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第 119 回 武漢肺炎による自粛生活記（その１） 

               筆者：林 久治（記載：2020 年４月 17 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

 私は 60 歳で理化学研究所を定年退職し、それから 70 歳までは早稲田大学などで
非常勤講師をしていた。70 歳になって早大でも定年退職になってからは、悠々自適
の生活を楽しんでいる。勿論、何もしないのは退屈なので、次の３つの趣味を楽し
んでいる。①水泳（スポーツジムで、週に 3-4 回、１回に 500ｍ泳ぐ）、②ユニー
クな銅像を探索し、その探索記を本欄に書く（月に数回、東京や大阪近郊を対象）、
③孫達と遊ぶ（年に数回、大阪在住の３人の孫達を訪問する）。 

 私は以上のような生活をして、充実した老後を送っていた積りであった。最近、
私の幸せな生活に大きな脅威が襲ってきた。それは、他ならぬ武漢肺炎の蔓延であ
る。この未曾有の大災難は、中共政府の大失態（あるいは、大陰謀かも知れない）
が原因である。しかも、厚顔無恥な習近平は自らの政府の責任を認めようとしない。
もし、この肺炎の発生源が日本であれば、中共や南朝鮮は日本に対して声高に損害
賠償を要求するであろう。 

 周知の通り、武漢肺炎はこれまでに世界中で（４月 16 日時点で）198 万の感染者
と 13 万の死者を出し、世界経済にも巨大な損失を与えている。私のような罪のない
一老人に対しても、感染の恐怖を与え、老後の楽しみを奪っている。安倍政権は、
最近になって重い腰を上げ、４月７日にやっと緊急事態宣言を発令した。その結果、
私は上記の趣味（①-③）が出来なくなり、生活の活性源を失った。 

 私は以上のような自粛生活の様子を、メル友のＡ子さん（仮名）のブログに投稿
している。本稿は、そのような私の投稿記事に手を加えたものである。なお、本稿
においては、資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 
 
（２）中野区鷺宮福蔵院の誕生仏（４月４日投稿） 

 
図 2-1．鷺宮駅の周辺地図 本図は、１）のサイト/より借用。 

 

ルンビニー庭園 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://www.homes.co.jp/archive/c-9743/
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私は、武漢肺炎禍で不急不要の外出を控えています。自宅付近を散歩するのは面

白くないので、４月３日は西武新宿線沿線の駅周辺を散策して来ました。今日は、

その内の鷺宮編です。鷺宮駅の周辺地図を図 2-1 に示します。鷺宮駅前には、鷲宮

八幡神社と福蔵院が隣り合って建っています。両社ともに由緒ある寺社で、境内も

広く、桜の花が未だ咲き残っていました。 
図 2-2 は、福蔵院山門です。真言宗豊山派寺院の福蔵院は、白鷺山正幡寺と号し

ます。福蔵院は、僧頼珍が大永元年（1521）に創建したと伝えられます。江戸時代
には鷺宮八幡神社の別当寺を務めていた他、御府内八十八ヶ所霊場 14 番札所となっ
ています。 

 

 
図 2-2．福蔵院山門 
 
次ページの図 2-3 上は、福蔵院のルンビニー庭園というお庭（図 2-1 を参照）に

設置されている「お釈迦様の誕生像」です。本像の建立時期や作者名の記載はあり

ませんでした。本像本来のお姿は、上半身は裸ですが、撮影当日には上着を着てお

られました。２）のサイト/lによれば、ルンビニー園は鷺宮学園幼稚園（宗教法人

福蔵院が運営）の庭園でした。しかし、この幼稚園は平成 26 年 3 月（2013 年度）

をもって休園になったようです。最近の子供不足で、都内の多くの幼稚園が閉園に

なっております。 

（本文は、４ページに続く。） 

http://www.codomononiwa.com/facility.html
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図 2-3．上：福蔵院に設置されている「お釈迦様の誕生像」、下：鷺宮八幡神社。 
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図 2-3 下は、鷺宮八幡神社です。鷺宮八幡神社は、東京都中野区白鷺にある八幡

