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第 120 回 武漢肺炎による自粛生活記（その２）及び長倉三郎先生のご逝去 

               筆者：林 久治（記載：2020 年４月 21 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。 

 武漢肺炎による自粛生活の様子を、私はメル友のＡ子さん（仮名）のブログに投

稿しています。そのような私の投稿記事に手を加えたものを、本シリーズ（乱歩

欄）に掲載しています。前回の第１報/fに続いて、本稿はその第２報です。なお、

本稿において、資料の記述を緑文字で、私の意見や説明を青文字で記載します。 

 

（２）新座市の法台寺（４月 13 日投稿） 

私の自宅は練馬区大泉学園町にありますが、玄関から 100ｍ歩けば新座市です。

四十数年前に、私は当地で小さな中古住宅を購入しました。購入当時には、あと数

年で都営地下鉄大江戸線が当地に延伸するとの話でしたが、実際は「光が丘」まで

来ただけで、今になっても来てくれません。（東京五輪延長や武漢肺炎対策で、地下

鉄延伸は益々遠ざかりそうです。）従って、自宅から都心に行くには今でも大変不便

で、私は「大泉学園町は 23 区のチベットだ」と言っています。自宅から勤務先の理

研までは近かったのですが、都心の中学・高校に通っていた娘と息子には大変迷惑

をかけてしまいました。 

ここで突然ですが、私の五輪に対する意見を以下に記載します。 

五輪精神は、言うまでもなく、クーベルタン男爵の言葉として有名な「オリンピックで重

要なことは、勝つことではなく参加することである」で表されている。しかし、21 世紀の

五輪は、金メダル至上主義、国威発揚、商業主義に汚染されている。2020 東京五輪で象徴

されるように、五輪開催は疫病、テロ、過度の商業化などの影響で、未曾有の危機に陥っ

ている。このような状況により、クーベルタンの五輪精神は全くの死文と化している。そ

こで、私は「現行のように超肥大した五輪大会は廃止する」ことを提案したい。各競技で

の覇者選定は、各競技の国際選手権試合（例えば、世界陸上、世界水泳、サッカーワール

ドカップ、ラグビーワールドカップ、カバディワールドカップ、ウインブルドンテニス大

会、ゴルフワールドカップ等々）で行えばよいのである。どうしても五輪を残したいので

あれば、現行の規模を大幅に縮小し、各競技のワールドカップでの成績優秀者や頑張った

選手のみを選抜して、競争ではなく模範演技を披露する場を提供すれば良いのである。 

さて、新座市の寺院としては平林寺が有名です。ウィキペディア（平林寺）によ

れば、「平林寺は、1375 年（永和元年）、現在のさいたま市岩槻区平林寺に創建。1663

年（寛文 3 年） 川越藩主・松平信綱の遺志をうけて、子の輝綱が菩提寺として現在の新

座市野火止に移転。」とあります。一方、私の自宅から比較的近い所に法台寺があり

ます（新座市法台寺の周辺地図を次ページの図 2-1 上に示します）。銅像探偵団の

「埼玉県南部欄」（１）のサイト/l）には、法台寺の銅像が３体収録されています。

そこで、私は銅像勉強のため、４月 11 日に当寺に参詣しました。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-119.pdf
https://douzou.guidebook.jp/saitama_nambu.html
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４月 11 日、私は自宅から自転車で 10 分かけて近所のスーパーマーケットまで行

き、そこから 20 分歩くと法台寺に着きました。私はこれまでに法台寺の存在さえ知

らなかったのですが、参詣してみると、「法台寺は平林寺より古くて大変由緒ある

寺だ」と分かりました。図 2-1 下は、法台寺の山門です。門内には銅像が見えてい

ます。 

図 2-1．上：新座市法台

寺の周辺地図、 

本図は、２）のサイト/S

より借用。 

下：法台寺の山門。 

法台寺へのアクセス： 

西武池袋線大泉学園駅、

ひばりヶ丘駅、東武東上

線朝霞台駅から西武バス

に乗り、「片山小学校」

で下車。徒歩２分。 

富士塚 

https://mapfan.com/spots/SCQY5%2C1SF%2CI0S
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図 2-2．片山法臺寺の由緒 

 

