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第 26 回 東京の義士祭  筆者：林 久治 （記載：2016 年 12 月 25 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。 

前回までは、「近畿・2016 年晩秋」と題する６編の紀行文を書いた。興味のある
方は、次に記事をクリックして下さい。20 回の記事/f：大津市の鉄道史、21 回の記
事/f：弘文天皇陵、新羅善神堂および新羅三郎の墓、22 回の記事/fでは、法明院、フ
ェノロサの墓、桜井敬徳師の銅像、23 回の記事/f：琵琶湖疎水、24 回の記事/f：三
井寺と仏教に対する私見、http://25 回の記事/f：三井寺の力餅。 
今回は、「東京の義士祭」を紹介する。 
 

（２）義士祭 
義士祭（ぎしさい・ぎしまつり）は、赤穂浪士にちなんで各地で行われている祭

りで、赤穂事件（1703 年 1 月 30 日）が発生した旧暦の 12 月 14 日に合わせて、12
月 14 日前後に行われる事が多い。ウィキペディアによれば、義士祭が行われる場所
は、以下の通りである。 

①赤穂義士祭：兵庫県赤穂市で行われている祭り。 
②古市義士祭：兵庫県篠山市で行われている祭り。 
③北海道義士祭：北海道砂川市の北泉岳寺周辺で行われている祭り。 
④東京義士祭：東京都港区の泉岳寺や本所松坂町公園（旧吉良邸）周辺で行わ
れている祭り。 

⑤山科義士まつり：京都府の山科で行われている祭り。 
⑥大阪義士祭：大阪府天王寺区の吉祥寺周辺で行われている祭り。 
⑦三次義士祭：広島県三次市で行われている祭り。 

本年の東京義士祭は、次のようなスケジュールで行われた。 

①泉岳寺 赤穂義士祭 

11:00 墓前供養 浅野長矩公之墓 

12:00 東阿部流献茶式、義士追善供養（本堂） 

15:00～15:30 義士行列到着（財界二世学院主催） 

  ②赤穂義士祭パレード（財界二世学院主催） 
12:00 東京中央区役所正門前集合。出発式後パレード開始 

12:55 歌舞伎座前 

13:35～14:15 増上寺にて休憩後パレード再開 

14:50 都営浅草線泉岳寺駅横 財界二世学院ビル前到着 

15:00～15:30 泉岳寺までパレード。泉岳寺到着、義士墓参り 

③両国本所松坂町公園 義士祭 
10:00～11:00 吉良邸跡地の本所松坂町公園で、赤穂四十七士を供養する 
 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-20.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-21.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-21.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-22.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-23.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-24.pdf
http://25%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B/f
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%A9%82%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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（３）東京都シルバーパス 
 現在、東京都には「シルバーパス」と言う有難い制度がある。東京都民であれば、

満 70 才になると、「シルバーパス」を購入できる。「シルバーパス」があれば、都

営地下鉄、都電荒川線、日暮里・舎人ライナー、及び都内を走る路線バスに１年間

乗車することができる。問題は、その価格であるが、地方税を支払っていない人は

1000 円、支払っている人は 20510 円である。普通の年金のみを受給している人は、

1000 円で購入できるようだ。 

 
図１．東京都シルバーパス（1000 円の券） 
 
 私は、幸か不幸か、年金以外に少々収入がある。そうすると、課税対象者となり、

所得税、地方税を支払う義務が生じ、医療費は３割負担、健康保険料金が割高にな

るなど、急に負担が増えて困っている。「シルバーパス」も、20510 円で購入しな

ければならない。私が住む練馬区大泉学園町には、都営地下鉄、都電荒川線、日暮

里・舎人ライナーが通っていないので、通常は「シルバーパス」は割高になる。 
 しかし、私は満 70 才になった時に、「シルバーパス」を購入した。それには、次

のような理由があった。私は 60 才で定年退職になったので、その後は運動のために

水泳を始めた。水泳は西武池袋線の大泉学園駅前にあるスポーツクラブで行ってい

る。私は、60 代の間は、自宅のある大泉学園町から大泉学園駅前まで自転車で通っ

ていた。所要時間は約 15 分である。ところが、60 代の後半になると反射神経が鈍

くなり、この 15 分の自転車通勤に危険性を感じ始めた。又、雨の日には、自転車通

勤が面倒になり、水泳を休み勝ちになった。 
 そこで、私は満 70 才になった時に、「シルバーパス」を購入して、自転車通勤か

らバス通勤に変更した。バス通勤であれば、居眠りをしていても、雨の日でも大丈

夫である。問題は、「シルバーパス」の 20510 円の料金である。この価格がペイす

るかどうかが問題であった。バス料金は往復で 440 円なので、20510 円は 46.6 日分

に相当する。これなら、私の１年分のバス料金を十分にペイすることになる。又、
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たまには都営地下鉄に乗ることもあるので、その分の得もある。以上の理由で、私

