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八木橋百貨店創業 120 周年事業「金子兜太と金子家の俳人たち」

熊谷の句碑抄

熊谷には多くの俳人が来訪したほか、熊谷出
身の俳人も活躍しています。こうした歴史文化
を顕彰し、俳句作品及び俳人に対する敬意を込
めて、多くの句碑が建立されています。
日本を代表する俳人の金子兜太氏による句碑

をはじめとして市内各地の句碑が熊谷の歴史と
文化を彩っています。ここに句碑の概要に関す
る調査報告を抄録します。

金子兜太句碑

「利根川と 荒川の間 雷遊ぶ」
所在地 中央公園公園（宮町二丁目 39）
造立年 平成 28 年（2016）
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。（新熊谷市誕生 10周年記念建立）

「草莽の臣 友山に 春筑波嶺」
所在地 根岸家長屋門(冑山 152）
造立年 平成 28 年（2016）
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
現す筑波山と、新たな時代
へと踏み出した根岸友山を
対比し、春のうららかな日和を感じる中で、屹立する
友山の姿を表現した句です。（新熊谷市誕生 10周年記
念建立）

「行雲流水 蛍訪なう 文殊の地」
所在地 文殊寺（野原 623）
造立年 平成 28年（2016）
この句は、江南地域の豊か

な里山はゆっくりと時間が流
れており、水辺には夏の始ま
りを告げるホタルも飛び交い、
野原地区には古くから知恵の
象徴としての文珠寺があるとした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。（新熊谷市誕生 10 周年記念建立）

「荻野吟子の 生命とありぬ 冬の利根」
所在地 荻野吟子生誕の地・荻野吟子記念館(俵瀬 581-1）

造立年 平成 28年（2016）
この句は、数々の困難を克

服して日本公許女医第１号と
なった荻野吟子女史生誕の地
俵瀬に流れる利根川には、冬
になると寒冷な「赤城おろし」
が吹き下ろす。こうした環境
の中、利根川の広大な流れと
ともに吟子女史の生命が育まれ、人生の苦難を乗り越
える原動力となったことを偲んで詠まれたものです。
冬の利根には、吟子女史の不屈の精神と大いなる愛
が息づいています。（新熊谷市誕生 10 周年記念建立）

「たつぷりと 鳴くやつもいる 夕ひぐらし」
所在地 常光院(上中条1160）
造立年 平成 4年（1992）
金子兜太氏が熊谷市に定

住し、常光院を散歩道の一
つとして挙げられているこ
とから、常光院貫主の小久
保康田師が発願し、平成 4年 3 月 28 日建立したもの
です。出典：金子兜太句集『皆之』
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芭蕉句碑

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、過去の遺産を将来
へ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
人々の関わりに着目します。

「はつしくれ 猿も小蓑を ほしけなり」
所在地 文殊寺(野原 623）
造立年 昭和 50 年（1975）
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「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 年の文珠寺御開帳を記念
して再建されたものです。

「稲妻や 闇のかた行 五位の声」
所在地 妻沼聖天山(妻沼 1151）
造立年 文化 9年（1812）
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、夜行性が
あり、夕方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、地元の歌人（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、巣兆による撰文「むさし國長井庄聖天宮に建る
芭蕉翁稲妻の句、この石ふみや、太田うし南畝子の活

筆を需て書しむる處なり・・・」と刻まれています。
巣兆は、俳人建部巣兆（1761-1814）のことで、加舎
白雄（俳人：1738-1791）の門人です。長翠（1750-1813）、
道彦（-1842）、保吉、碩布（1750-1843）、春鴻
（1733-1802）、葛三（1762-1818）、虎杖（1740-1803）
と共に白雄八弟の一人で、成美・道彦と共に江戸の三
大家といわれた人物です。江戸日本橋本石町に生まれ、
小林一茶と交友があり、妻沼を訪れた際に「五月雨や
まくら借たる 桑の奥」『曽波可理』という句を残し
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、江戸牛込に生まれています。寛政６
年（1794 年）、湯島聖堂の学問吟味に合格し、各地を
赴任し紀行文・句集を刊行しています。
このように、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もので、近世文化人の
交流を物語る碑として貴重なものです。