 当寺の由緒が境内に掲示されていました。その写真を図 2-2 に示します。それに

は次のように書かれていました。 

片山法臺寺 

 創建は明らかでないが、法臺禅定尼（承久元年没、1219 年）の菩提を弔うため開山、時

宗の念仏道場として、他阿真教上人が礎を築いた。中興開山は普光観智国師（存応上人）

である。 

 国師は法臺寺より出家、修学の後、増上寺第十二世住職となった。徳川家康公が江戸入

城の折、国師と師檀の関係を結び、法臺寺は、現在の浄土宗に宗旨替えとなったといわれ

ている。国師は家康公に臨終の十念を授け、導師として葬儀を執行したことでも有名であ

る。 

法臺寺には、本尊の阿弥陀如来、観智国師像などの貴重な文化財がある。また、鎌倉～

室町期の板碑群及び、他阿真教上人像が県指定文化財となっている。本堂裏には、江戸末

期に盛んであった富士講（富士山信仰）の富士塚が築かれている。傍らの石碑には、北は

入間郡、西は所沢・清瀬・東久留米、南は練馬・板橋にわたる二十五か町村の名がある。

片山村からも多くの先達が現れ、この講がいかに盛大であったかが窺える。  

平成二十八年三月 新座市教育委員会 

上記の由来書を、法臺寺の HP（３）のサイト/m）より、以下のように補充説明を

いたします。 

http://www.hodaiji.or.jp/engi/engi.htm
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①法臺禅定尼：源頼朝存命の治承４（1180）年、勅許に依り「館」が建てられた。その館

