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序

章

『熊谷句碑物語』の刊行に向けた調査研究について

2018 年 2 月 20 日、俳人の金子兜太が逝去されたことは、我々に大きな悲しみを与えました。筆者は
哀悼の意を込めて、兜太句碑をはじめ市内にある句碑の概要を集成する資料を作成したいと考え、市内
各所を巡り調査研究と執筆を進めました。そして、同年 8 月 19 日にリーフレット『熊谷句碑物語―熊
谷の歴史を彩る俳句と句碑をめぐる旅―』の発行に至りました。
江戸時代以降、熊谷においては俳句の原点となる「俳諧」の文化交流が盛んであり、庶民は俳句（雑
排）を楽しんでいました。多くの俳人が熊谷から生まれ、また著名な俳人が熊谷を訪れたという歴史が
あります。江戸時代を代表する俳人の松尾芭蕉の句碑もあり、後の時代の熊谷人によって「俳聖」を顕
彰する「芭蕉句碑」が複数建立されています。これらに加えて、近現代における熊谷の俳人の活躍を明
らかにする句碑や、著名俳人が熊谷を訪れた足跡を示す句碑が存在しています。このリーフレットは芭
蕉から金子兜太に至る俳句文化の継承と、句碑群の再認識を目指すものとして幸いにも多くの関心を集
めています。また、筆者は同紙の刊行と併せて熊谷市俳句連盟との共同によって「熊谷市文化遺産保存
実行委員会」の中に熊谷の歴史や芸術文化を研究し発信する「熊谷市文化遺産研究会」「熊谷俳諧文化
研究会」
「熊谷句碑研究会」を発足させました。
『熊谷句碑物語』の刊行に向けた調査研究については、熊谷市内にどのような句碑が存在し、その句
碑に関連する調査報告の書誌的状況についても着目する必要がありました。妻沼歴史研究会などの市町
合併前の各地域に限った報告のほか、全県的に捉え文学碑や句碑の全容を掴むことを目的とした概要書
の内容を通読しながら、現在の熊谷市内の句碑に関して詳細に調査報告を行った事例が確認できない状
況にありました。その点を課題と捉えて新たな媒体として刊行することが最大の目的となりました。且
つ発行に際しては、各句碑についての調査研究に重きを置きつつも資料としてだけでなく、リーフレッ
トを持参しながら句碑巡りをすることができるような要素を含ませたいと考えました。それは各句碑と
市民各位及び俳句愛好者との距離を縮めるための内容にする必要性を強く感じ、平易な表現も心掛けま
した。また記載量の多かった原稿を添削し、要点部のみを記載した句碑説明もあります。しかしながら、
各句碑の現地調査及び撮影を経て、文章として記載する作業において、平易ならざる難解な側面も持ち
合わせており、その解釈から記述に要した期間と労力は想像以上のものとなってしまったことも否めま
せん。また、当初の説などとの比較において句碑に関しての新発見を複数得る事が出来ました。それは
リーフレット刊行後の指摘を受けての再調査によって得られた知見も含め、その内容を追記修正して記
すことも本稿の役割であるといえます。
熊谷市内における句碑について総体的に網羅している資料としての意義を自認しつつ、それぞれの調
査概要は各句碑の項目に示したとおりでありますが、今後の調査研究に向けての課題も見え隠れしてい
ます。それは芭蕉句碑の建立に関わる俳人連の動向や、句碑のみでは見えない俳諧活動の全容について
も新たに 探究を続けることにより、句碑建立の意義を再認識することができると考えます。また熊谷
に在住していた金子兜太の俳句に関する主題と構想について再び着目し、郷土に根差した兜太論ともい
うべき新たな解釈の提示も必要であるように感じています。これらの点は今後の研究課題であるとの認
識を深めながら、句碑研究及び句碑散策の一助として活用いただければ幸いです。
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第1章

金子兜太の句碑

俳人・金子兜太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てい
ます。秩父・皆野出身で熊谷市に定住した兜太の地
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。こうした句碑は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、兜太文学ならで
はの「定住漂泊」の思想を感じることができます。

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。
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

そうもう

しんゆうざん

はる つ く ば ね

②金子兜太「草莽の臣友山に春筑波嶺」

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。
と ね が わ

あらかわ

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

おぎのぎんこ

いのち

ふゆ

と

ね

③金子兜太「荻野吟子の生命とありぬ冬の利根」

あいらいあそ

①金子兜太「利根川と荒川の間雷遊ぶ」

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：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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こううんりゅうすいほたるおと

もんじゅ

しらうめ

ち
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す

④金子兜太「行 雲 流 水 螢 訪なう文殊の地」

⑥金子兜太「白梅に風雨の日日の澄みにけり」

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殊寺があります。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。

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（1890-1973）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：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

な

ゆう

⑤金子兜太「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）

所在地：龍泉寺（熊谷市三ヶ尻 3712）
建立年：平成 2 年（1990）

しつじつ

まどわか

ひ

なつこだち

⑦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）
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第2章

もの か

松尾芭蕉の句碑

おうぎ

わか

⑨芭蕉「物書いて 扇 ひきさく別れかな」

熊谷市内には江戸時代の俳諧文化の祖ともいえる
松尾芭蕉を顕彰する句碑が複数建立されています。
芭蕉の足跡を記すものではありませんが、芭蕉の句
を石碑に刻み、俳諧に対する理解と、俳人への敬意
をこめて、俳諧文化の歴史を引き継ぐ役割を果たし
ています。市内各地にある芭蕉句碑を紹介し、その
俳句文化に対する人々の関わりについて着目します。
松尾芭蕉（1644-1694）
江戸時代前期の俳人。寛永
21 年（1644）に伊賀（現
在の三重県）に生まれた。
名は宗房。芭蕉は俳号で別
号に桃青、風羅坊などがあ
る。藤堂良忠
（俳号・蝉吟）
に仕えて俳諧を学び、京都
で北村季吟に師事。後に江
戸に移り、深川の芭蕉庵に
住み俳諧の探究を進めた。
「談林風」の俳諧を脱却し
て、
「蕉風」を確立した。各地を旅して発句や紀行文
を残し、旅先の大坂で元禄 7 年（1694）に病没した。
俳諧作品には、
『野ざらし紀行』
『笈の小文』
『更科紀
行』
『奥の細道』『嵯峨日記』などがある。

この句の出典は『俳諧一葉集』で、元禄 2 年（1689）
8 月 11 日、『奥の細道』の旅で金沢の門人の立花北
枝と別れに際して詠まれた句です。寛政 8 年（1796）
6 月、旧下川上村の俳人・可曲を願主として建立さ
れました。また、この碑は道標を兼ねており、
「西 め
ぬま くまかやみち」
「北 とねかしみち」
「南 きやう
たみち」と刻まれています。当初は、下川上の御嶽
塚の裏手三叉路に建てられていましたが、現在は星
宮公民館敷地内に移設されています。
所在地：星宮公民館（熊谷市下川上 5）
建立年：寛政 8 年（1796）