「蝶鳥の 知らぬ花あり 秋の空」
所在地 長井神社(日向 1090）
造立年 明治19年（1886）
この碑は、日向村で俳

諧で親交のあった長井神
社宮司の島田氏（桃窓・
密翁・大衛）と名主の増
田氏（美仙・輝雄）等が
俳句の祖師である芭蕉を祀るために、明治 19 年（1886）
に建てられたものです。密翁が揮毫しました。密翁：
島田慶雅（1816-1891）は、長井神社宮司で、書をよ
くし寺小屋師匠を務めました。裏面には、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。裏面の書は大衛が担いました。大
衛：島田大衛（1837-1888）は、長井神社宮司で密翁
の子です。
長井神社の縁起は、天喜 5 年（1057）、源頼朝

（1147-1199）が東北へ赴く際に当地に滞在し、この
時、竜海という池に大蛇がすんでいて村人を悩まして
いると聞き、島田五郎道竿という者に弓矢と太刀を与
え大蛇退治を命じました。道竿は、利根川まで堀（道
竿堀）を掘り、水を引かせて大蛇を退治しました。こ
れは、東北地方平定の吉事として神社を祀ったと伝え
られています。
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「物書いて 扇ひきさく 別れかな」
所在地 星宮公民館(下川上 5)
造立年 寛政 8年（1796）
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
金沢の北枝と別れに際して詠
まれた句です。寛政 8年（1796）
6月建立。願主は、武州忍下川
上邑の可曲です。可曲は、下川上村の俳人です。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、下川上の御嶽塚の三叉路に建
てられていましたが、星宮公民館敷地内に移設された
ものです。

「むざんやな 甲の下の きりぎりす」
所在地 妻沼聖天山(妻沼 1151）
造立年 昭和 54 年（1979）
この句は、芭蕉が、実

盛の兜がまつられてい
る石川県小松市の多太
神社を訪れた際に詠ん
だ句です。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、裏面には、20の現代句が刻まれて
います。書は柴田侑堂、刻は原田美智夫が担いました。

「はるの夜は 桜に明けて しまいけり」
所在地 大我井神社(妻沼 1480)
造立年 大正 7年（1918）
春の夜がほのぼの

と白んできて、視界は、
見渡す限りの桜とな
って明けてしまった
との意。元禄６年頃の
作で、出典は『翁草』。
大正 7年（1918）建立。発願者として青蛙 西田平吉
等 5名の名が刻まれています。

「はせを 古池や 蛙飛込 水廼音」
所在地 妻沼聖天山(妻沼 1151）
造立年 大正 12年（1923）
この句は、芭蕉が蕉風俳諧
を確立した句とされており、
芭蕉の作品中でもっとも知ら
れています。
季語は蛙（春）。大正 12 年（1923）西田聖池庵建立。
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 人と賛助員 8名の号と句が刻ま
れています。

「春もやや 気色ととのふ 月と梅」
所在地 星溪園(鎌倉町 32）
造立年 寛政４年（1792）
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、画賛句とし
て芭蕉が好んだ句です。元
禄 6年（1693）芭蕉 50歳
の時の作品。
高：92cm、幅：70cm 寛政 8年（1796）建立。
碑の裏面には「太蕪」「秋瓜」の句と、天明から寛