を「清浄殿」と名づけた。それが当寺の原型となった「廣澤の清浄殿」である。執権職北

條時宗の時、すなわち文永３（1266）年仲秋、宗尊親王の命に依り、源実朝の御台所久米

御前（法名「廣澤院従二位承山寶臺禅定尼」）の菩提を弔うためにこの、清浄殿を「廣澤

院寶臺寺」とした。寺院として建立したのである。（当寺に残る延享元（1744）年の記録

より『武藏野現來新坐郡野方領廣澤庄久米留川里片山之郷大平山廣澤院寶臺寺』の表記が

見られる） 

久米御前は千葉常胤の娘として生まれ、源実朝の側室である。その後、尼僧となった久米

御前は、鎌倉から離れたこの廣澤の清浄殿を隠れ家とし、隠遁生活を送った。久米御前に

従っていたお附きや家来、鎌倉武士も同時にこの地に土着した。当寺ではこれら一族の菩

提を連綿とお守りしている。当寺の檀家には、並木、貫井、本多、朝海等の姓名を持つも

のが多いが、それらは当時、苗字を持つことを許された家来、武士から連なる家系である

ことを示している。（ちなみに、私が理研に在職中、自宅近所に住む貫井さんが理研の工

作部に勤めていて、大変お世話になりました。現在、家内はテニスと菜園を楽しんでいま

すが、テニスクラブのオーナーは朝海さんで、菜園の貸主は並木さんです。） 

②他阿真教上人：他阿上人（真教、1237-1319）は、時宗の二祖で一遍上人（時宗の開祖、

1239-1289）が入寂すると各地の道場に寺院を建立するよう命じ、「時宗教団」を堅固に

した。当寺には他阿上人の直筆であろうといわれる「南無阿弥陀佛」の六字名号の板碑他、

他阿上人の木像が安置されている。 

③４）のサイト/4：遊行上人とは時宗総本山、遊行寺の歴代の住職の称。特に、開祖の一

遍上人、また、その弟子で、時宗遊行派の開祖の真教上人をさしていう。諸国に遊行して

念仏を勧め説いたところからの名。 

④普光観智国師：観智国師（幼名「松千代」、1544-1620）は武州多摩郡由木村に、由木

左衛門尉利重の次男として生まれた。松千代 10 歳の時、父利重は相州小田原北條陸奥守

氏照に従って八王子城を守ったが、その後陥落し、その際討ち死となった。松千代は、父

の命を受け、寶臺寺 14 祖蓮阿上人のもとで出家、得度して「慈昌」と号した。 

慈昌は 18 歳（永禄４年、1561）相州岩瀬の大長寺存貞の室に入り存応と改号した。その

後、白幡の流儀を研鑽し武州上蓑長伝寺を開き、師存貞と共に貝塚の称名院に移った。貝

塚の称名院では徳川家康（1543-1616）と師壇の関係を結び、称名院を増上寺と改め、芝

の地に移し家康の菩提所とした。慶長 15 年（1610）後陽成天皇に宗義を進講し「普光観

智国師」号を賜った。これを記念して、国師６９歳の寿像（市指定文化財）を造らせ、当

寺に納めさせた。観智国師の法名は「貞蓮社源誉上人慈昌存應普光観智国師」である。 

⑤法臺寺の再建： 当寺は明治 20 年（1887）に近隣の災禍を受け、本堂以下堂宇を悉く

灰燼に失った。そして明治 25 年（1892）に五間四方の仮本堂を建立した。第２次大戦後

50 年を経た平成元年（1989）、仮堂のままであった本堂改築の大願を、前三十六世と現三

十七世住職によって立てた。総代、世話人、檀信徒の三位一体勧進のもと、本堂・山門・

鐘楼堂等の堂宇の整備に着工した。発願から 10 年余り、平成 10 年（1999）４月、山門の

落慶を最後に、寺域の整備が整えられた。 

 山門を入ると、左側に板碑収納庫があり、その前に 2体の銅像が設置されていま

した。その写真を、次ページの図 2-3 上に示します。山門内の右側には、板碑の案

内板がありました。その写真を、次ページの図 2-3 下に示します。 

https://kotobank.jp/word/%E9%81%8A%E8%A1%8C%E4%B8%8A%E4%BA%BA-145024
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図 2-3．上：板碑収納庫と銅像、下：板碑の案内板 

 

 板碑の案内板には次のように記載されていました。 

埼玉県指定有形文化財 法台寺板石塔婆 昭和 42 年 8 月 28 日指定 

法台寺は、鎌倉時代には時宗の道場で、遊行二世他阿真教上人の開基と伝えられている

寺院です。 
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ここに所在する県指定の板石塔婆は全部で十基あり、内訳は六字名号のもの八基、種子

