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第 160回 三鷹市と調布市の近藤勇像 

               筆者：林 久治（記載：2021年７月 14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。 

武漢肺炎による自粛生活で家に籠っていると、運動不足で体重が増加するし、精

神的にも圧迫を感じる。私の銅像探索は不要不急の活動ではなく、私の生存に必要

不可欠である。私は武漢肺炎の２回目のワクチンを 6月 19日に接種したが、それま

では自宅の近場で銅像探索を行っている。 

 内田秀五郎像は、杉並区善福寺公園、立川市 JA東京、及び新宿区淀橋市場の３ケ

所に設置されており、神藤庄太郎像は東久留米市に設置されおり、小俣金治像は杉

並区荻窪八幡神社に設置されており、宮崎金吉像は小金井市に木村宜豊像は三鷹市

に設置されている。これらの像は１）のサイト/に収録されている。しかし、これら

７像の建立時期、制作者、銘文などの基礎情報が全く記載されていない。これでは、

「銅像データベースの礎となることを目指す」ことをモットーにする本サイトの名

折れである。そこで、私は 5月から 6月にかけてこれら７像を探索し、その探索記

を154回の記事/f、155回の記事/f、156回の記事/f、157回の記事/f、158回の記事/f、

及び前回の記事/fに記載した。 

前回の記事/fでは、木村宜豊像の制作者である木村恵保は、三鷹市龍源寺の近藤

勇像も制作したことを記載した。近藤像は大変有名で、１）のサイト/にも勿論収録

されているが、その基礎情報が全く記載されていない。そこで、私は 6月 26日に本

像を探索した。本稿はその探索記である。本稿では資料からの引用を緑文字で、私

の注釈や意見は青文字で記載する。 

 

（２）調布市の近藤勇生家跡 

 次ページの図１上に、近藤勇生家跡、龍源寺、及び西武多摩川線多摩駅の周辺地

図を示す。これら３地点は近接しているが、生家跡は調布市、龍源寺は三鷹市、多

摩駅は府中市と行政的には違った市に属している。私は、多摩駅から生家跡に向か

った。この間は徒歩で約 10分であるが、多摩駅-三鷹駅間の路線バス（小田急・鷹

52系統）も利用できる（本数は、毎時 3-4本と少ない）。 

https://douzou.guidebook.jp/
https://douzou.guidebook.jp/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-154.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-155.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-156.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-157.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-158.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-159.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-159.pdf
https://douzou.guidebook.jp/
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図１．上：近藤勇生家跡、龍源寺、及び西武多摩川線多摩駅の周辺地図、本図は、

２）のサイト/lより借用。下：近藤勇生家跡。 

 

 図１下に、近藤勇生家跡（調布市野水 1-6-8）の写真を示す。本図の左から「市

史跡 近藤勇生家跡」の碑、「新選組局長 近藤勇」の説明板、「市史跡 近藤勇

生家跡」の説明板、「近藤勇 産湯の井戸」、及び「近藤神社」が写っている。こ

れらの説明は、２）のサイト/l（調布・三鷹と新選組の説明よし）、３）のサイト

/l（生家の説明板の写真が鮮明。日野宿の地図）、及び４）のサイト/l（説明板の

全文紹介）が詳しい。なお、新選組ゆかりの地の全ての説明は５）のサイト/fが優

れている。 

 

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/week/hino/hino10.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/week/hino/hino10.html
https://www.japanserve.com/bakumatsu/tama-kondo.html
https://www.japanserve.com/bakumatsu/tama-kondo.html
https://tesshow.jp/tama/chofukomae/sight_chofu_kondo.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/pro2015/hinojp.pdf
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「新選組局長 近藤勇」の全文は次の通りである。 

