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第 132 回 府中市の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2020 年９月６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。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト/）の銅像探索に参加している。私は
珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること
を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名
人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言
う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊
と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はネット記事を丹念に調査し、その
ような「スクープ銅像」の候補を多数見つけている。 
 私は武漢肺炎の緊急事態宣言が出され外出を自粛していたが、緊急事態宣言が解

除されたので、銅像探索を再開している。しかし、大阪に行くことはまだ自粛して

いるので、東京で銅像探索を行いその探索記を書いてきた（123 回の記事/f、124 回

の記事/f、125 回の記事/f、126 回の記事/f、127 回の記事/f、128 回の記事/f、129

回の記事/f、及び130 回の記事/f）。 
９月１日は大変涼しくなったので、私は世田谷区松沢病院で銅像探索を行った。

前回の記事/fでは、その探索記を記載した。当日、私は松沢病院に行ったついでに、

京王線府中駅でも銅像を探索した。府中市には、歴史のある寺院が沢山残っている

からである。本稿はこれらの銅像の探索記である。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）京王線府中駅の周辺地図 
 次ページの図１に、京王線府中駅の周辺地図を示す。東京都府中市は武蔵国の国

府があった所であるので、流石に名所旧跡が多い。私は 1960 年に徳島から東京の大

学に入学した。それ以来、私は 60 年間、東京に住んでいる。しかし、府中市を散策

したことがなかったので、今回に初めて当市を訪問した。 
 府中市の銅像に関しては、源義家像（場所：府中市本町馬場門欅並木・大国魂神

社前：図１の①地点）と新田義貞像（場所：府中市分倍河原駅前：図１の②地点）

が有名である。勿論、両像とも１）のサイト/に収録されている。なお、両像の紹介

は２）のサイト/lが優れていう。 

一方、府中市には、歴史のある寺院が沢山残っているが、それらに設置されてい

る銅像は、１）のサイト/に収録されていない。そこで、私はそれらを探索した次第

である。一方、私は有名な源義家像を未だ見たことがない。今回の銅像探索のルー

ト上に本像があったので、勉強のために本像も探索した。次節に義家像の探索記を

先ず記載する。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-123.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-124.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-125.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-126.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-127.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-128.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-129.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-129.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-130.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-131.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
http://rekigun.net/original/travel/statue/statue-20.html
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図１．京王線府中駅の周辺地図 本図は、東京都市図文庫版（昭文社）をコピー。

①：源義家像、②：新田義貞像、③：称名寺、④：高安寺、及び⑤安養寺。 

 

（３）大国魂神社前の源義家像 
 大国魂神社は武蔵国の総社であり、武蔵国の一之宮（一宮）から六之宮までを合

わせ祀るため、「六所宮」とも呼ばれる。古代、国司は任国内の全ての神社を一宮

から順に巡拝していた。この長い巡礼を簡単に行えるよう、各国の国府近くに国内

の神を合祀した総社を設け、まとめて祭祀を行うようになった。当社はそのうちの

武蔵国の総社にあたる。従って、当社は武蔵国の総社として、当社創建当時の武蔵

国一之宮から六之宮まで（通称：武州六社明神）を祀っている。 
なお、武州六社明神とは、以下の諸神である。一之宮：小野大神 - 小野神社（東

京都多摩市）。二之宮：小河大神 - 二宮神社（東京都あきる野市）。三之宮：氷川

大神 - 氷川神社（埼玉県さいたま市大宮区）。四之宮：秩父大神 - 秩父神社（埼玉

県秩父市番場町）。五之宮：金佐奈大神 - 金鑚神社（埼玉県児玉郡神川町）。六之

宮：杉山大神 - 杉山神社（神奈川県横浜市緑区）。 
 次ページの図２上には、大国魂神社の大鳥居から本殿を見た写真である。大鳥居

から府中駅の方向を見ると、源義家像が設置されている。義家像と「源義家公とけ

やき並木」と題する石碑の写真を図２下に示す。 
（本文は、４ページに続く。） 

① 

④ 

⑤ 

③ 

② 
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図２．上：大国魂神社の大鳥居、下：源義家像と石碑。 
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図３．八幡太郎 源義家公像 
 