政にかけて熊谷を拠点として活躍した俳人「官鮎」「笑
牛」「雪叩」の名が刻まれています。
秋瓜（-1790）は多少庵秋瓜と称する江戸時代中期の
俳人。佐久間柳居（本名長利：1686-1748）に学び、
のち柳居の弟子古川太無（-1774）の門人となる。別
号に止弦、松籟庵。句集に『多少庵句巣』、編著に『もゝ
とせ集』など。
雪叩（1732-1799）は、熊谷出身の俳人の野口雪江
の号です。若いころより学問にはげみ、17 歳で肥塚の
東有隣から経史を学び、18 歳の頃江戸に出て、当時名
声のあった書家の関思恭に入門し、書道を研鑽。博識
で書道に秀で、寛政九年、弟子の勧めにより東京浅草
の浅草寺に「仏身円満無背相」「十方来人皆対面」な
る般若讃の中の語句を書いた両聯を奉納し、世の書家
から「寛政の三名筆」としてたたえられました。現在
もその額は浅草寺外陣に掲げられています。
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「物いへば 唇さむし 秋の風」
所在地 報恩寺(円光 2丁目 8-1)
造立年 明治 24 年（1891）
この句の出典は、『芭蕉

庵小文庫』。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。碑表面には「座右の
銘 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 内田朴山」と刻まれています。
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 つとせなりけ利 今日の月
還暦有二翁朴山 明治二十四年冬至日」が刻まれてい
ます。内田朴山（1829-1893）は医家・俳人。熊谷宿
本町の江戸時代から続く熊谷医家に生まれる。大徳寺
牧宗和尚に参禅し、茶道は待田宗隠に学ぶ。叔父は、
内田五八九、弟子に四分一葉々がいます。

「雪といふ 物かあるそ 今年竹」
所在地 観清寺(弥藤吾 574-1)
造立年 昭和 10 年（1935）
今年竹は夏の季語で、若竹

のこと。夏の若竹に、冬には
雪という厳しいものがある
と教える句。
「はせを」（芭蕉）と刻まれ
ており、芭蕉 38 歳過ぎの句
と思われますが、出典不明で
す。建立は蒼海堂濤静。下部に地元俳人 10 人の句が
刻まれています。

鎌倉町石上寺の花塚
「しばらくは 花の上なる 月夜哉」
所在地 石上寺(鎌倉町 36)
種別 花塚
造立年 明治 35 年（1902）
表面に「しばらくは 花の

上なる 月夜哉」という松尾
芭蕉の句が刻まれています。

明治 35 年（1902）に、熊谷の俳人四分一葉々が建て
た碑で、当時の石上寺と荒川堤にはみごとな桜が咲き
誇っていたことから、吉野山の桜と同じようだとの思
いを込めてこの句を碑にしたとされています。

俳人・書家の句碑
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を感じることができます。

柴田白陽句碑
「父祖の地や 桑の畑より 神の社」
所在地 諏訪神社（上新田 227）
造立年 平成 2年（1990）
養蚕が盛んなころ

の江南地域の畑から、
諏訪神社の社を見て
詠んだ句です。平成
2年11月に柴田白陽
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。柴田白陽
（1913-2006）は市内上新田生まれ。俳誌『相思樹』
を主催し、朝日新聞・産経新聞の俳壇選者を務めた現
代俳句人。埼玉県俳句連盟会長、埼玉県書道人連盟会
長を歴任し、熊谷市文化功労者、埼玉県文化功労者、
勲五等双光旭日章を受章。

柴田白陽句碑
「永久に残る 碑の人々に 風薫る」
所在地 大栄神社(大麻生 454)
造立年 平成 3年（1991）
隣接して建立されている、
「第二次世界大戦従軍記念
碑」にちなんで詠んだ句です。
平成 3年 5月 5日建立。書
は柴田侑堂、石工は新井市太
郎が担いました。
柴田侑堂（1913-2006）は
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俳号が白陽で、市内上新田生まれ。18歳で書の道に入
り、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、その功績により埼玉県文化功労章を受
章するなど、郷土の書道界の振興に大きな足跡を残し
ています。また、俳誌『相思樹』を主催し、朝日新聞・
産経新聞の俳壇選者を務めた現代俳句人です。