（絵画：熊谷市指定文化財 渡辺崋山《芭蕉大和上り図》より）

はる

けしき

つき

うめ

いなづま

やみ

かたゆく ご い

こえ

⑧芭蕉「春もやや気色ととのふ月と梅」

⑩芭蕉「稲妻や闇の方行五位の聲」

この句は、厳しい冬が過ぎ、徐々に春めいてくる
早春の情趣を、月と梅の取り合せで描き出している、
芭蕉が好んだ画賛句の一つです。元禄 6 年（1693）
、
芭蕉 50 歳の時の作品で、裏面には「太蕪」
「秋瓜」
の句と、熊谷を拠点として活躍した俳人「官鯉」
「笑
牛」
「雪叩」の名が刻まれています。本句碑の建立年
は県内最古級と推定されます。秋瓜（-1790）は多
少庵秋瓜と称する江戸時代中期の俳人で、句集『多
少庵句巣』などを編著しました。他に刻まれた俳人
に着目すると、官鯉は熊谷宿本陣竹井家の当主、笑
牛は熊谷宿で油商を営んだ須賀市左衛門長栄の俳号
です。雪叩（1732-1799）は、熊谷出身の俳人の野
口雪江の号です。博識で文化芸術に秀で、世の書家
から「寛政の三名筆」として称賛されました。

本句は、芭蕉が元禄 7 年（1694）猿雖亭で詠んだ
ものと推定されています。五位は五位鷺（さぎ）の
ことで、夜行性で夜になると不気味な声を出して飛
ぶ特性があります。この句碑は、文化 9 年（1812）
7 月、地元の俳人（五翁（-1820）・角浪・可良久
（-1847）
・五渡（1753-1826）
・五楼）により建立さ
れたものです。裏面に、俳人・建部巣兆（1761-1814）
による撰文が刻まれています。書を揮毫した太田蜀
山人は、太田南畝（1749-1823）という狂歌師です。
本句碑は、地元と江戸の俳人・歌人・狂歌師の協力
により建立されたことから、近世文化人の交流を明
らかにする意味を持ち合わせています。

所在地：星溪園（熊谷市鎌倉町 32）
建立年：寛政 4 年（1792）

所在地：妻沼聖天山（熊谷市妻沼 1151）
建立年：文化 9 年（1812）
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ちょうとり

し

はな

あき

はる

そら

よ

さくら

あ

⑪芭蕉「 蝶 鳥の知らぬ花あり秋の空」

⑬芭蕉「春の夜は 桜 に明けてしまいけり」

この句碑は、明治 19 年（1886）、旧日向村の長井
神社宮司である島田慶雅（1816-1891）と俳諧仲間
で名主の増田美仙、輝雄らにより、句の出典は不明
ですが俳句の祖師である芭蕉を祀るために建立した
ものです。揮毫は密翁と称された島田慶雅が担いま
した。碑裏面には、句碑建立の経緯と、密翁の句「大
空の花やこよひは秋最中」が記されています。長井
神社の縁起には、天喜 5 年（1057）
、源頼義が東北
へ赴く際に当地に滞在した時、大蛇が村人を悩ませ
ていると聞き、島田大五郎道竿に弓矢と太刀を与え
大蛇退治を命じたという伝説が残されています。

この句碑は、大正 7 年（1918）に妻沼聖天山の東
側にある大我井神社境内に建立されました。この句
は『翁草』を出典として、元禄 6 年（1693）頃の作
です。句の意を解釈すると、見渡す限りの桜が広が
ったままに春の夜が白く明けていく様子が描写され
ています。句碑には発願者として「青蛙 西田平吉」
など当地の俳句関係者の名が刻まれています。妻沼
聖天山一帯は「大我井の森」と称され、明治時代に
開創された大我井神社の境内には芭蕉のほか複数の
句碑が建立されています。

所在地：長井神社（熊谷市日向 1090）
建立年：明治 19 年（1886）

もの

くちびるさむ

あき

所在地：大我井神社（熊谷市妻沼 1480）
建立年：大正 7 年（1918）

もの

かぜ

くちびるさむ

あき

かぜ

⑫芭蕉「物いへば 唇 寒し秋の風」

⑭芭蕉「物いへば 唇 寒し秋の風」

この句は『芭蕉庵小文庫』からの出典であり、明
治 24 年（1891）
、内田朴山が還暦を記念して建立し
たものです。根府川石で造られた句碑の表面には「人
の短を言事なか礼己の長をとくこと奈か礼物いへば
唇さむし秋の風 はせ越」と、碑裏面には、内田朴山
の句「善光寺詣のかへるさ姥捨山にて気ふの命ちと
せなりけ利今日の月」と刻まれています。内田朴山
（1829-1892）は熊谷宿本町の江戸時代から続く医
家に生まれ、地域の医療を進めながら、俳人として
も活躍しました。また大徳寺牧宗和尚に参禅したほ
か、茶道にも精通していました。

歓喜院鐘楼の西側、二十三夜塔の脇に置かれた句
碑で、
『芭蕉庵小文庫』に所収された一句が刻まれて
います。これは芭蕉の座右の一句であるともいわれ
ています。この句の前には「人の短をいふ事なかれ
己が長をとく事なかれ」が置かれ、
「雉も鳴かずば撃
たれまい」などの一節とも通じることが分かります。
左側面には建立年とともに西田聖池庵との銘が残さ
れています。
所在地：妻沼聖天山（熊谷市妻沼 1511）
建立年：大正 11 年（1922）

所在地：報恩寺（熊谷市円光 2 丁目 8-1）
建立年：明治 24 年（1891）
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ふるいけ

かわず と

こ

みず

てら

おと

ね

がお

つきみ

⑮芭蕉「古池や 蛙 飛び込む水の音」

⑰芭蕉「寺に寝てまこと顔なる月見かな」

この句は、芭蕉が蕉風俳諧を確立した句とされて
おり、芭蕉の作品中で最も知られている句の一つで
す。季語は春の「蛙」であり、その生き生きとした
描写が特徴です。大正 12 年（1923）に、西田聖池
庵が建立し、石工は赤石文次郎、書は藤波數忠が担
いました。句の下に、地元の俳人 13 名と賛助者 8
名の号と句が刻まれています。明治時代以降におけ
る妻沼地域での俳句界の隆盛を知ることができます。

