に師事
し、俳句と現代連句を学びました。
『俳句研究』
や『俳句鑑賞辞典』などで現代作家の有望者と
しても選出され、俳誌『あした』を主宰しまし
た。揮毫は野口白汀、石工は野口大作、奥書は
角田双柿が担いました。大きく架かる虹を見た
時の感動を生き生きと描き、その下につながる
道を進む躍動感が伝わる句です。
所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：平成 4 年（1992）

桐雨・冬男連句碑

国際俳句連句碑

常光院が所蔵
する熊谷市指定
文化財「釈迦涅槃
図」を公開された
際に、当寺の宇咲
冬男と、俳号を
「桐雨」と称し国
文学者として知られる暉峻康隆（1908-2001）
の両者が拝観し強く感動したことを機に連句
が作られ、平成 5 年（1993）１１月に句碑とし
て建立されました。この両吟仙歌は発句「涅槃
図やあの世を知らぬけもの哭く 桐雨」で始ま
り、挙句「美女美男つどう春の日 冬男」まで
の 36 句により構成されています。揮毫は熊谷
を代表する書家の野口白汀（林造）が担いまし
た。

1994 年、ドイツ
のフランクフルト
郊外にある世界的
な薔薇の街として
知られるバート・ナ
ウハイム市にて、宇
咲冬男ら日本の俳
人とフランクフルト俳句サークルとの交流会
「薔薇を詠む」が開催されました。この機会を
発端として、ドイツと日本に句碑の建立が計画
され、日本では常光院にて実現されることにな
りました。冬男の発案によりドイツ人俳人の作
品を芭蕉の句に基づく連句として表現し、句碑
として刻まれました。サビーネ・キュープラー
女史の句の他、
「さまざまの事思ひ出す桜かな
芭蕉」
「交流深む春の俳筵 宇咲冬男」
「お茶室
に招かれ聴くは初音にて エリカ・シュヴァル
ム」などがあり、ドイツ語と日本語が併記され
ています。日本初の国際連句碑として平成 18
年（2006）に句碑の除幕式が行われ、国際的な
俳句界からの注目を集めました。

所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：平成 5 年（1993）
芭蕉三百回忌追善脇起俳諧連歌碑
芭蕉翁の三
百回忌を記念
して、連句協
会埼玉支部が
建立した追善
脇起俳諧の連
歌碑です。
「旅
人と我が名呼ばれん初時雨」芭蕉翁と刻まれて
います。この句の出典は紀行文の『笈の小文』
です。この句は、貞亨 4 年（1687）10 月 25
日、芭蕉が亡父三十三回忌の法要に参列するた
めに江戸深川を出発する際、10 月 11 日に「其
角亭」で行われた送別句会で詠まれた一節に由
来します。この句に続き、常光院の小久保康田
住職が詠んだ「なお咲きつづく山茶花の道」な
どの句が世吉連歌として刻まれ、芭蕉の偉業を
忍ばせています。
所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：平成 5 年（1993）

所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：平成 18 年（2006）
熊谷市俳句連盟創立二十周年記念句碑
常光院境内西側
に、熊谷市俳句連盟
の創立二十周年を記
念して、昭和 60 年
（1985）11 月 3 日に
2 基の句碑が建立さ
れました。当時の会
長である柴田白陽を中心に、金子兜太「梅咲い
て庭中に青鮫が来ている」をはじめ、会員 138
名による俳句が刻まれています。書は白陽の書
名である柴田侑堂によるものです。この記念句
碑は、俳句寺としての常光院に一つの歴史を加
えるとともに、その当時の俳句連盟の積極的な
活動状況を今に伝えています。
所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：昭和 60 年（1985）

熊谷市内にある金子兜太句碑
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金子兜太「利根川と荒川の間雷遊ぶ」

金子兜太「荻野吟子の生命とありぬ冬の利根」

この句は、
利根川と荒
川の二つの
大きな河川
に挟まれて
いる熊谷の
特徴を描
き、その狭
間にて鳴り響く夏の雷を詠んだものです。二つ
の河川の存在がここに住む人々の感性や精神
に大きな影響を与え、長い時を経ながら熊谷の
原像を形成し、雷鳴の躍動感とともに、熊谷に
息づく自然の景観と夏の風景を力強く表現し
ています。

この句は、数々
の困難を克服し
て日本公許女性
医師第１号とな
った荻野吟子と
生誕の地である
俵瀬を流れる利
根川に着目し、冬
になると寒冷な「赤城おろし」が吹き下ろす風
景を描いたものです。利根川の広大な流れとと
もに吟子の生命が育まれ、人生の苦難を乗り越
える原動力となったことが偲ばれます。そして、
冬の利根には、吟子の不屈の精神と大いなる愛
が息づいていることを感じさせてくれます。