藤原光俊句碑
「紅葉ちる 大我井の杜の夕だすき また目にかかる
山のはもなし」
所在地 大我井神社(妻沼 1480）
造立年 昭和 17 年（1942）
鎌倉期の歌人藤原光俊が、

東山道への道すがら太我井の
杜を眺望し詠んだ句です。
本碑は、昭和 17 年（1942）田島峯吉外有志で建立

したものです。書は相馬御風が担いました。
藤原光俊（1203－1276）は鎌倉時代の公家、歌人。

順徳天皇に近侍し、承久の乱で筑紫に配流。嘉禎元年
(1235)右大弁となるが、翌年出家。将軍宗尊親王の歌
道師範。『続古今和歌集』撰者の一人です。相馬御風
（1883-1950）は詩人・歌人・評論家。本名は昌治。
新潟県糸魚川市出身。早稲田大学文学部哲学科卒業。
詩歌や評論のほか、早稲田大学校歌「都の西北」をは
じめとした多くの校歌や童謡の作詞者としても知られ
ている。

蕪村句碑
「菜の花や 月は東に 日は西に」
所在地 大我井神社(妻沼 1480）
造立年 平成元年（1989）
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、本句は、
安永 3年（1774）3月 23
日、蕪村が、現在の神戸の六甲山地の摩耶山を訪れた
ときに詠んだ句です。
蕪村（1716-1784）は、妻沼の地を訪れ、「雨洗ふ 永

井の衆の 早苗哉」の句も残しています。

宮崎利秀句碑
「下駄はきの 一教師たり 稲の花」
所在地 大我井神社(妻沼 1480)
造立年 昭和 58年（1983）
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。
宮崎利秀（1920-1982）は英語教師、文学者、俳人。
直木賞作家の杉森久英『黄色のバット』のモデル。河
野南畦（1913-1995 こうのなんけい）は俳人、元・
現代俳句協会副会長。昭和 10 年「獺祭」に入り、吉
田冬葉に師事。21 年「あざみ」を創刊し、主宰。横
浜俳話会会長、神奈川新聞俳壇選者などを務める。句
集に『花と流氷』『黒い夏』『河野南畦全句集』など。

冬男句碑
「行けどゆけど 大虹のした ぬけきれず 冬男」
所在地 常光院(上中条 1160）
揮毫は野口白汀、石工は野口大
作、跋は角田双柿が担当。
俳人の冬男は宇咲冬男と称する
ほか、本名は小久保誠（1931-2013）
です。常光院に生まれる。宇田零
雨に師事、「俳句」と「現代連句」
を学ぶ。昭和 28 年『俳句研究』
の 20 代新人作家に選ばれる。昭和 55 年『俳句鑑賞辞
典』の現代作家 400 人中に選ばれる。
野口白汀(1931-2007)は書家。1931 年、埼玉県に生
まれ、後に松井如流に師事。日展会員、毎日書道会理
事、東京書道会理事長などを歴任し、大東文化大学名
誉教授、東京大学書道研究会講師を務めました。

山口青邨句碑
「夕紅葉 鯉ハ浮くまま 人去りぬ」
所在地 星溪園(鎌倉町 32）
造立年 昭和 57 年（1982）
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、昭和 57
年 (1982)10 月夏草埼玉県支部建立。山口青邨
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（1892-1988）は俳人。盛岡市生まれ。本名吉郎。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。昭和 22 年水原秋桜子らと「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。青邨の句碑は、北海道から鹿児
島まで 32 基余りが建立されています。