熊谷市下増田地区にある観音寺は福川の境橋から
南に位置し、境内には自然石の芭蕉の句碑が建立さ
れています。
『野ざらし紀行』へと結実する旅を終え
た 2 年後、芭蕉が現在の茨城の鹿島地方を訪れた時
の句です。貞亨 4 年（1687）
、芭蕉は曾良と宗波を
伴い、月見を兼ねて鹿島の根本寺の仏頂和尚を訪問
し交流を深めたとの逸話が残されています。禅寺の
清澄な雰囲気の中で中秋の名月に想いを馳せる一句
です。

所在地：妻沼聖天山（熊谷市妻沼 1151）
建立年：大正 12 年（1923）

ゆき

もの

所在地：観音寺（熊谷市下増田 866-1）
建立年：昭和 45 年（1970）

こ と し たけ

⑯芭蕉「雪といふ物かあるぞよ今年竹」
は つ し ぐ れ さる

こみの

ほ

⑱芭蕉「初時雨猿も小蓑を欲しげなり」

この句碑は、熊谷市弥藤吾にある観清寺に建立さ
れたものです。碑面には「はせを」
（芭蕉）と刻まれ
ているとの伝承から芭蕉句碑として古くから認めら
れてきたものです。芭蕉 38 歳過ぎの句と推定され
ますが、句の出典は不明です。一方、本紙制作に向
けた調査の中では、
「はせを」の文字を「雪雄」と解
釈し、その俳号である桜井梅室の「雪といふ物がふ
るぞよ今年竹」であるとの一説を提起しています。
本句の「今年竹」は夏の季語で若竹のことを意味し
ており、夏の若竹と冬の雪を対比しながら捉えてい
る表現として読解することができます。蒼海堂濤静
によって建立され、石工は赤石文次郎が担い、下部
には地元俳人 10 人の句が刻まれています。なお、
当寺には明治時代に幡羅高等小学校が開設されてい
ました。

これは、『猿蓑』冒頭の句で、 元禄 2 年（1689）
9 月、芭蕉 46 歳の作です。芭蕉が『奥の細道』の旅
を終えて伊勢へ足をのばした後、故郷上野へ帰る途
中に伊賀街道の長野峠で詠んだものとされています。
こ の句 碑 は 、 寺伝 に よ る と 「横 田 柳 几 （俳 人 ：
1716-1744）書の五道庵竹二坊（俳人：1759-1836）
建立の芭蕉の句碑あり」とされ、昭和 50 年（1975）
9 月の文殊寺御開帳を記念して再建されたものです。
所在地：文殊寺（熊谷市野原 623）
建立年：昭和 50 年（1975）

所在地：観清寺（熊谷市弥藤吾 574-1）
建立年：昭和 10 年（1935）
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かぶと

きょう

した

ひと

とし

はつしぐれ

⑲芭蕉「むざんやな 甲 の下のきりぎりす」

㉑芭蕉「今日ばかり人も年よれ初時雨」

妻沼聖天山北側に建立されたこの句碑には、芭蕉
が、齋藤別当実盛の兜が祀られている多太神社（現・
石川県小松市）を訪れた際に詠んだ句が刻まれてい
ます。昭和 54 年（1979）、聖天山開創 800 年を記念
して、斎藤別当実盛公顕彰句碑建設の会が建立した
ものです。表面の俳句揮毫は、俳誌『嵯峨野』の主
宰者で鴫立庵第二十世庵主の村山古郷（1909-1986）
が担い名筆が残されています。句碑の裏面は妻沼地
域をはじめとする 20 名の現代句が刻まれており、
書は柴田侑堂、刻は原田美智夫が担いました。建立
後も実盛と芭蕉を関連付ける句碑として顕彰が続け
られています。

熊谷市上根の奈良原邸に建立された芭蕉句碑です。
句の出典は『韻塞』
（李由・許六共編）であり、元禄
5 年（1692）10 月 3 日に赤坂彦根藩邸中屋敷で開か
れた五吟歌仙の際の発句として知られています。句
の下部には芭蕉の姿が描かれています。昭和 28 年
（1953）10 月、奈良原茂山によって建立されまし
た。碑の裏には茂山の句「時雨會や禮相の人限りな
く 七十二翁茂山」が刻まれ、建立に関わった地元の
俳人たちの名が確認できます。また、芭蕉句碑の隣
りには茂山の句碑が置かれています。

所在地：妻沼聖天山北側（熊谷市妻沼 1520-3）
建立年：昭和 54 年（1979）

所在地：奈良原邸（熊谷市上根）
建立年：昭和 28 年（1953）

㉒石上寺 花塚の碑
はな

なん

き

はな

し

うえ

つきよ

芭蕉「しばらくは花 の上なる月夜かな」

にお

⑳芭蕉「何の木の花とも知らず匂ひかな」

文化 11 年（1814）10 月、熊谷市今井の稲村邸に
建立された芭蕉句碑です。出典は『笈の小文』であ
り、「伊勢御神前にて」と前書きが記されています。
芭蕉が貞亨 5 年（1688）2 月 4 日に伊勢神宮外宮参
拝の折に詠まれた句として知られています。碑裏に
は近隣の旧中条村の俳人である英泉の句「香に匂ふ
春や昔の歸り花」が刻まれています。英泉は別号を
松花園と称し、芭蕉への敬意を持った上で本建立に
関わったことが考えられます。
所在地：稲村邸（熊谷市今井）
建立年：文化 11 年（1814）

熊谷市鎌倉町の石上寺には「花塚の碑」と呼ばれ
る石碑があり、
「しばらくは花の上なる月夜かな」と
いう芭蕉の句が刻まれています。明治 35 年（1902）
、
熊谷の俳人・四分一葉々、竹井幽谷（澹如）、林幽嶂
（有章）らが建立した句碑で、当時は現在より荒川
寄りの場所にあり、
「花塚」として知られていました。
その周辺にはかつて「熊谷堤」と呼ばれる土手があ
り、数多くの桜が咲き誇っていたことから、奈良の
吉野山の桜と同じようだとの想いを込めて、この句
を碑にしたとされています。後に熊谷堤の形跡が残
る石上寺本堂の前に移設され、熊谷桜やソメイヨシ
ノなどの桜を見守っています。
所在地：石上寺（熊谷市鎌倉町 36）
建立年：明治 35 年（1902）
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㉓文殊寺

ばしょうおうづか

芭蕉翁塚

な

ひ

熊谷市野原の文殊寺に建立された芭蕉句碑の近く
には、芭蕉への顕彰碑として知られる緑石の石碑「芭
蕉翁塚」があります。石碑は文政 3 年（1820）2 月、
五道庵竹二坊によって建立されました。なお、碑面
の記銘には「文化十三丙子年 十月十二日 五道庵建」
とあり、発案から時を経て建立されたことになりま
す。建立者の五道庵は福田村（現・比企郡滑川町）
の出身で竹二坊と号し、俳人や文人としても知られ、
寛政 10 年（1798）には『芭蕉翁正伝』を著してい
ます。
所在地：文殊寺（熊谷市野原 623）
建立年：文政 3 年（1820）