のもの二基で、他に致得（至徳の私年号）元年銘の六字名号板石塔婆が一基あります。 

六字名号の板石塔婆は、鎌倉時代の正和二年（1313）をはじめとして、至徳元年

（1384）までの約七十年間に及んでいます。いずれも字体は時宗系の楷書体で、時期によ

り多少の相違はありますが、彫りの深いものです。銘文に「是一房往生」「作阿弥陀仏往

生」などと刻したものがあり、その紀年銘は、没年時を表わすもので墓塔的な意味合いも

含んでいます。 

 一方、阿弥陀三尊種子板石塔婆は、二基とも全く同一の形態で、紀年銘についても

「元享二年壬戌十月日」と刻まれていますが、一基は「沙弥道阿貯め逆修也」、一基は

「藤原氏女為逆修也」とあって夫妻の逆修のために造立したことがわかります。彫りもこ

の時期の特徴をよく表わし、特に天蓋は、簡素ながら形のよく整ったものです。 

 上記案内文の解説を以下に記載します。 

①板碑とは：ウィキペディア（板碑）より借用。 

板碑は中世仏教で使われた供養塔である。基本構造は、板状に加工した石材に梵字＝種子

（しゅじ）や被供養者名、供養年月日、供養内容を刻んだものである。頭部に二条線が刻

まれる。実際には省略される部位分もある。 

②種子（しゅじ）とは：５）のサイト/lより借用。 

仏教の諸尊を梵字一文字で表したものを種子(しゅじ)といいます。仏尊を象徴的に表すも

のとして、板碑・石塔・石仏・お札や古文書・曼陀羅などに見られます。 

 阿弥陀如来（キリーク・キリク） 
③逆修とは：６）のサイト/Eより借用。 

生前にあらかじめ自分の死後の冥福を祈るための仏事をすること。そのために建てる石塔

婆を逆修塔という。 

④法台寺の六字名号板碑と阿弥陀三尊種子板碑の写真と詳しい解説は、次のサイト

が優れています。 

７）のサイト/l：阿弥陀三尊種子板碑 

８）のサイト/l：六字名号板碑（嘉暦四年銘）、六字名号板碑（元徳元年銘）。 

９）のサイト/l：六字名号板碑（貞和三年銘）、六字名号板碑（貞和三年銘）。 

10）のサイト/l：六字名号板碑（正和二年銘）、六字名号板碑（貞和二年銘）。 

11）のサイト/l：六字名号板碑（康安元年銘）、六字名号板碑（文和四年銘）、六

字名号断碑（明徳二年銘）。 

 板碑収納庫の前に設置されている銅像の写真を、次ページの図 2-4 に示します。 

（本文は、８ページに続く。） 

http://komonjo.rokumeibunko.com/binran/bonji.html
https://www.weblio.jp/content/%E9%80%86%E4%BF%AE
http://kawai25.sakura.ne.jp/saitama-niiza-houdaiji.html
http://kawai25.sakura.ne.jp/saitama-niiza-houdaiji-2.html
http://kawai25.sakura.ne.jp/saitama-niiza-houdaiji-3.html
http://kawai25.sakura.ne.jp/saitama-niiza-houdaiji-4.html
http://kawai25.sakura.ne.jp/saitama-niiza-houdaiji-5.html
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図 2-4．板碑収納庫前の銅像、上：僧形立像、下：僧形座像。 
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 図 2-4 の写真の内、右側の僧形立像の台座には「遊行上人霊像」との刻銘があり

ました。左側の僧形座像の本体や台座には、刻文はありませんでした。その他、こ

れらの銅像に関する説明文は何も掲示されておりませんでした。そこで、私は法台

寺さんに問い合わせのメイル送り、像主を尋ねました。すると、直ちに法台寺さん

から次のような回答を頂きました。 

①遊行上人霊像は、時宗の開祖「一遍上人」（別名、遊行上人）像です。 

②左像は、当山中興「普光観智国師」座像です。当山は、当初、時宗として開山し、

後に浄土宗に転宗となりました。その為、両者を讃え、尊像を安置しております。 

 

図 2-5．本堂に向かって右側に設置されている尼形座像 

 

 本堂に向かって右側に、墓地がありました。その一角に歴代住職の墓があり、そ

の傍に尼形座像が設置されていました。その写真を図 2-5 に示します。本像の背面

には、３行の銘文が刻まれていました。１行目は「法臺禅定尼御尊像」と読めまし

たが、２行目と３行目は文字が風化して判読不能でした。従って、「本像の像主は

久米御前である」ことが分かりました。本像の近接写真を次ページへの図 2-6 上に

示します。勿論、本像は想像上の作品でしょう。なお、本堂裏（図 2-1 を参照）に

大きな富士塚がありました。その写真を図 2-6 下に示します。 
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（３）長倉三郎先生のご逝去（４月 17 日投稿） 

長倉三郎先生（沼津市生まれ、1920 年 10 月 3 日 - 2020 年 4 月 16 日）が昨日ご

逝去されました。享年、満 99 歳のご天寿でした。直前までいつもと変わらないご様

子でお食事をされていたそうですが、突然臥せになられたそうです。私は 1964 年４

月に（当時は、港区六本木の東大物性研究所にありました）先生の研究室に入門し

ました（詳細は、12）のサイト/f）。それ以来、長倉先生には 56 年間の長きに渡り、

大変お世話になりました。心からご冥福をお祈り申し上げております。合掌。 

次ページの図 3-1 は、いずれも長倉研究室における新入生歓迎会（運動会）にお

いて、長倉先生を私（林）が撮影いたしました写真です。場所は、東京大学検見川

図 2-6． 

上：久米御前座像の近接写

真、 

下：本堂裏にある富士塚。 

 

http://masaniwa.web.fc2.com/M-10.pdf
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運動場（千葉市）です。（勿論、運動の後は、ビールパーティーです。）図 3-1 の

上左が 1966 年４月 21 日撮影、図 3-1 の上右と下が 1967 年４月撮影です。この年代

には、長倉先生は未だ 40 歳台半ばの若さでした。当時すでに、長倉先生は日本にお

ける理論化学分野で、京大の福井先生と並ぶ双璧で、大変ご多忙な研究生活を送っ

ておられました。 

しかし、長倉先生は新入生歓迎会には出来る限りご出席になり、背広姿でソフト

ボールやバレーボールなどを楽しまれておられました。現在はデジカメで写真を多

数撮影できますが、当時の写真はフィルムを現像する必要があり、一枚一枚が大変

貴重でした。従いまして、図 3-1 下の写真は、長倉先生が打たれたファールのボー

ルが真中（先生の頭の後ろ）に写っているのが、私の自慢です。 

  

 

図 3-1．長倉三郎先生のお写真（千葉市にあった東京大学検見川運動場にて）、 

上左：1966 年４月 21 日撮影、上右と下：1967 年４月撮影。 
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