神社です。創建は康平 7年（1064 年）で、陸奥守・源頼義が勅を奉じて東国を平定

した後、鎌倉街道に面した当地に社殿を建てて八幡神の御神霊を奉祀し戦勝を感謝、

並びに国家安泰・源氏の隆昌を祈願したのが、その起源であると伝えられています。

往昔、当神社の境内には老樹が林立し鷺が多く棲んでいたところから、里人は「鷺

宮大明神」と称し、これが地名の起りであるといいます。そして正保 2年（1645

年）、今川直房の所領である時期に「八幡神社」と改称されたようです。 

 
（３）西武新宿線沼袋駅周辺の散策（４月５日投稿） 

 
図 3-1．沼袋駅周辺地図 本図は、３）のサイト/より借用。 

 
４月３日の散策の続編です。今回は、西武新宿線沼袋駅周辺です。図 3-1 に、沼

袋駅周辺地図を示します。沼袋駅の北方には、禅定院、久成寺、密蔵院、明治寺の

４寺院がかたまって建っている地域があります。「久成寺に船守祖師像がある」と

のネット記事がありましたので、当寺に探索に行きました。しかし、境内にはそれ

らしい銅像はなく、このような時節ですので寺の人に聞くことも憚られますので、

黙って帰りました。当地は、明治寺の百観音が有名なようです。また、中野区立の

ある図書館には、「土地を提供した人の銅像がある」とのネット記事があり、そこ

にも行ってみましたが、館外には銅像がありませんでした。館内は臨時休館でした。 
次ページの図 3-2 は、百観音の様子です。見事な桜が咲き残っていました。百観

音の縁起（４）のサイト/l）は次の通りです。  
明治寺（めいじでら）は東京都中野区にある真言宗東寺派の寺院である。西武新宿線「沼

袋」駅から徒歩 5 分程の所にある。明治 45 年、草野栄照法尼（1863-？）が明治天皇の病

気平癒を祈願し観音石像を造立したのが始まりとされる。法尼は四国・剣山の女人行場で

修行したという。しかし、開眼を待たず天皇御崩。1912 年（大正元年）天皇の冥福を祈り

観音開眼供養を行う。開基は草野栄照法尼、開山は栄照法尼の後見であった松田密信和上。

境内に百観音霊場があり「百観音明治寺」とも呼ばれる。百観音は西国三十三所、坂東三

十三箇所、秩父三十四箇所合わせての札所の総称。法尼の賛同者への協力呼びかけにより

大正 5 年完成。一巡すると百観音すべてのご利益があるという。その後も石仏建立が続き

今は 180 体あるといわれる。 

なお、草野栄照法尼の紹介は５）のサイト/lが詳しい。 

https://www.mapion.co.jp/phonebook/M10007/13114/1351823913-068586_110sp/
http://tama3.org/example1062.html
http://www.meijidera.com/engi.html
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図 3-2．明治寺の百観音 

 

（４）私たちが食べる動物の命と心（４月７日投稿） 

 

図 4-1．本書の表紙 

本日、いよいよ安倍首相から緊急事態宣

言が出るようです。当分の間、私はスポー

ツジムでの水泳、銅像探索、大阪の孫達に

会うことなどが出来なくなります。これら

の生きがいを奪われて、どのように生活し

ようかと、困惑しております。さて、今回

は標記の本の感想文を書きました。図 4-1

は、本書の表紙です。（なお、この感想文

の内容は、６）のサイト/fをご覧くださ

い。） 

http://masaniwa.web.fc2.com/D-77.pdf
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本書の訳者は、本書を次のように紹介しています。 

本書は我々が食べている、あるいは食べるかもしれない動物と人間との関係を考えるにあ

たり、まずは食品と呼ばれる動物の個性を「見る」ことから始めようと問いかけている。

紹介されている主要な動物は、昆虫、タコ、魚、ニワトリ、ヤギ、ウシ、ブタ、チンパン

ジーであり、最後にはイヌも登場する。互いの顔を認識するハチ、体色の変化によって社

会的なシグナル伝達を行うタコ、仲間に指示を送って共同で狩りを行うハタ、人間の高齢

者を癒すニワトリ、仲間との離別に心を痛め、そして再会を喜ぶヤギ、ジャズバンドのセ

レナーデに耳を澄ませるウシ、人間の子供が解けない問題をクリアするブタ、子供のレベ

ルに応じた方法で木の実割りの技術を教えるチンパンジーの母親など、紹介されているエ

ピソードはどれも興味深く、動物好きなら楽しく読めるものばかりだ。 

 