第3章

はな

つき

ひがし

ひ

にし

㉕与謝蕪村「菜の花や月は 東 に日は西に」

芭蕉 翁塚の碑

この句は、安永 3 年（1774）3 月 23 日、与謝蕪
村が現在の神戸の六甲山地にある摩耶山を訪れた際
に詠んだ句で、蕪村の代表作の一つに挙げられます。
蕪村（1716-1784）は、妻沼の地を訪れ、
「雨洗ふ長
井の衆の早苗哉」の句も残しています。句碑は平成
元年（1989）6 月妻沼町俳句連盟の俳句塚建設委員
会により建立されたものです。句碑の周辺には同連
盟による寄進句碑が複数設置されています。
所在地：大我井神社（熊谷市妻沼 1480）
建立年：平成元年（1989）

俳人・書家の句碑

はだかご

熊谷ゆかりの俳人や書家を中心に様々な句碑が建
立されています。それぞれの地域に根付いた風土と
も密接に関わり、こうした句碑からは歴史を語り継
ぐ特色と俳句を愛した人々の想いを感じることがで
きます。

あたま そ

みず

㉖高浜虚子「裸子の 頭 剃りをり水ほとり」

㉔雉子塚の碑
こえ

い

ぎ

きぎす

桜井梅室「聲 ほとに威儀もつくらぬ雉子かな」他

妻沼聖天山の鐘楼北側に、芭蕉句碑と並び、
「雉子
塚の碑」と呼ばれる句碑が建立されています。これ
は慶応 4 年（1868）春、有磯庵三世五渡により建立
されたもので、江戸時代後期の俳人で、天保三大家
の一人と称される桜井梅室（1769-1852）による句
が冒頭に刻まれています。句碑には「聲ほとに威儀
もつくらぬ雉子かな 桜井梅室」を始め、
「きしの聲
此春はたゝに聞き捨す 加舎白雄」「雉子の聲おのか
すむ野に餘りけり 鳥醉」「鳥居出るをしさや杉に秋
の月 巣兆」などの句が列記されています。

この句は、正岡子規の弟子で『ホトトギス』を継
承した高浜虚子（1874-1959）が、昭和 7 年（1932）
7 月 3 日、龍淵寺への吟行の際に詠まれました。当
寺での吟行はホトトギス武蔵野探勝会によって催さ
れ、山口青邨らが参加しました。句碑の建立は地元
の棚澤慶翠（慶治）や虚子門下の岡安迷子らが発起
人となり進められ、昭和 45 年（1970）に制作、翌
年 5 月 2 日に鐘楼の近くに建立されました。当地の
武将、成田氏の菩提寺でもある龍淵寺には幼い頃か
ら仏道に入る修行僧もあり、星川のほとりの風景を
句に込めたことが分かります。虚子の揮毫が刻まれ
ています。
所在地：龍淵寺（熊谷市上之 336）
建立年：昭和 46 年（1971）

所在地：妻沼聖天山（熊谷市妻沼 1511）
建立年：慶応 4 年（1868）
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ひと

ひ

おち

ゆう も み じ こい

ゆきすこ

う

ひと さ

㉗内田五八九「人 の日や落つきぶりに雪少し」

㉙山口青邨「夕紅葉鯉は浮くまま人去りぬ」

元治 2 年（1865）3 月 11 日に建立された熊谷出
身の俳人・内田五八九の句碑です。碑表面には俳句
が揮毫され、裏面には五八九の経歴などが刻まれて
います。内田五八九（1787-1858）は若くして京都
の成田蒼虬の門に入り、俳諧の道を研鑽し、皓々処、
北涯、阿鳥と号しました。全国を巡り、安政 4 年
（1857）に 71 歳で故郷の熊谷に帰り、熊谷宿本陣
近くに数寄屋造の庵を建立しました。芭蕉に因んで
「日永庵」と号し後進の指導に当たりました。この
句は雪の残る風景の中での人々の日常について情緒
的に表現したものです。

俳人の山口青邨が、昭和 25 年（1950）11 月に星
溪園を訪れた際に詠んだ句で、庭の中央にある「玉
の池」の水面に映る夕紅葉と行き交う鯉の様子を情
感を込めて表現しています。句碑は昭和 57 年（1982）
10 月夏草埼玉県支部によって建立されました。山口
青邨（1892-1988）は盛岡市生まれで、古河鉱業、
農務省に勤めた後、東京大学教授となり鉱山学を担
当しました。昭和 22 年（1947）
、水原秋桜子らと「東
大俳句会」を興し、高浜虚子の指導を受けて『ホト
トギス』の代表的俳人として活躍しました。
所在地：星溪園（熊谷市鎌倉町 32）
建立年：昭和 57 年（1982）

所在地：報恩寺（熊谷市円光 2 丁目 8-1）
建立年：元治 2 年（1865）

いちまい

お

こけ

はな さ

おも

じんちょうげ

㉚田島一宿「一枚のハガキの重み沈丁花」

ここち

㉘齋藤紫石「老いらくの苔に花咲く心地かな」

この句碑は昭和 34 年（1959）5 月に齋藤紫石後
援会により建立されました。熊谷市鎌倉町に生まれ
た斎藤紫石（1885-1964）は本名の茂八として地方
行政の草創期を担った新市制の熊谷市長として知ら
れています。旧熊谷町長に当選して以降、県議会議
員を歴任しました。俳句に親しみ、紫石と号し俳誌
『鮎』を刊行しました。政界引退後、市内石原に「紫
石巣」と称する寓居を構え、独自の俳句を探求する
ため幽居生活を送り、熊谷市第１号名誉市民として
本市の文化振興にも尽力しました。晩年の心境を詠
んだ美意識溢れる一句となっています。
所在地：星溪園（熊谷市鎌倉町 32）
建立年：昭和 34 年（1959）

この句碑は、昭和 50 年（1975）10 月に高唱俳句
会・詩吟包容会の有志 12 名で建立され、伊丹渓斉
が揮毫を担いました。俳人の田島一宿（1896-1973）
は熊谷市仲町の田島旅館に生まれ、家業を継ぐ傍ら
文芸に興味を持ち、俳句の道に進みました。
「熊谷草」
「桜蓮子」と号して活動し、大正 15 年（1926）1
月、
「乱雲会」と「若葉会」とともに俳句結社「泉吟
社」を創立、同年 2 月には高浜虚子らを迎えて熊谷
本陣竹井家別邸（現・星溪園）において泉吟社発会
の記念句会を開催しました。戦後において「熊谷俳
人会」を結成したほか、熊谷市政 20 周年記念の旧
熊谷市歌や市内各校の校歌などの作詞で知られてい
ます。
所在地：報恩寺（熊谷市円光二丁目 8-1）
建立年：昭和 50 年（1975）
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かぜ