 「源義家公とけやき並木」と題する石碑には次のように書かれている。 
源義家公とけやき並木 
国の天然記念物「馬場大門けやき並木」は、九百四十有余年前、源頼義公・義家公父子が

奥州平定の「前九年の役」の途次、大國魂神社に戦勝を祈願し、同役平定後の康平５年

（1062 年）勝利の報賽として、神社にけやきの苗木千本を寄進したことにはじまる。 
その後、徳川家康公により、補植されて現在の姿になったが、この場所にあった周囲９メ

ートルに及んだ大けやきは、頼義公・義家公父子が奉植されたものと伝えられ、ご神木と

して氏子から敬愛されていた大けやきであった。 
その大けやきも、度々の暴風雨と、近くは昭和 24 年のキティ台風によって、幹や大枝が

折れ、その後、残った幹の空洞内の出火で枯死してしまった。 
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義家公は、清和源氏に発する河内源氏の嫡流として、７歳の時、岩清水八幡宮で元服、よ

って八幡太郎と号したが、前九年の役・後三年の役で卓抜した武勇をあらわした公の代に、

源氏の武威の最盛期を迎えた。 
このような大国、武蔵の国の国府であった府中、大國魂神社、けやき並木と源義家公の史

実を後世に伝えるため、当時の若さあふれる公の像をこの地に建立するものである。 
この「八幡太郎源義家公之像」が府中の歴史を伝え、永く市民各位の心に生き続けること

を願いたい。 
制作は、高岡市在住、勅許御鋳物師藤原朝臣喜多家第 30 代当主の三男、喜多敏勝先生 

題字は、財団法人日本書道美術院審査員、鹿島敬帆先生の揮毫による。 
平成４年３月 28 日 創立 30 周年記念事業 東京府中ロータリークラブ 
 
（４）称名寺の一遍上人像 
 諸法山相承院称名寺（府中市宮西町 1-9-1、図１の③地点）は時宗の寺院で、寛

元 3年（1245）道阿一光上人により開山。寺伝より六孫王経基（源経基 ？～961）

が武蔵介であったときの館跡といわれている。一遍上人（1239-1289）は時宗の開祖。

図４は当寺の山門である。 

 
図４．諸法山相承院称名寺の山門 
 
 次ページの図５上に、当寺境内にある一遍上人像の周辺を示す。大きなサルスベ

リの木が綺麗に開花していた。本像の近接写真を図５下に示す。本像の台座正面に

は「一遍上人像」という銘板があった。台座裏面には「平成十六年七月吉日 調布

市小島町二丁目五番地十一 寄進者 杉本長治」と彫られていた。なお、平成十六

年は 2004 年である。（本文は、７ページに続く。） 
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図５．上：称名寺の一遍上人像周辺、下：一遍上人像の近接写真。 
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 以上の資料により、一遍像の概要は次の通りである。 
一遍上人立像 
場所：府中市宮西町 1-9-1 諸法山相承院称名寺 
建立時期：2004 年 7 月 

寄進者：調布市・杉本長治 

設置経緯：称名寺は時宗の寺院で、寛元 3 年（1245）道阿一光上人により開山。寺伝より

六孫王経基（源経基 ？～961）が武蔵介であったときの館跡といわれております。一遍

上人（1239-1289）は時宗の開祖。 
 
（５）高安寺の道元禅師像 
 龍門山等持院高安寺（府中市片町 2-4-12、図１の④地点）は曹洞宗の寺院で、平

安時代に藤原秀郷（891？-858？）が武蔵国府近郊に置いた居館を市川山見性寺に改

めたのが始まりとされる。暦応年間（北朝、1340 年前後）に入ると、足利尊氏

（1305-1358）が建長寺の大徹禅師（1333-1408）を開山として招き臨済宗の禅寺に

改めて再興した。現在の本堂は寛永元年（1624 年）に火災に遭い消失したものを享

和 3年（1803 年）に再建したもの。道元禅師（1200-1253）は日本における曹洞宗

の開祖。 

 
図６．高安寺の山門 
 
 図６に、高安寺の山門を示す。次ページの図７上に当寺の道元禅師像の周辺を示

す。図７下には道元禅師像の近接写真を示す。台座正面に「道元禅師御尊像」との

銘板があるのみで、他に説明は無かった。（本文は、９ページに続く。） 
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図７．上：道元禅師像の周辺、下：道元禅師像の近接写真 
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図８．上：高安寺の縁起書、下：当寺境内にある「秀郷稲荷大明神」。 
 