斎藤紫石句碑
「老いらくの 苔に花咲く 心地かな 紫石」
所在地 星溪園(鎌倉町 32）
造立年 昭和 34 年（1959）
昭和34年5月斎藤紫石後

援会により建立。斎藤紫石
（1885-1964）は熊谷市鎌倉
町に生まれる。本名茂八。
大正 10 年熊谷町長に当選して以降、県議会議員を歴
任し、昭和 14 年新市制の熊谷市長となる。俳句に親
しみ、紫石と号し俳誌「鮎」刊行。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ました。昭和 33 年熊谷
市第１号名誉市民。

内田五八九句碑
「人の日や 落つきぶりに 雪少し 五八九」
所在地 報恩寺(円光 2丁目 8-1)
造立年 元治 2年（1865）
碑裏面には「五八九居士中

山道熊谷の人なり洛に蒼虬の
門に入て風雅に推敲する事年
あり 性旅を好ミ不知火の筑
紫黄か年花さくみちのく山婦
見ぬ隈なく奈む有ける 齢七
十里に帰って親族内田氏の家に卒す はし免北涯ま
た阿鳥晩に日永庵と号す祖翁熊谷の逸章を摘れるも
のか 曳常に無事をたうとふ故に一事も後世に遺す
ことなし 固郷数輩の風土も亦斯無為を貫ひ一章を
刻して立石することしか里 元治二年乙丑三月十一日
渓斉旅星織」と刻まれています。
内田五八九（1787-1858）は俳人。若くして京都成

田蒼虬の門に入り、俳諧の道を極め、皓々処の号を授
かり、始め北涯、阿鳥と号し、晩年に日永庵と号した。
全国を巡り、安政四年（1857）71 歳で故郷熊谷に帰

り、星溪園近くに数寄屋造り庵を建て、芭蕉に因んで
日永庵と称し後進の指導に当たったと伝わります。

田島一宿句碑
「一枚の ハガキの重み 沈丁花」
所在地 報恩寺(円光二丁目 8-1)
造立年 昭和 50年（1975）
本碑は、昭和 50 年 10 月
に高唱俳句会・詩吟包容会
の有志 12 名で建立。
田島一宿（1896-1973）
は俳人。本名一郎。号は「熊
谷草」「桜蓮子」。市内仲町
田島旅館生まれ。家業を継
ぐかたわら文芸に興味を
持ち、俳句の道に研鑽。大
正 11 年国民新聞俳壇の虚子選に「麦秋や 電車とな
りし 秩父線」が選ばれ、大正 15 年 1 月、市内石原
の「乱雲会」、上之の「若葉会」とともに俳句結社「泉
吟社」を創立。同年 2月には虚子、池内たけしを迎え
て星溪園において泉吟社発会の記念句会を開催。戦後
の混乱期には「熊谷俳人会」を結成し、熊谷市文化連
合の創立に参画しました。昭和 27 年熊谷市文化功労
者として市より表彰を受けました。また、熊谷市政 20
周年記念の旧熊谷市歌や、市内各校の校歌や各会の会
歌等の作詞で知られています。

鶯林子句碑
「夕焼けや 坂東太郎の 逆さ波」
所在地 観清寺(弥藤吾 574-1)
造立年 昭和 59年（1984）
「坂東太郎」は利
根川の異名。昭和年
春、堀越鶯林子先生
句碑建立委員会に
より建立。
鶯林子：本名堀越
敬紀（1917-不明）
妻沼町生まれ。俳句を石原八束（1919-1998）に師事。
埼玉県俳句連盟常任理事、妻沼町俳句連盟会長を歴任。
平成元年勲五等瑞宝章受章。
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松本旭句碑
「花満つる 時しも 実盛像 拝す」
所在地 歓喜院本坊前(妻沼 1627)
造立年 平成 7年（1995）
平成 3 年勲三等旭日中