新選組局長近藤勇 

天保五年(一八三四)十月九日、武蔵国多摩郡上石原村辻(現在の調布市野水一丁目)の宮川

家に三人目の男子が生まれ、勝五郎と名付けられた。天保九年(一八三八)の上石原村「宗門

人別五人組帳」によれば、宮川家は多摩郡大沢村龍源寺の旦那(檀家)で、家族備成は百姓源

次郎(宮川家の当主は代々「源次郎」を名乗った)六十七歳を筆頭に、枠の久次郎四十歳(近

藤勇の父)、娵のみよ三十七歳(勇の母)、孫の音次郎九歳、粂蔵七歳、勝五郎五歳の六人で

あった。宮川家は裕福な農民であったといわれているが、「宗門人別五人組帳」の記載をみ

る限りでは、石高は七石一斗二合で、上石原村では中間的な階層に属していた。 

天然理心流入門、近藤家養子に 

龍源寺にある「神文血判帳」(近藤周助の門人帳)によれば、宮川家の三兄弟は、嘉永元年

(一八四八)十一月十一日に揃って天然理心流近蔵周助の門人となっている。嘉永二年六月に

周助が宮川勝五郎に与えた目録も龍源寺にある。 

同年十月十九日付けで周助から上石原村の源次郎(勝五郎の父)宛に養子縁組の書状が出され、

勝五郎は入門後あまり時を経ずに天然理心流を継ぐため周助の養子となったことがわかる。

養子になって周助の旧姓島崎を名乗り、名前も勝太と改めた。安政四年(一八五七)頃までに

は島崎勇となり、万延元年(一八六〇)三月に松井ツネと結婚した。その後、近藤勇を名乗り、

文久元年(一八六一)八月、府中六所宮(大国魂神社)で天然理心流四代目襲名の野試合を行い、

翌年には一人娘の瓊が生まれた。 

浪士組に参加して京へ、そして新選組結成 

文久三年(一八六三)二月、近藤勇は上洛する将軍徳川家茂警護のために編成された浪士組

に道場の門人たちと共に参加したが、浪士組が江戸ヘ戻ることになった時京都残留の嘆願書

を提出し、京都守護職の任にあった会津藩預かりとなり、京都市中の見回りに当たることに

なった。以降、慶応四年(一八六八)一月、隊士と共に江戸に戻るまで、当時政局の中心とな

っていた京都で新選組局長として活躍した。 

近藤勇、板橋で死す 

慶応四年三月、甲陽鎮撫隊が甲州街道を甲府ヘ向かう途中大久保剛と名を変えた勇は、上

石原村の鎮守である上石原若宮八幡神社を遥拝して戦勝祈願、西光寺向かいの名主中村勘六

家で歓待を受けたと伝えられている。甲州柏尾山で官軍に敗れ、その後、新たに隊士を募集

して下総流山に陣をしいた。しかし、そこで官軍に包囲されて出頭、慶応四年四月二十五日

に板橋において刑死した。勇の甥宮川勇五郎は、板橋の刑場で一局の鉄砲傷(慶応三年十二

月伏見墨染付近で負傷)を目印に首のない勇の遺体を掘り起こし、上石原村の生家近くにあ

る龍源寺ヘ埋葬した。勇の無言の帰還を一族の人びとは野川にかかる相曽浦橋で迎えたと伝

えられている。龍源寺の近藤家墓所には勇の一人娘瓊と結婚して近藤家を継いた勇五郎やそ

の息子の久太郎も眠っている。また、近くには勇のいとこで新選組隊士たった宮川信吉(勇

の父久次郎の妹の子)の墓もある。 

平成十六年三月二十六日 調布市・調布市教育委員会 

「市史跡 近藤勇生家跡」の全文は次の通りである。 

市史跡 近藤勇生家跡 指定昭和五十二年四月二十五日 

この地は新選組局長近藤勇の生家跡である。 

近藤勇は、天保五年（一八三四）宮川久次郎の三男（幼名勝五郎）としてこの地に生まれ

育った。 

十五歳の時天然理心流近藤周助に入門、翌年理心流の目録を得て周助の養子となり近藤姓

を名乗った。 
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当時、宮川家の屋敷は面積約七千平方メートルの広さがあり、建物は母屋のほか蔵屋敷、