 高安寺の縁起を説明した案内板を図８上に示す。本文より、当寺は由緒のなる寺

院であることが分かる。図８下には、当寺境内にある「秀郷稲荷大明神」を示す。

なお、当寺には、名所「弁慶硯の井戸」があるが、今回は訪れなかった。以上の資

料などより、道元禅師像の概要は次の通りである。 
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道元禅師立像 
場所：府中市片町 2-4-12 龍門山等持院高安寺 

建立時期：不明、制作者：不明。 

設置経緯：称名寺は曹洞宗の寺院で、平安時代に藤原秀郷が武蔵国府近郊に置いた居館を

市川山見性寺に改めたのが始まりとされる。暦応年間（北朝、1340 年前後）に入ると、足

利尊氏が建長寺の大徹禅師を開山として招き臨済宗の禅寺に改めて再興した。現在の本堂

は寛永元年（1624 年）に火災に遭い消失したものを享和 3 年（1803 年）に再建したもの。

道元禅師（1200-1253）は日本における曹洞宗の開祖。 
 
（６）安養寺の伝教大師像 
 叡光山佛乗院安養寺（府中市本町 1-17-10、図１の⑤地点）は天台宗の寺院。寺

伝では 859 年（貞観元年）、円仁（慈覚大師、794-864）によって開山。伝教大師

（最澄、767-822）は天台宗の開祖。図９に、当寺境内の伝教大師像の周辺を示す。

当寺の先に、JRA（日本中央競馬会）の東京競馬場のスタンドの一部が見えている。

なお、当寺の紹介は３）のサイト/lが優れている。 
 

 
図９．安養寺境内の伝教大師像の周辺 
 
 次ページの図 10 に、伝教大師像の近接写真を示す。台座正面に「根本伝教大師尊

像 瞻仰崇信 第二百五十三世天台座主大僧正恵諦」の銘文がある。台座裏面には

「平成二年十月吉日 施主 府中市是政 都築勝雄 安養寺第三十七世祐正代」の

銘板があった。４）のサイト/lによれば、「瞻仰崇信」は「あおぎ見て敬い慕い、

そして尊び信じること」という意味である。ウィキペディアにば、「山田 恵諦

（やまだ えたい、1895 年 12 月 1 日 - 1994 年 2 月 22 日）は、日本の天台宗の僧

侶。第 253 世天台座主を 20 年つとめ、『比叡山宗教サミット』を開催、また一隅

https://ameblo.jp/composure3956/entry-12201422161.html
http://surume81.web.fc2.com/hitorigoto/2010-9/9.html
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を照らす運動を推進した。行動的だったので『空飛ぶお座主』といわれた。」とあ

る。 

 
図 10．安養寺の根本伝教大師尊像 

 
 以上の資料などにより、伝教大師像の概要は次の通りである。 
伝教大師立像 
場所：府中市本町 1-17-10 叡光山佛乗院安養寺 

建立時期：1990 年 10 月 

施主：府中市・都築勝雄 

設置経緯：安養寺は天台宗の寺院。寺伝では 859 年（貞観元年）、円仁（慈覚大師、794-

864）によって開山。伝教大師（最澄、767-822）は天台宗の開祖。 
 
参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

２）のサイト：http://rekigun.net/original/travel/statue/statue-20.html 

https://douzou.guidebook.jp/
http://rekigun.net/original/travel/statue/statue-20.html
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３）のサイト：https://ameblo.jp/composure3956/entry-12201422161.html 

４）のサイト：http://surume81.web.fc2.com/hitorigoto/2010-9/9.html 

https://ameblo.jp/composure3956/entry-12201422161.html
http://surume81.web.fc2.com/hitorigoto/2010-9/9.html