所在地：熊谷市中央公園（熊谷市宮町二丁目
39）
建立年：平成 28 年（2016）
熊谷市誕生 10 周年記念建立

所在地：荻野吟子生誕の地（熊谷市俵瀬 581-1）
建立年：平成 28 年（2016）
熊谷市誕生 10 周年記念建立
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金子兜太「行雲流水 蛍 訪なう文殊の地」
そうもう
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金子兜太「草莽の臣友山に春筑波嶺」
この句は、根
岸家長屋門の前
にある桜が咲き
誇る季節に屋敷
の高台から東を
望むと、その春
霞の先に姿を現
す筑波山を主題
としています。そして、幕末から新たな時代へ
と踏み出した志士・根岸友山へ想いを巡らせて
います。春の麗らかな日和を感じる中で、屹立
する友山の精神と筑波山とを対比しながら表
現した句です。
所在地：根岸家長屋門（熊谷市冑山 152）
建立年：平成 28 年（2016）
熊谷市誕生 10 周年記念建立

この句は、江
南地域の豊かな
里山に流れる
ゆったりとし
た時の流れに
着目していま
す。水辺には夏
の始まりを告げるホタルが飛び交い、古くから
の知恵の象徴である野原の文珠寺があります。
このような江南の原風景を描写したものです。
「行雲流水」とは、中国宋代の蘇軾によって著
された『宋史』を出典としており、空を行く雲
や流れる水のように一時に執着せず、自然にま
かせて行動することを意味しています。この言
葉には、空高く緑豊かな江南地域に足を踏み入
れた時の感動が表現されています。
所在地：文殊寺（熊谷市野原 623）
建立年：平成 28 年（2016）
熊谷市誕生 10 周年記念建立
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金子兜太「白梅に風雨の日日の澄みにけり」
この句碑
は、平成 2 年
（1990）4 月
10 日に、画
家・石川梅子
の生誕100 周
年を記念し顕
彰句碑建設委員会によって建立されたもので
す。同委員会が金子兜太に作句と揮毫を依頼し、
御影石の石碑に刻まれました。題字は龍泉寺住
職の小久保隆吽が担いました。石川梅子（18901973）に旧榛沢郡深谷町（現・深谷市）に生ま
れ、東京裁縫女学校（現・東京家政大学）で学
び、裁縫の道に進みながら河合玉堂や同郷の江
森天壽に師事しました。咲き誇る白梅とそれま
での日々を想像させるように、激動の時代を生
きた梅子の画家人生を描き出しています。
所在地：龍泉寺（熊谷市三ヶ尻 3712）
建立年：平成 2 年（1990）
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金子兜太「質実の窓若き日の夏木立」
この句は、
昭 和 12 年
（1937）埼玉
県立熊谷中学
（現・埼玉県
立熊谷高等学
校）を卒業し
た金子兜太が
創立 100 周年の際に母校に想いを馳せて詠ん
だものです。平成 27 年（2015）10 月 24 日、
熊谷高校創立 120 周年記念事業として校門近
くに句碑が建立されました。
「質実剛健」の校風
を句の中に含み、熊谷高校のシンボルである
「赤甍（あかいらか）
」の校舎の窓と、兜太が若
き頃に目にした学校を囲むように広がる田園
と森林の風景を思い起こさせてくれます。
所在地：埼玉県立熊谷高等学校
（熊谷市大原 1 丁目 9-1）
建立年：平成 27 年（2015）
熊谷高校創立 120 周年記念事業

常光院本堂の概要

熊谷市指定有形文化財（建造物）
「常光院本堂」

常光院（熊谷市上中条）は比叡山延暦寺直系
の天台宗別格本山であり、龍智山毘慮遮那寺常
光院と称されています。長承元年（1132）
、藤原
鎌足を祖とする藤原系中条氏、武蔵国司判官の
藤原常光公が当地に下向し、公文所を建て、豪
族白根氏との婚姻により「中條（中条）
」の地名
を姓として土着し、館を構えて政務に精励した
歴史があります。
熊谷市指定有形文化財（建造物）の「常光院
本堂」は、元禄４年（1691）に木造平屋茅葺屋
根の本堂が再建され、その前の寛文 12 年
（1672）に唐破風の大玄関が再建されたと伝わ
ります。建築様式は、方丈建築の寄棟茅葺、屋
根構造は和小屋構造、大きさは正面 22.5ｍ×側
面 17.9ｍです。屋根構造は竹または丸太の垂木
の上に杉皮で覆い、縄、針金の類を用いて茅を
葺く方法が用いられています。
熊谷市教育委員会の調査により、本堂より発
見された棟札には「飯堂」と称される建造物の
新造の建立年が記されており、貞享４年（1687）
との銘が残ります。本堂との関係については不
明ですが、これは同時期に本堂または新造され
た建造物の存在を示すものです。常光院本堂は
中条氏及び古刹常光院の歴史的経過を今に伝
える貴重な建造物として保存されており、内部
意匠や建築技術の水準など特筆すべき点も多
いといえます。また、調査によって判明した内
部の梁構造の特色や、長年にわたって茅葺の葺
き替えを実施しながら現在まで壮観な屋根構
造を維持している点などは、熊谷地域の社寺建
築を考証する上で歴史的意義を有するもので
あると評価されています。
（熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）