は「シルバーパス」を購入して、大泉学園駅前のスポーツクラブに通っている。 
 本年の 11 月に、私の家内も目出度く古希を迎え、東京都シルバーパスの資格者と

なった。問題は価格である。家内は、自宅のある大泉学園町から大泉学園駅前まで

のバスを殆ど利用しない。たまに都心に行く時は、和光市駅まで自家用車で行って、

そこから都心に行く。その理由は、和光市駅前にあるイトーヨーカ堂の駐車料金が

割安な点と、大泉学園駅より和光市駅の方が格段に便利である点にある。もし、家

内の場合もシルバーパスの価格が 20510 円であれば、家内の場合はメリットがない

ことになる。 
 そこで、家内の場合の料金を調査すると、家内個人は地方税を支払っていないの

で、1000 円で購入できることが分かった。家内は「これなら買わないのは損だ」と

思い、本年の 11 月に東京都シルバーパスを喜んで購入した。練馬区の「みどりバ

ス」には保谷ルートがあり、保谷駅→大泉学園町→都営地下鉄・光が丘駅を結んで

いる。このルートの本数は少ないが、自宅付近の「都民農園」を通っているので、

「シルバーパス」で光が丘駅まで行けることになった。光が丘駅から都営大江戸線

を利用すれば、都心のどこでも「シルバーパス」で行けるのである。 

 

 
図２．練馬区の「みどりバス」：保谷ルート 

自宅・最寄りのバス停 

都営地下鉄 
大江戸線で 
新宿や築地 
に直通 
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（４）都営地下鉄の沿線 
 図３に、東京都心の都営地下鉄の浅草線、大江戸線、および三田線を示す。これ

らの３線を利用すれば、皇居、銀座、浅草、六本木、築地市場、泉岳寺、押上のス

カイツリー、大門の東京タワーなどの都心の観光地に容易に行ける。しかし、私が

住む練馬区大泉学園町は東京２３区内でも特に不便な所にあるので、これらの都心

の観光地に行くには、往復で千円以上の交通費が掛る。地下鉄であちらこちらに行

くと、その都度、交通費が掛る。 
 その点で、「東京都シルバーパス」は黄門様の印籠と同じである。本券を購入し

ておけば、都営地下鉄は乗り放題である。本年の 11 月に、家内が本券を購入した。

従って、私共夫婦は大泉学園の自宅から、築地市場などへ、時間は掛かるが無料で

行けるようになった。家内は忠臣蔵が大好きである。しかし、結婚以来 46 年間、義

士祭に行ったことがなかった。そこで、家内が本券を購入したのを機会に、早速、

義士祭の見物を兼ねて、築地市場にも行くことになった。 

 
図３．東京都心の都営地下鉄の浅草線、大江戸線、および三田線 

新宿・光が丘に至る 
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（５）築地市場 
 実は、私共は去年の年末に、最後の築地市場を見に行った。周知の通り、築地市

場は本年の 11 月に、豊洲に移転する予定であった。しかし、小池知事の登場で、築

地市場の豊洲移転は延期になっている。 
 私共は、朝の９時 34 分に「都民農園」から練馬区のみどりバスに乗り、10 時 00

分に光が丘駅に着いた。そこで、大江戸線に乗換、築地市場駅に着いたのは 11 時頃

であった。築地の場外市場で年末の買い物をして、「まるきた」で昼食に海鮮丼

（1500 円）を食べた。それらの写真を図４に示す。ここの魚は新鮮で良かった。普

通の寿司屋で３－４千円の寿司セットを食べるより、こちらの方がお得である。 

 

 
図４．築地まるきた（上）と海鮮丼（下） 
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 築地の場外市場を歩いていると、レスリングの浜口選手が「玉子焼の松露」の店