（５）カタクリの群生地（４月 11 日投稿） 

緊急事態宣言が出てからは、運動は仕方なく散歩にしています。自転車で少し離

れた所に行き、その周辺を散歩しています。４月９日は「清水山の森公園」を散策

しました（図 5-1 の①地点）。ここは２３区唯一のカタクリの群生地として有名で

す（７）のサイト/lを参照）。当地は、練馬区の大泉地区でも特に不便な所にあり

ますが、当日は三々五々の人出がありました。しかし、他人との隔離距離は十分あ

りました。しかし、私はボランティアのガイドのお爺さんからパンプレットを手渡

しで貰ってしまい、濃厚接触の大失敗を冒してしまいました。なお、本公園は４月

10 日から閉鎖されましたが、公園まで閉鎖する必要はないと思います。 

 

図 5-1．「清水山の森公園」の周辺地図 本図は、８）のサイト/より借用。 

清水の森へのアクセス：みどりバス [保谷ルート]で、西武池袋線保谷駅または都営

地下鉄大江戸線光が丘駅から乗車して、「別荘橋」で下車。 

① 

② 

③ 

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/fukei/park/shimizuchizu.html
https://www.mapion.co.jp/phonebook/M12010/13120/L0342424/
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図 5-2．上：公園の案内板、下：カタクリの花の一例 

 

図 5-2 に、公園の案内板とカタクリの花の一例を示します。総ての花が下を向い

ているので、地味な写真しか撮れませんでした。カタクリ群生地近くの別荘橋傍に

（図 5-1 の②地点）、古い地蔵様がおられました。その写真を次ページの図 5-3 に

示します。９）のサイト/lによれば、このお方は別荘橋地蔵尊（あるいは、中里地

蔵尊）と呼ばれています。天明 8年（1788）の建立で、地元の人に守られているこ

http://nakano3bono.cocolog-nifty.com/blog/2018/12/post-524e.html
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とがお供え物や花でよくわかります。「別荘橋」はこのあたりの古道である長久保

道が白子川を渡るところで（図 5-1 を参照）、江戸時代から多くの人がここを通っ

ていたのだろうと思われます。「中里」は近所にある集落の名前で、明治時代の地

図には記載されていましたが（今昔マップを参照）、今はその地名は残っていませ

ん。 

 

図 5-3．別荘橋地蔵尊 

 

（６）埼玉県新座市法台寺の参詣（４月 13 日投稿） 

 この部分は容量が多く、本稿には収まりません。次回の記事に記載します。 

 

（７）練馬区中里の富士塚（４月 15 日投稿） 

４月 13 日の私の投稿のレスの中で、メル友のＡ子さんは横浜の富士塚の写真を示

していただきました。それを機会に「富士塚」を検索してみると、関東地方には富

士塚が沢山あることが分かりました。10）のサイト/lは、東京の富士塚一覧です。

その中で最も高い塚の一つが「中里の富士塚」（比高 12ｍ）です。場所は、カタク

リ群生地のすぐ近くにある八坂神社の境内（図 5-1 の③地点）です。しかし、私が

４月９日に、この付近を散策した時には、富士塚には全く気づきませんでした。そ

こで、私は４月 15 日に運動のため、この富士塚に登ってきました。 

次ページの図 7-1 上は、八坂神社の境内に掲示されている案内板で、八坂神社の

由来と富士塚の概要が説明されています。図 7-1 下は、中里の富士塚の全景です。

鳥居の扁額には「富士浅間神社」と記載されています。本塚には頂上まで登れる道

がありましたので、私は年がいもなく登頂を試みました。悪路をなんとか登ること

に成功しましたが、頂上直前で危うく足を踏み外しそうになりました。比高 12ｍの

山で遭難すれば、お笑いでした。（本文は、10 ページに続く。） 

http://www.hi-ho.ne.jp/t-kitagawa/page023.html


 9 

 

 

図 7-1．上：案内板、下：中里富士の全景 
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図 7-2．上：富士塚の頂上から見た八坂神社、下左：頂上にある「剣ヶ峰」と彫ら

れた石碑、下右：塚の周りに設置された石造物の一つ。 

 

 図 7-2 上には、富士塚の頂上から、八坂神社を見下ろした写真を示します。「意

外と高い所である」と思いました。頂上には、小さな石の社と、石碑がありました。

石の社が富士浅間神社でしょう。図 7-2 下左に、石碑の写真を示します。「剣ヶ

峰」と彫られていました。この富士塚の上や周辺には、沢山の石造物がありました。

案内板によれば、36 基もあるそうです。その内一基を図 7-2 下右に示します。本碑
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には「明治七甲戌歳」の日付があります。明治七年は 1874 年で、甲戌は「きのえい

ぬ」と読みます。 
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