よじん

はな み

おちばづくよ

とき

さねもりぞうはい

㉛石原八束「風の餘燼の落葉月夜となりけらし」

㉝松本旭「花満つる時しも実盛像拝す」

妻沼聖天山北側に建立された俳人・石原八束の句
碑です。昭和 50 年（1975）7 月に堀越敬紀（俳名・
鶯林子）ら有志による句碑建設会が中心となり建立
が果たされました。本人による独特の揮毫が印象的
です。句は句集『空の渚』に所収された代表作の一
つです。裏面の説明は熊谷の書家、柴田侑堂が担い
ました。石原八束（1919-1998）は飯田蛇笏や三好
達治らに師事し、俳誌『秋』を主宰しました。現代
俳句に叙情性をもたらしたことで知られ、芸術選奨
文部大臣賞など数々の高い評価を得ています。

この句碑は平成 7 年（1995）4 月、俳誌『橘』200
号刊行を記念して、松本旭主宰の句碑建立実行委員
会により建立されたものです。埼玉県大石村（現・
上尾市）出身の俳人・松本旭（1918-2015）は加藤
楸邨、角川源義に師事し、国文学者や作詞家として
も知られています。昭和 53 年（1978）
、俳誌『橘』
を創刊し主宰を務めたほか、連歌・近代俳句の研究
を進め、
「村上鬼城研究」で俳人協会評論賞を受賞し
ました。句集に『猿田彦』『蘭陵王』
『天鼓』
『長江』
『卑弥呼』などがあります。

所在地：妻沼聖天山北側（熊谷市妻沼 1520-3）
建立年：昭和 50 年（1975）

所在地：歓喜院本坊前（熊谷市妻沼 1627）
建立年：平成 7 年（1995）

ゆうや

ばんどう た ろ う

さか

かんげつ

なみ

昭和 59 年（1984）
、俳人・金子兜太らを顧問とし
て、堀越鶯林子先生句碑建立委員会により建立され
ました。大正 6 年（1917）年、旧妻沼町に生まれた
堀 越敬 紀 は 俳 名を 「 鶯 林 子 」と 号 し 、 石原 八 束
（1919-1998）に師事しました。埼玉県俳句連盟常
任理事、妻沼町俳句連盟会長を歴任し、平成元年に
は勲五等瑞宝章を受章しました。
「坂東太郎」は日本
三大河川の一つ「利根川」の異名であり、夕焼けを
前に満々とした力強い水流を描写した句です。
所在地：観清寺（熊谷市弥藤吾 574-1）
建立年：昭和 59 年（1984）

ご ごう

こめ

㉞関根山草「寒月や五合ばかりの米をとぐ」

㉜鶯林子「夕焼けや 坂東太郎の 逆さ波」

関根山草は、熊谷市中奈良の常楽寺十八世石嶺老
師からの訓育を受けた明治・大正時代の仏僧で、大
正 7 年（1918）に東京亀有にある見性寺の住職とな
っています。山草は俳句を好み、正岡子規の門下で
俳誌『アラレ』を創刊した俳人の中山稲青に師事し、
大正 15 年（1926）頃より俳誌『睡蓮』を主宰しま
した。この句は、関根山草が常楽寺に在りし頃の句
であり、句碑は昭和 35 年（1960）に建立されまし
た。山草による揮毫を用いて、その他の書誌は常楽
寺住職の松本重道が担いました。冬の寒さの中で米
を淡々と研ぐ、その凍えるような光景と人間の温か
みを感じさせる一句です。
所在地：常楽寺（熊谷市中奈良 1956）
建立年：昭和 35 年（1960）
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む さ し の

あ

す

はつひ

げ

ゆうひ

た

いちきょうし

いね

はな

㊲宮崎利秀「下駄ばきの一教師たり稲の花」

㉟猪俣千代子「武蔵野に明日は初日となる夕日」

この句碑は、平成 14 年（2002）6 月、句碑建立
委員会により妻沼の大我井神社に建立されました。
俳人の猪俣千代子
（1922-2014）は大正 11 年
（1922）、
埼玉県妻沼町に生まれ、青春期より文芸を志し研鑽
を積みました。昭和 26 年（1951）に俳誌『楪』に
入会し、加藤楸邨（俳人・国文学者（1905-1993））
に師事しました。加藤が主宰する『寒雷』や『杉』
の同人として積極的な作句を進め、句集に『堆朱』
『秘色』『螺鈿』『幡羅』などがあります。千代子は
埼玉県俳句連盟会長などを歴任し、妻沼地域の俳句
関係者にも門下生が多く、彼らが中心となり句碑建
立が計画されました。

この句碑は昭和 58 年（1983）3 月、宮崎利秀句
碑建立委員会により建立されました。書は柴田侑堂、
撰は河野南畦が担当しています。俳人の宮崎利秀
（1920-1982）は英語教師、文学者として活動し、
直木賞作家の杉森久英『黄色のバット』のモデルと
しても知られています。下駄を履く教師の姿と稲の
花が対照的に描かれ、自身の生活や身の回りの自然
に対する謙虚な姿勢がうかがえます。この句は利秀
の人柄を伝えるとともに、句碑として彼が歩んでき
た人生を後世に語り継ぐ記録として保存されていま
す。
所在地：大我井神社（熊谷市妻沼 1480）
建立年：昭和 58 年（1983）

所在地：大我井神社（熊谷市妻沼 1480）
建立年：平成 14 年（2002）
ゆ

ふ

おおにじ

㊱宇咲冬男「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（1931-2013）
）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）

そ

ち

さるすべり

㊳柴田白陽「父祖の地やぬくもりふかき百日紅」

この句碑は、昭和 60 年（1985）11 月 23 日、俳
人・柴田白陽の古希と金婚を祝して熊谷市石原の東
漸寺に建立されたものです。書家名の「侑堂」門下
生及び檀家有志を中心とした句碑建立委員会により
着手されました。父をはじめとする先祖に対する尊
敬の念と、境内に咲く百日紅の風情を表現したもの
です。柴田白陽（1913-2006）は現在の熊谷市上新
田に生まれました。書家の柴田侑堂としても知られ
ています。熊谷市書人連盟、埼玉県書道人連盟、書
道団体「洸風会」の創設に参画し、埼玉県美術家協
会においても要職を歴任しました。また、俳誌『相
思樹』を主宰したほか、朝日新聞・産経新聞の俳壇
選者を務めました。
所在地：東漸寺（熊谷市石原 334）
建立年：昭和 60 年（1985）
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ふ