綬章と、俳誌『橘』200 号
刊行を記念して、平成 7年
4月、松本旭主宰句碑建立
実行委員会により建立さ
れたものです。
松本 旭（1918-2015）：

俳人、俳句研究家、国文学
者、作詞家。埼玉県大石村（現上尾市）出身。加藤楸
邨、角川源義に師事して俳句を詠み、1978 年俳誌『橘』
を創刊、主宰。「村上鬼城研究」で俳人協会評論賞受
賞。連歌・近代俳句の研究家としても知られ、埼玉文
学賞の選考委員を務めました。句集に『猿田彦』『蘭
陵王』『天鼓』『長江』『卑弥呼』などがあります。ま
た、上尾市、桶川市、川口市、戸田市、白岡市内の小
中学校の校歌の作詞者としても知られています。

関根山草句碑
「寒月や 五合ばかりの 米をとぐ」
所在地 常楽寺(中奈良 1956)
造立年 昭和 35 年（1960）
関根山草は、明治・大正期

の僧。常楽寺十八世石嶺老師
に訓育を受け、大正 7年東京
亀有の見性寺住職となる。俳
句を好み、中山稲青に師事し、
大正 15 年頃より俳誌「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。昭和 35 年建立。常楽寺住職重道による書
誌、句の書は関根山草が担いました。
中山稲青（1880-1945）は俳人。本名健三郎。埼玉

県生まれ。農業に従事。俳句ははじめ大野洒竹
（1872-1913）「糸の翠風会」に属し、のち日本派に転
じ正岡子規（1867-1902）の指導を受けました。明治
35 年俳誌『アラレ』を創刊。『アラレ』廃刊後、『睡蓮』
『無花果』『善』等を主宰しました。

猪俣千代子句碑
「武蔵野に 明日は初日と なる夕日」
所在地 大我井神社(妻沼 1480)
造立年 平成 14年（2002）
平成 14 年、猪俣千代子
先生句碑建立委員会によ
り建立。 猪俣千 代子
（1922-2014）は大正 11
年 埼玉県生まれ。昭和 26
年 「楪」入会、「寒雷」
加藤楸邨（1905-1993：俳人・国文学者）に師事。「寒
雷」「杉」同人として積極的な作句を進めた。 句集に
『堆朱』『秘色』『螺鈿』『幡羅』他があります。

番外編

「芭蕉追善脇起俳諧連歌碑」
所在地 常光院(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、平成５年（1993）
に連句協会埼玉支部が建
立した、追善脇起俳諧の連
歌碑。「旅人と 我名よば
れん 初しぐれ」芭蕉翁と
刻まれています。この句の出典は『笈の小文』（おい
のこぶみ：紀行文）です。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句に由来します。この句に続
き、「なお咲きつづく山茶花の道」小久保康田（常光
院貫主）などの 42 句が連歌として刻まれ、芭蕉の偉
業を忍ばせています。

参考文献
・熊谷市・熊谷市教育委員会「熊谷市誕生 10 周年記念」事業
『金子兜太 熊谷の俳句』―句碑建立記念―2016 年

・小林甲子男『芭蕉句碑を歩く』さきたま出版会 1983 年
・正岡子規/著, 中村草田男/編 『俳句の出発』みすず書房 2002 年
・山本健吉『定本 現代俳句』角川選書 1998 年
・金山有紘『俳句―その芸術性』玄文社 2012 年
・皆川直凡『俳句理解の心理学』北大路書房 2005 年
・金子兜太『暗緑地誌―句集 現代俳句 15 人集：7』牧羊社 1972 年
・長谷川櫂『俳句の宇宙』花神社 2001 年

- 7 -



調査研究報告５
八木橋百貨店創業 120 周年事業「金子兜太と金子家の俳人たち」資料

「熊谷の句碑抄」

２０１７年１０月３０日発行
発行：熊谷市文化遺産保存事業実行委員会・文化遺産研究会
事務局：熊谷市立江南文化財センター内

（埼玉県熊谷市千代 329）

著者：
熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
（KUMAGAYA City KONAN Cultural Properties Center Yuki YAMASHITA）

制作協力者：
福島英美（青のユトレヒト）