文庫蔵、乾燥納屋、地下蔵、農具入納屋等があり、周囲はケヤキ、カシその他の大木や竹林

が茂っていた。現在の跡地は、屋敷の東南部に位置し、昭和十八年に家がとりこわされるま

で使用していた井戸を残すのみである。 

平成十二年十二月一日再建 調布市教育委員会 

２）のサイト/lは近藤神社について、次のように説明している。 

井戸に隣接して、昭和元年(1926)に東京一円の軍人たちによって建てられた近藤神社があり

ます。また、人見街道を挟んだ地に天然理心流道場「撥雲館（はつうんかん）」があります。

撥雲館は、勇の婿養子である勇五郎が明治 9年(1876)に開いた道場で、その名は山岡鉄舟が

命名し、看板に揮毫きごうしたと伝えられています。 

 

（３）龍源寺の近藤勇像 

 図１上の地図が示すように、近藤勇生家跡から人見街道を東に数分歩くと、龍源

寺(三鷹市大沢 6-3-11)がある。この間に、住所は調布市から三鷹市に変わっている。

当寺の門前に近藤勇像が設置されていた。その写真を図２に示す。なお、龍源寺と

近藤勇像の説明は、６）のサイト/と７）のサイト/gが優れている。 

 

図２．龍源寺の門前に設置された近藤勇像と石碑群 

 

 図２に示すように、龍源寺の門前には左より、「近藤勇胸像」、「近藤勇百年祭 

胸像建之協賛御芳名」の石碑、「史跡近藤勇墓所」の石碑、及び「近藤勇と天然理

心流」の石碑が設置されていた。 

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/week/hino/hino10.html
https://shinsengumi-kanko.com/chofu-mitaka/ryugenji/
http://toukanmorijyuku.fc2web.com/a20041120oedo/tyouhu-pic/wtdscf0064ass.jpg


 5 

  

 

以上の資料などにより、近藤勇像の概要は次の通りである。 

近藤勇像 

設置場所：三鷹市大沢 6-3-11 龍源寺門前 

設置時期：1967年 百年祭記念として建之 

設置者：近藤勇史跡保存会 

図３． 

上左：近藤勇の胸像、 

上右：台座正面の題字、 

下：本像背面の銘文。 
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制作者：木村恵保（？-1996.11.10） 