そ

ち

くわ

はた

かみ

もくれん

もり

いちべん ち

いし

うえ

㊴柴田白陽「父祖の地や桑の畑より神の杜」

㊶加藤朝男 「木蓮 の一弁散りて石の上」

この句は、白陽が養蚕が盛んな地域であった上新
田地区の桑畑を前にして、その先に見える諏訪神社
の社を題材に詠んだ句です。平成 2 年（1990）11
月 3 日、当地の柴田家当主の柴田忠雄を代表とする
柴田白陽先生句碑建立委員会によって神社参道西側
に建立されました。書は本人の柴田侑堂、石工は野
口大作が担いました。諏訪神社本殿は延享 3 年
（1746）、柴田信右衛門豊忠によって創建され、精
緻な装飾彫刻が施されている社殿として知られてい
ます。

この句碑は昭和 46 年（1971）11 月に熊谷出身の
俳人・加藤朝男（1909-1985）が報恩寺の風景に想
いを馳せて詠んだ一句を刻んだものです。句碑建設
後援会及び熊谷市杉の芽俳句会の企画により、報恩
寺境内の西側に建立されました。加藤は俳誌『麦笛』
や『白露』で主宰を務め、熊谷市俳句連盟の会長を
歴任するなど、熊谷俳壇や文化振興における指導的
立場にありました。
所在地：報恩寺（熊谷市円光二丁目 8-1）
建立年：昭和 46 年（1971）

所在地：諏訪神社（熊谷市上新田 227）
建立年：平成 2 年（1990）

つみ と

と

わ

のこ

ひ

ひとびと

みずこじぞう

みず ぬ

㊷強瀬楽舟「罪解かな水子地蔵の水温るむ」

かぜかお

㊵柴田白陽「永久に残る碑の人々に風薫る」

平成 3 年（1991）5 月 5 日、熊谷市の大麻生に所
在する大栄神社の「第二次世界大戦従軍記念碑」に
隣接して建立された句碑で、従軍記念碑に刻まれた
人々に想いを馳せて詠んだ句です。書は本人の柴田
侑堂の銘が残され、石工は新井市太郎が担いました。
句碑のある大栄神社は、当地の五社稲荷神社に八荒
神社、駒形神社、浅間神社などを合祀した旧大麻生
村上郷の鎮守で、秩父往還に隣接し、四季の移ろい
とともに風薫る田園や雑木林が広がっています。

この句碑は、昭和 63 年（1988）に熊谷市東別府
出身の農家で俳人の強瀬兵蔵（1911-2000）が俳号
の楽舟として詠んだ一句を揮毫し、楽舟の喜寿を祝
して菩提寺である東別府の香林寺に子息によって建
立されました。楽舟は句集『田んぼ道』などを刊行
し、地元で晴耕雨読の日々を続けながら人間を主題
とした独自の作句を進めました。刻まれた句からも
その特色を感じることができます。
所在地：香林寺（熊谷市東別府 799）
建立年：昭和 63 年（1988）

所在地：大栄神社（熊谷市大麻生 454）
建立年：平成 3 年（1991）
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ゆき ふ

いっぽん

㊸桑原まさ子「雪 降ってゐる一本のさるすべり」

㊺桐雨・冬男連句碑

この句碑は平成 10 年（1998）9 月に熊谷市下川
上の浄泉寺の住職・鈴木清壽（俳号：鈴木静跡）を
中心として、俳誌同人の桑原まさ子に選句を依頼し
建立されました。昭和 5 年（1930）
、栃木県に生ま
れた桑原まさ子は戦後俳句活動を始め、夫で俳人の
桑原月穂に師事し、俳誌『紺』同人として活躍した
ほか、下野文学大賞などを受賞しています。昭和 50
年代後半、まさ子が栃木市の大神神社での月穂の句
碑建立に際して、資材となる石を探し求めて雪道を
歩いていた時に、一本の百日紅（さるすべり）が眼
前に現れたという情景を描いたものです。なお、浄
泉寺本堂前には地元の俳人の田子水鴨・鴨汀兄弟の
顕彰句碑が置かれています。

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」と称した国文学者の暉峻康隆（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。
ユーモアのある現代的な俳句が多いことも特徴です。
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。

所在地：浄泉寺（熊谷市下川上 179-1）
建立年：平成 10 年（1998）

お お と ね

あかぎ

す

㊻「芭蕉三百回忌追善脇起俳諧連歌碑」

くわ か

㊹大島信士「大利根も赤城も澄みて桑枯るる」

この句碑は昭和 51 年（1976）4 月 11 日、地元の
俳人・大島信士（1900-1978）の作句生活 50 年を記
念して熊谷市八ツ口の長昌寺に建立されました。大
島信（本名）は県議会議員を務めたほか、藤本刀水
らと妻沼地域の句会「椎雀会」を主宰しました。句
碑は俳人・堀越敬紀（鶯林子）を中心に建立され、
句碑裏には 18 名の句が列記されています。句碑の
北側には、斎藤別当実盛に由来する「椎の木」が聳
えています。また、近隣の善ケ島に所在する龍泉寺
には、
「椎雀会」の記念碑が昭和 58 年（1983）に建
立されており、椎の名の下に当時の俳句交流の隆盛
を感じることができます
所在地：長昌寺（熊谷市八ツ口 869）
建立年：昭和 51 年（1976）

所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：平成 5 年（1993）

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）
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かげろう

㊼国際俳句連句碑

つか

㊾小林一茶 「陽炎 やむつましげなるつかと塚 」

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。薔薇博物館館長・ザビーネ・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、ドイツ語やオランダ語などの西欧語と日
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多くの注目を集めました。

小林一茶（1763-1828）は 30 歳を前にして郷里へ
の旅路に足を進めました。
『寛政三年紀行』によると、
江戸から浦和宿を経て、大宮では氷川神社を参拝し
た後、熊谷宿の三浦玄正邸に宿泊しました。そして
一茶は 4 月 12 日に熊谷寺を訪れ「十二日 蓮生寺に
参。是は次郎直実発心して造りし寺とかや。蓮生･
敦盛並て墓の立るも又哀也」と書き記しています。
そして、２つの墓所を前に「つかと塚」の一句が生
まれました。熊谷寺には直実墓があり、左方は夫人
の相模の方、右方は息子直家の墓所が置かれていま
す。現在において敦盛墓の所在は不明ですが、一茶
は、一の谷の合戦で敦盛を止む無く討ち取った直実
（後の蓮生）の心境に思いを馳せ、情感を込めてこ
の句を詠んだことが想像できます。
所在地：熊谷寺（熊谷市仲町 43）
（非公開）
建立：平成 19 年（2007）9 月
かり さ