頭で、ＴＶの収録をしていた。近くで見ると、大変な美人である。私が写真を撮ろ

うとしたら、ＴＶの関係者らしき男に「撮影禁止！」と怒鳴られた。「ストリップ

じゃあるまいし、何で撮影禁止だ！」と腹が立ったが、私は気弱なので遠方から写

真を撮った。その写真を図５に示す。 

 
図５．「玉子焼の松露」の店頭にいた浜口選手 
 
（６）増上寺 
 ウィキペディアによれば、増上寺の歴史は次のようである。 

空海の弟子・宗叡（809-884）が武蔵国貝塚に建立した光明寺が増上寺の前身だという。

その後、室町時代の 1393 年、浄土宗第八祖酉誉聖聡（ゆうよしょうそう：1366-1440）の

時、真言宗から浄土宗に改宗し、寺号も増上寺と改めた。この聖聡が、実質上の開基とい

える。徳川家康が江戸入府の折、たまたま増上寺の前を通りかかり、源誉存応上人

（1544-1620）と対面したのが菩提寺となるきっかけだったという。貝塚から、一時日比

谷へ移った増上寺は、江戸城の拡張に伴い、1598 年に家康によって現在地の芝へ移された。

風水学的には、寛永寺を江戸の鬼門である上野に配し、裏鬼門の芝の抑えに増上寺を移し

たものと考えられる。 

また、徳川家の菩提寺であるとともに、檀林（学問所及び養成所）がおかれ、関東十八

檀林の筆頭となった。1701 年 3 月には、江戸下向した勅使が増上寺を参詣するのをめぐっ

て畳替えをしなければならないところ、高家の吉良義央が勅使饗応役の浅野長矩に畳替え

の必要性を教えず、これが 3 月 14 日の殿中刃傷の引き金になったという挿話が有名であ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E8%81%A1
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る。増上寺には、徳川将軍 15 代のうち、6 人（秀忠、家宣、家継、家重、家慶、家茂）が

葬られている。太平洋戦争中の空襲によって徳川家霊廟、五重塔をはじめとした遺構を失

う大きな被害を受けた。三解脱門（さんげだつもん、重要文化財）は戦災をまぬがれた建

物の 1 つで、1622 年建立の二重門（重層で、各層に屋根が付く門）である。 

 
図６．増上寺の境内案内図 
 
 図６に増上寺境内案内図を示す。本年の 12 月 14 日、私と家内は築地市場に行き、

買物と昼食を済まし、築地市場駅から大門駅まで大江戸線にシルバーパスで乗車し

た。そして、午後１時頃に、増上寺に到着した。家内は増上寺が初めてなので、境

内をしばらく歩いた。義士隊パレードが増上寺に到着するのは１時半頃の予定なの

で、その頃に「三解脱門」に行ってみた。 

 次ページの図７上に示すように、パレード見物の人々が門前に集まっていた。し

かし、パレードは予定通りには来なかった。我々見物人は、まだかまだかと、寒空

の下で待っていた。図７中に示すように、パレードが増上寺に到着したのは、予定

より大幅に遅れた２時頃であった。しかし、増上寺にいた見物人は数十人で、写真

撮影に支障はなかった。 
 義士隊パレードは増上寺で休息を取ったが、本堂前の階段で写真撮影に応じてく

れた。その写真を図７下に示す。背景に、本堂と東京タワ－が写っている。私と家

内は、義士隊パレードについて泉岳寺まで行く予定であった。しかし、私の足指の

靴ズレがひどくなったので、喫茶店でしばらく休んで、泉岳寺駅までシルバーパス

で行くことに変更した。（本文は、10 ページに続く。） 
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図７．増上寺での義士隊パレ

ード 
上：増上寺の三解脱門前でパ

レード到着を待つ人々。 
中：義士隊パレードが増上寺

にやっと到着。 
下：増上寺本堂前の義士隊。 
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図８．泉岳寺の境内案内図 

 
図９. 首洗い井戸 （入口の奉納石に、川上音二郎の名前がある。） 

川上音二郎の名前 
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（７）泉岳寺 
 ウィキペディアによれば、泉岳寺の歴史は次のようである。 