設置経緯： 

近藤勇（1834年 11 月 5日- 1868年 5月 17日）は、龍源寺近くの武蔵国多摩郡上石原村

（現在の東京都調布市野水）に、豪農・宮川久次郎の三男として生まれる。幼名は勝五郎。

1848年 11月 11日、勝五郎は江戸牛込（東京都新宿区）に所在する天然理心流剣術道場・

試衛場に入門する。勝五郎は翌 1849年 6月には目録を受け、同年 10月 19日には天然理心

流宗家三代目近藤周助の養子になり、近藤勇を名乗った。1860年 3月 29日に御三卿・清水

徳川家の家臣である松井八十五郎の長女である松井つねと結婚。翌年 8月 27日には府中六

所宮にて、天然理心流宗家四代目襲名披露の野試合を行い、晴れて流派一門の宗家を継ぐ。

1863年正月、江戸幕府は 14代将軍・徳川家茂の上洛警護をする浪士組織「浪士組」への参

加者を募った。近藤ら試衛館の 8人はこれに参加することを決め、2月 8日、浪士組一行と

共に京都に向けて出発した。（近藤の新選組局長としての京都での活躍は有名なので、説明

を省略。） 

鳥羽・伏見の戦い（1868年 1月）において敗れた新選組は、幕府軍艦で江戸に戻る。2月

28日、近藤は幕府から「甲陽鎮撫」を命じられ、近藤は「大久保剛」の変名を用いて新選

組を甲陽鎮撫隊と改名した。近藤は 3月 6日に甲州市勝沼町において勃発した甲州勝沼の戦

い（柏尾戦争）で新政府軍と戦うが敗走する。新選組は 4月には下総国流山（千葉県流山

市）に屯集するが、新政府軍は 3月 13日にすでに板橋宿（東京都板橋区）に入っていた。

新政府軍は流山の新選組を包囲し、4月 3日には大久保を捕縛した。大久保が近藤勇と知る

者が政府軍側におり、近藤は板橋宿まで連行され、幽閉される。近藤は、慶応 4年 4月 25

日（新暦では、1868年５月 17日）板橋刑場で斬首された。享年 35（満 33歳没）。 

近藤の首は京都の三条河原で梟首され、体は板橋に一度葬られた。近藤勇の長兄・音五郎

とその息子・勇五郎は、処刑から 3日後、処刑された馬捨て場の者に金を握らせて遺体の場

所を聞き、掘り出した。親子は夜を徹して遺体を運び、途中、妻・つねと娘・たまが身を寄

せていた中野坂上成願寺に寄って、明け方になって生家に戻ってきた。そのようにして近藤

勇の体が葬られたのが、龍源寺と伝わっている。勇五郎は 1876年に近藤勇の一人娘・たま

と結婚し近藤姓を継ぎ、天然理心流五代目となり、1933年死去。 

 龍源寺の近藤勇像は、百年祭記念として、1967 年に近藤勇史跡保存会により建之された。 

 

図４．西光寺の周辺地図  
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（４）調布市西光寺の近藤勇像 

 調布市西光寺にも近藤勇像がある。本像は１）のサイト/に勿論収録されているが、

その基礎情報が全く記載されていない。そこで、私は 7月 6日に本像を探索した。

西光寺は京王線西調布駅北口の近くにある。当日、私が西調布駅に行ったところ、

北口広場には、「新選組局長近藤勇ふるさと MAP」なる地図が掲示されていた。そ

の一部を図４に示す。駅から西光寺に行くには、北口から北上して、旧甲州街道を

左に曲がれば、直ぐに山門に着く。なお、当駅の近くに「1964年東京オリンピック

マラソン折返し地点記念碑」があり、多くのスタジアムが建設されている。 

 

 

図５．上：西光寺の山門、下：近藤勇の座像。 

https://douzou.guidebook.jp/
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 図５上には、西光寺（東京都調布市上石原 1丁目 28-3）の山門の写真を示す。山

門の向かって左側に近藤勇の座像が設置されていた。その写真を図５下に示す。

「新選組局長近藤勇 誕生の地 上石原」の幟も翻っている。しかし、図１上で示

したように、近藤勇の生家跡は西武多摩川線多摩駅の近くにある。 

 

図６．近藤勇の座像 

 

 近藤勇の座像を図６に示す。本像は多くのネット記事に掲載されているが、その

多くは大変汚れていた。しかし、最近の写真は大変綺麗である。洗浄を行ったので

あろうか？台座には銘板が貼りつけられていた。その写真を次ページの図７に示す。

台座正面には「新選組局長近藤勇 圡方貢書」との題字があった。台座側面には発

起人の名前があり、その１行目には「前代表 故宮沢慎哉」と、２行目には「代表 

圡方貢」と記載されていた。 
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図７．上左：台座正面の題字、上右：台座側面の銘板、下：近藤勇の案内板。 

 

 本像の横には立派な案内板があった。その写真を図７下に示す。それには、以下

のように書かれていた。 

近藤勇は天保五年（一八三四年）武蔵国多磨郡上石原村（現調布市野水一-六）宮川久次

郎の三男として生まれ、幼名勝五郎、幼い頃より武芸に親しみ、嘉永元年天然理心流近藤周

助に入門、翌二年近藤家の養子となり、文久元年天然理心流宗家四代目を襲名、府中六所宮

で襲名披露の野試合を行った。 

文久三年、幕府が組織した浪士隊に応募、将軍上洛の警護のため京都に行き会津藩お預か

り新撰組を結成、局長として洛中の治安の維持にあたる。中でも元治元年六月浪士達が画策

した京都の大惨事を未然に防いだ功績で、幕府と朝廷から恩賞を受けた池田屋事件での活躍

はあまりにも有名である。 

然しながら世情の移り変わり激しく、慶応三年将軍徳川慶喜は大政を奉還し、翌四年の鳥

羽伏見の戦いに敗れたので、傷心のうちに幕艦富士山丸で江戸に帰った。 
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その年三月、近藤勇は将軍慶喜から許された大名格（若年寄格）として大久保剛と改名、