所在地：常光院（熊谷市上中条 1160）
建立年：平成 18 年（2006）

みず

し たく

あふ

㊿小林李坪「雁去って水は四澤に溢れけり」

㊽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 20 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）

小林李坪（1865-1927）は旧村岡村出身で高雲寺
の養嗣子となった後、和仏法律学校などで学び、台
湾総督府をはじめ国内外での官吏遂行を担ったほか、
子規門下の俳人として活躍しました。明治 37 年
（1904）、李坪らを主宰として俳誌「相思樹」を創
刊し、台湾での俳句界の育成とホトトギス系の継承
を進めました。子規門下の著名な俳人や河東碧梧桐
との交流でも知られています。晩年は故郷の村岡に
戻り、歴史研究や村史の編纂に努めました。この句
は、高雲寺の周辺の風景を主題としています。寺の
ある村岡地域は湧き水が豊富で、冬場の雁や鴨など
が水場に訪れた様子に着目し、雁がその水場から飛
び立ち水の弾けるような躍動感を表現したものです。
句碑は子孫の小林雅治らによって建立されました。
所在地：高雲寺（熊谷市村岡 396）
建立：昭和 50 年（1975）
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熊谷市内の句碑所在地マップ

金子兜太句碑「利根川と荒川の間雷遊ぶ」の揮毫色紙
（星溪園 積翠閣にて撮影）
＊㊾㊿は『熊谷句碑物語』未掲載の句碑
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第4章

資料編 1

『熊谷句碑物語』の執筆作成にあたり、近代から現代に至る俳諧及び俳句の系譜について歴史的に理解と
把握をする必要がありました。正岡子規から高浜虚子、加藤楸邨から金子兜太へという俳人の流れを踏まえ
た上で、句碑文化の考察へと触手を伸ばすために、本章に揚げる系譜図などの資料を作成しました。また、
併せて実際の配布資料についても掲載します。基礎資料として、または句碑の文化形成を担った影響関係を
示す研究成果の一端としてご参照ください。

近現代・俳人の系譜
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『熊谷句碑物語―熊谷の歴史を彩る俳句と句碑をめぐる旅―』
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2018 年 8 月 19 日刊行
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- 22 -

2019 年 11 月 17 日刊行

『金子兜太句碑めぐり―埼玉県熊谷市版』
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金子兜太略年譜

執筆・監修：山下祐樹（熊谷市立江南文化財センター）
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第5章

資料編 2 関連した新聞掲載記事

『熊谷句碑物語』の刊行に向けた調査研究は、熊谷市内の歴史探訪に向けての下地を再発見する事業
として認識されるものです。このような取り組みは関連したアウトリーチや啓発事業とも連結し、多く
の市民からの興味関心を得ることができました。また金子兜太の追悼・生誕 100 年記念事業として研究
会を兼ねた散策ツアーや句碑めぐりツアーなども開催されました。このような内容は幸いにしてメディ
アに取り上げてもらう機会が増え、事業実施の案内と実績報告としての新聞記事掲載によって、句碑文
化の更なる広報及び啓発をすることが可能となりました。本章では掲載事例を紹介し、メディアを通じ
ての『熊谷句碑物語』及び熊谷俳句文化の情報発信について着目します。
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献茶会・星溪寮立礼席

講演「兜太俳句と『定住漂泊』の思想」
・積翠閣 2019.2.24
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【番外編】

熊谷市江南地域の｢ほたる坂通り｣を記念して金子兜太句碑解説板が建立された。
筆者が監修を担当した。
（江南行政センター 2019 年 12 月 15 日）

八木橋百貨店 創業 120 周年事業 企画展「金子兜太と金子家の俳人たち」
会場：八木橋百貨店 8 階 カトレアホール
会期：2017 年 9 月 21 日(木)～26 日(火)

ギャラリートーク
「金子兜太と戦後俳句の周縁をめぐって｣
（八木橋百貨店 2017 年 9 月 24 日）
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終章

考察 『熊谷句碑物語』から見える俳諧文化の展開

兜太句碑と芭蕉句碑

『熊谷句碑物語』の調査研究を通じて、熊谷地域における俳諧文化の展開と俳人の交流史を改めて認
識することになりました。リーフレット及び本報告書の原点となった金子兜太の俳句と句碑が、熊谷の
郷土や自然に光を当てるとともに、俳句を媒介とした文化芸術の発信となり得ていることを実感しまし
た。特に兜太の逝去後、兜太句碑に対する関心が高まりを見せ、句碑巡りの順路となっているようです。
こうした句碑群を生かした上で、熊谷の歴史や風土を学ぶ機会になっている状況も見受けられます。
また一方、芭蕉句碑を始めとした俳人の句を刻んだ句碑はその当時に編纂された句集からの引用に基づ
いたものが多く、今回の調査によって原典と句碑の結節点に触手を伸ばすことができたといえます。兜
太俳句は現代の風土を描き、芭蕉の場合は時代後者が芭蕉俳句を出典として句碑を建立したという差が
あり、熊谷地域を主題としたものと、他の地で詠まれたものを当地の句碑として建立するという差もあ
ります。芭蕉は中山道を通じて熊谷に来訪していますが、俳人の交流が果たされたかどうかという点に
ついては明らかになっていません。熊谷を詠むではなく、熊谷に句碑を建立する際の一句が選出された
のかという課題も残されています。この点については、句碑建立の理由、建立の主宰者、建立に向けた
地域の動きなどに目を向ける必要があります。
市内における芭蕉句碑としては最古とされる星溪園の「春もやや気色ととのふ月と梅」は中山道熊谷
宿を中心とする本陣竹井家をはじめとした俳人連によって建立されました。建立年代からは芭蕉の追善
供養の意味を含めていることが分かります。ここに描かれた自然美は当時の熊谷宿に彩りを加えるとと
もに、熊谷俳諧の歴史を刻む意義を有しているといえます。また、星宮地域における芭蕉句碑「物書き
て扇ひきさく別れかな」は道標としての役割を果たすなど、庶民にとって身近な存在であったことが窺
えます。時代を経ての俳人による句碑の建立という取り組みについては、俳人だけでなく地域の人々の
協力や理解によって進められたことが推測されます。
特に妻沼聖天山周辺における芭蕉句碑をはじめとした句碑群は埼玉県内においても顕著たる建立の
事例と評することができます。「物いへば唇寒し秋の風」、「古池や蛙飛び込む水の音」、「稲妻や闇の方
行五位の聲」の芭蕉句碑は、妻沼俳諧の隆盛を感じさせるものです。著名な一句の引用と、聖天山の歴
史風土と関連する五位鷺などの表現、その句碑建立に向けて江戸の俳諧人との交流を示すものなど、貴
重な歴史資料ともいうべき句碑の表記が見られます。その他、斎藤別当実盛公との関わりを示す「むざ
んやな甲の下のきりぎりす」は実盛と芭蕉を繋ぐ位置付けとしても重要な意義を含んでいます。妻沼地
域にある芭蕉句碑については、一部において、句碑に関する伝承と実際上の句碑との間に齟齬が生じて
いる事例がありました。芭蕉句碑とされてきたものが実際はことなるのではないかという諸説と向き合
う事例もありました。この内容については各項目内の説明において併記しています。
また旧熊谷宿近くの石上寺の花塚、江南地域の文殊寺にある芭蕉翁塚、常光院の芭蕉連歌碑について
も、芭蕉の顕彰碑としての特色があり、点在する芭蕉句碑それぞれが熊谷俳諧の歴史を形作っているも
のといえます。
俳人・書家の句碑をめぐって