甲陽鎮撫隊を編成し、甲州街道を甲府に向けて出陣した。途中思い出多い故郷上石原では、

長棒引戸の駕籠を降り小姓を従えて、遥か氏神様の上石原若宮八幡宮に向かって戦勝を祈願

して西光寺境内で休息、門前の名主中村勘六家で歓待をうけたのち、多くの村人に見送られ

ながら出立し村境まで歩いた。天下に知られた英雄がふるさとへ錦を飾ることはできたが、

戦況利あらず勝沼の柏尾山の戦いに敗れ慶応四年四月下総流山（千葉県流山市）で大久保大

和として西軍に出頭、同月二十五日江戸板橋で刑死、時に僅か三十五歳波瀾万丈の生涯を閉

じた。 

会津藩主、松平容保は「貫天院殿純忠誠義大居士」の法号を贈りその功績を称えている。 

調布市「近藤勇と新選組の会」は、没後百三十年を記念し、近藤勇座像建立委員会を設け、

近藤勇に関わる史実と史跡を末永く伝えるとともに、調布市の観光事業の一助になることを

願い甲陽鎮撫隊所縁の地西光寺に座像を建立することとした。 

奇しくも、人々の安全を守りながら甲陽鎮撫隊をも見送った常夜灯、公武合体を勝ち取る

ため一身を捧げた近藤勇像、西郷隆盛らが明治政府に反旗をひるがえした西南戦争に従軍し

た地元出身の人々の招魂碑がここに集設されたことは、改めて歴史の流れを伝えるものとし

て意義深い。  平成十三年十月八日  近藤勇座像建立委員会代表 圡方貢 発起人一同  

（なお、平成十三年は 2001年である。） 

 

図８．近藤勇座像建立協賛者御芳名の碑文 

 

本像の周辺には、本像の制作者の名前は残されていなかった。その代わり、「近

藤勇座像建立協賛者御芳名」と題する石碑があった。本碑の一部を図８に示す。特

筆すべき点は①深大寺が百万円寄付していることと、②代表の圡方貢氏が三十万円

寄付していることである。③また、圡方貢氏は(株)石原プロモーションに所属して

いることである。 

その他に、圡方氏の経歴は不詳である。土方歳三の子孫なのかも知れないが、詳

細は不明である。圡方氏のネット記事は、次のものがある。 
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① ８）のサイト/f： 