与謝蕪村や高浜虚子など著名俳人の句碑が所在していることも熊谷俳諧を物語る句碑文化の特色で
あるといえます。またそれらの句碑を建立するために、熊谷市俳句連盟や市内外で活動を進めていた結
社や俳誌の会員が協力し、事業を成し遂げた様子も確認できます。星溪園に建立された山口青邨句碑、
齋藤紫石句碑、妻沼聖天山北側に建立された石原八束の句碑についても同様の経緯によって熊谷の地に
新たな歴史を刻むことができたと考えられます。それぞれの句碑について運営を担った堀越敬紀（鶯林
子）や猪俣千代子ら俳人の献身的な活動もあったと推測されます。また両名についても門下生等が協力
し句碑が建立されています。また金子兜太も複数の句碑建立に向けて協力をしており、句碑裏面に記名
を確認することができます。
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俳句寺としても知られる常光院出身の宇咲冬男は国際的な俳句活動を進めたことでも知られ、本人の
句碑と「桐雨・冬男連句碑」、日本初となった「国際俳句連句碑」を当院に建立しています。また書家
としても知られる柴田白陽の句碑については、熊谷の文化人としての顕彰とともに昭和と平成を跨がり
句碑建立の機運が高まりを示しています。同時期の平成時代初期には熊谷の各地域の寺社を中心に句碑
建立が連続して着手されており、宮崎利秀や桑原まさ子などの俳人句碑も建立されています。
こうした俳句の揮毫は本人によるものや当地書家によるものがあり、その文字を句碑に刻む方法が採
られています。句碑に刻まれた代表的な書家としては柴田白陽や野口白汀らの名前を見ることができま
す。句碑の中でその裏面に示されている情報は極めて多く、句碑建立の経緯をはじめ俳人の経歴なども
仔細に刻まれているものもあります。つまり、俳人の俳句、句碑を建立する人々、揮毫者、そして石工
が協働し建立する句碑文化は、その俳句から派生する地域文化交流の一形態を示していると評しても良
いのかも知れません。
俳句の文化性の探究とアウトリーチ

俳句文化の継承については兜太句碑への再認識の高まりの中でも重要なテーマとなっています。戦後
における現代俳句において蕉風や子規・虚子を経ての各派を踏まえた時に、その多様性をもって百花繚
乱の如くに俳句文化が隆盛した戦後から今日まで、その俳句文化を次世代に引き継ぐことの課題が残さ
れているように思われます。俳人の系譜を俳句史と捉えるとともに、その全容について改めて総括的に
解釈することも必要であると考えられます。俳句が旧来からどのような経路を辿り将来へ引き渡される
かという無形の文化としての水脈を再び見直すことも求められています。その時に、建立された句碑は
俳句を媒介とした一つの地域文化論を伝える資料となることは明らかであり、また句碑文化の調査研究
によって郷土文化の更なる醸成がもたらされる可能性を感じることができます。句碑が地域の物語を形
成する。そうした展望を懐きながら、熊谷に根付いた俳諧文化の発信を進めていけたらと考えています。
そうした中、2019 年、俳人の金子兜太追悼事業として、また生誕 100 年記念事業として、熊谷市内
にある揮毫句碑を巡るバスツアーが 11 月 17 日、11 月 24 日に行われました。当初、ツアーに際しては
各日 30 人の募集でしたが、合計 130 人を超える応募があり、各自中のバスを 1 台増便して 120 人の参
加によるツアーの開催となりました。2016 年に建立された熊谷市誕生 10 周年記念事業「熊谷の俳句」
句碑をはじめ、金子兜太ゆかりの地に建立された句碑を巡るもので、根岸家長屋門、文殊寺、観音山龍
泉寺、荻野吟子生誕の地、常光院、埼玉県立熊谷高等学校、熊谷市中央公園を行程としました。各場所
及び道中では筆者が解説を担当し、兜太俳句と熊谷の郷土の結節点などに想いを馳せる機会となりまし
た。また、この開催に合わせて兜太句碑について解説したリーフレットを刊行しました。これは『熊谷
句碑物語』を下地として、新たな情報を加えた上での研究報告になり得る内容で、郷土熊谷に対する俳
人兜太の眼差しを感受できるのではないかと考えています。
結びに、
『熊谷句碑物語』をめぐる様々な取り組みは、その完成前後を含めて意義深いプロジェクト
であったことを明言したいと思います。俳諧・俳句文化に対する多様な知的欲求に応え得る基礎資料作
りの過程に終わりはなく、絶えず同時代的でコンテンポラリーな意識とともに積み重ねていく仕事に他
なりません。そして、その成果を、句碑や俳句を通じての文化遺産のアウトリーチに繋げることで、芸
術文化の振興を促進し、郷土愛に基づく文化交流や社会基盤の発展に良い影響を与えることが最大の目
的となります。今後も地域に根差した旅を続け、その真価を問い続ける所存です。最後に、俳句とユネ
スコ世界文化遺産に関連した取り組みを付言したいと思います。熊谷市は俳句をユネスコ文化遺産にお
ける世界無形文化遺産への登録を目指している俳句ユネスコ無形文化遺産推進協議会に加入していま
す。熊谷発世界への俳句文化発信の試みは今後の無形文化遺産登録への挑戦と密接に関連付けられるこ
とは明らかです。本書がその基礎的側面を担う研究成果となることを願って止みません。
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原典
・『熊谷句碑物語―熊谷の歴史を彩る俳句と句碑をめぐる旅―』2018 年 8 月 19 日刊行
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『熊谷句碑物語―熊谷の歴史を彩る俳句と句碑をめぐる旅―』調査研究報告
―『熊谷句碑物語』の意義と熊谷地域における俳諧文化の再認識を通じて―
著

者：山下祐樹

YAMASHITA YUKI（熊谷市立江南文化財センター）
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