土方 貢さん（近藤勇と新選組の会会長）は平成１５年１１月１７日（月）に、調布市総合

福祉センターで「近藤勇と新選組」の題で講演。 

② ９）のサイト/l： 

2010年 7月 31日の記事：土方 貢さんは近藤勇と新選組の会会長時の経過はお仲間の一人

「近藤勇と新選組の会」会長 土方貢氏も昨年（2009年）逝去され、残念な旨紹介された。

土方貢氏は勇を愛し、「多摩に勇ありき」で以下のように尽力された。勇の座像は、近藤勇

没後 130年の記念事業に「近藤勇と新選組の会」が、平成 13年（2001年）10月 8日に建立

したもの。新選組本ではお目にかかれない、勇の略歴を背景に地元ならではの幕末の調布の

紹介した「幕末・多摩と近藤勇」を著述された。 

③10）のサイト/f：調布稲門会副会長土方貢 

 なお、西光寺と近藤勇の紹介では、11）のサイト/と12）のサイト/lが優れている。

以上の資料などより、西光寺の近藤勇像の概要は、次の通りである。 

近藤勇座像 

設置場所：東京都調布市上石原 1-28-3 西光寺山門前 

設置時期：2001年 10月 8日 近藤勇の没後 130年を記念 

設置者：近藤勇座像建立委員会 

制作者：不明 

設置経緯：近藤勇（1834.1.5- 1868.5.17）は西光寺近くの武蔵国多磨郡上石原村（現・調

布市野水）に、豪農・宮川久次郎の三男として生まれる。幼名は勝五郎、幼い頃より武芸に

親しみ、1848年天然理心流近藤周助に入門、翌年近藤家の養子となり近藤勇を名乗る。

1861年天然理心流宗家四代目を襲名。1863年幕府が組織した浪士隊に応募、将軍上洛の警

護のため京都に行き会津藩お預かり新撰組を結成、局長として洛中の治安の維持にあたる。

1868年 1月の鳥羽伏見の戦いに参加、幕軍敗北により幕艦富士山丸で江戸に帰還。同年 3

月近藤勇は将軍慶喜から許された大名格（若年寄格）として大久保剛と改名、甲陽鎮撫隊を

編成し、甲州街道を甲府に向けて出陣した。途中思い出多い故郷上石原村では、長棒引戸の

駕籠を降り小姓を従えて、遥か氏神様の上石原若宮八幡宮に向かって戦勝を祈願して西光寺

境内で休息、門前の名主中村勘六家で歓待をうけたのち、多くの村人に見送られながら出立

し村境まで歩いた。天下に知られた英雄がふるさとへ錦を飾った瞬間である。戦況利あらず

勝沼の柏尾山の戦いに敗れ、1868年 4月下総流山（千葉県流山市）で大久保大和として新

政府軍に出頭、同月 25 日（旧暦）江戸板橋で刑死、時に僅か 35 歳波瀾万丈の生涯を閉じた。

会津藩主、松平容保は「貫天院殿純忠誠義大居士」の法号を贈りその功績を称えている。 

調布市「近藤勇と新選組の会」は、没後 130年を記念し、近藤勇座像建立委員会（代表・圡

方貢）を設け、近藤勇に関わる史実と史跡を末永く伝えるとともに、調布市の観光事業の一

助になることを願い甲陽鎮撫隊所縁の地西光寺に座像を建立することとした。 

 なお、調布市歴史博物館（東京都調布市小島町 3丁目 26− 2）には、本像の原像

が展示されている。私は本館の本像も探索したが、本像の資料（制作者名など）は

何も掲示されていなかった。 

 

 

参考資料 

１）のサイト：https://douzou.guidebook.jp/ 

http://www.machikai.org/sougojuku/sougojuku_pdf_046.pdf
http://byp.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/index.html
http://wasedafuchu.tokyo/inaho/inaho_no12.pdf
https://shinsengumi-kanko.com/chofu-mitaka/saikoji/
https://tesshow.jp/tama/chofukomae/temple_chofu_saiko.html
https://douzou.guidebook.jp/
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２）のサイト：

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/week/hino/hino10.html 

３）のサイト：https://www.japanserve.com/bakumatsu/tama-kondo.html 

４）のサイト：https://tesshow.jp/tama/chofukomae/sight_chofu_kondo.html 

５）のサイト：

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/pro2015/hinojp.pdf 

６）のサイト：https://shinsengumi-kanko.com/chofu-mitaka/ryugenji/ 

７）のサイト：http://toukanmorijyuku.fc2web.com/a20041120oedo/tyouhu-

pic/wtdscf0064ass.jpg 

８）のサイト：http://www.machikai.org/sougojuku/sougojuku_pdf_046.pdf 

９）のサイト：http://byp.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/index.html 

10）のサイト：http://wasedafuchu.tokyo/inaho/inaho_no12.pdf 

11）のサイト：https://shinsengumi-kanko.com/chofu-mitaka/saikoji/ 

12）のサイト：https://tesshow.jp/tama/chofukomae/temple_chofu_saiko.html 

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/week/hino/hino10.html
https://www.japanserve.com/bakumatsu/tama-kondo.html
https://tesshow.jp/tama/chofukomae/sight_chofu_kondo.html
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/pro2015/hinojp.pdf
https://shinsengumi-kanko.com/chofu-mitaka/ryugenji/
http://toukanmorijyuku.fc2web.com/a20041120oedo/tyouhu-pic/wtdscf0064ass.jpg
http://toukanmorijyuku.fc2web.com/a20041120oedo/tyouhu-pic/wtdscf0064ass.jpg
http://www.machikai.org/sougojuku/sougojuku_pdf_046.pdf
http://byp.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/index.html
http://wasedafuchu.tokyo/inaho/inaho_no12.pdf
https://shinsengumi-kanko.com/chofu-mitaka/saikoji/
https://tesshow.jp/tama/chofukomae/temple_chofu_saiko.html