萬松山泉岳寺は東京都港区高輪二丁目にある曹洞宗の寺院。 1612 年に徳川家康が今川

義元の縁者・門庵宗関（1546-1621）を招いて外桜田に創建。1641 年、寛永の大火で焼失

したが、徳川家光の命で、毛利・浅野・朽木・丹羽・水谷の 5 大名により、現在の高輪の

地で再建された。1701 年 3 月 14 日、江戸城中で吉良義央（上野介：1641-1703）に対し刃

傷沙汰に及び、即日切腹となった赤穂藩主浅野長矩（内匠頭：1667-1701）の墓、及び、

旧暦 1702 年 12 月 14 日、江戸本所の吉良屋敷に押し入って吉良の首級を上げ、翌年 2 月 4

日に切腹となったいわゆる赤穂浪士（泉岳寺では「赤穂義士」と呼んでいる）の墓がある。 

 図８に、泉岳寺の境内案内図を示す。泉岳寺の写真は、１）のサイトが優れてい

る。私と家内が３時半頃に泉岳寺に着いた時には、泉岳寺の内外は人込みで一杯で

あった。その様子を、図 10 に示す。泉岳寺は増上寺よりずっと小さい寺で、本堂、

赤穂義士記念館、および赤穂義士墓所が境内の殆どを占めている。一般の墓所も少

しはあるが、義士の墓所より著しく狭い。 

 図８の境内案内図に示されているように、山門から赤穂義士墓所門前までの参道

には、赤穂義士にゆかりの物が多数並んでいた。赤穂義士墓所に参詣する人々があ

まりにも多いので、墓所の門前では入場制限になっていた。門前の列で約 30 分待っ

て、やっと門内に入っても、人々の列は一向に進まない。定年前の私であれば、し

びれを切らせて、「もう帰ろう」と家内に怒鳴る状況であった。しかし、定年退職

後の私には、特にやるべき事がないので、家内の希望を尊重して、おとなしく待っ

ていた。 

 

図 10．義士祭当日の泉岳寺 （泉岳寺の山門前） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%9D%BE%E5%AF%BA


 11 

 図８の境内案内図に示されているように、山門から赤穂義士墓所門前までの参道

には、「首洗い井戸」がある。その写真を図９に示した。図 11 に示すように、赤穂

義士墓所の外には、義士の墓の配置図が掲示されている。本図に示されているよう

に、義士の墓の外側に、浅野内匠頭と奥方の瑤泉院（阿久里：1674-1714）の大きな

墓があった。 

 

  

図 11．上：墓所の配置図、下左：浅野内匠頭の墓、下右：瑤泉院の墓
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 赤穂義士墓所の内部にある義士の墓は内匠頭の墓よりずっと小さかった。大石内

蔵助と大石主税の墓が別格で屋根があった（他の墓は野晒し）。義士墓所の内部で

は、参詣の人々が義士一人一人の墓前に線香を手向けて、丁重に供養していた。こ

れらの人々は（家内を含めて）、赤穂義士の大ファンなのであろう。赤穂義士墓所

に入場するのに、寒空を長時間待つ必要があったのは、このような事情があった。 

 

 

図 12. 大石父子の墓 

上：内蔵助（行年、45 歳） 

下：主税（行年、16 歳） 
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図 13. 義士の墓 左：前原伊助、中：勝田新左エ門、右：杉野十平次 

 
 私は、「義士の墓の中で、内蔵助と主税に次いで供養の多いのは、勝田新左衛門

の墓である」と思った。新左衛門の墓を、図 13 中に示す。２）のサイトによれば、

勝田新左衛門武堯は享年 24、十五石三人扶持、札座横目、剣客、祖父は常陸笠間の

農民から浅野長直に仕える。多分、彼は若い人達に人気があるのであろう。 

 

（８）蛇足 

 増上寺境内には、法然上人（幼少期の勢至丸）の銅像があった。泉岳寺境内には、

大石内蔵助と澤木興道老師の銅像があった。これらの銅像は有名なので、「ヒロ男

爵のＨＰ」には勿論掲載されている。従って、本稿ではこれら銅像の記事を省略す

る。京都山科にも、大石神社があり、義士祭も行われている。ネットによれば、こ

こにも内蔵助像がある。この像は、「ヒロ男爵のＨＰ」には掲載されていない。し

かし、私がこの像の写真を見たところ、どうも石像のような気がする。次回、大阪

に行ったら、確かめに行く予定である。 
 私は神社仏閣の門前銘菓にも興味を持っている。今回は、増上寺には銘菓がなか

った。泉岳寺には「切腹最中」があったが、最中から餡が飛び出した形状をしてお

り、気持ちが悪くて食べたいとは思わなかった。 
 本年の「乱歩」の記事はこれで終わりです。本年中は、私の拙い文章に付き合っ

ていただき、誠に有難う御座いました。来年もよろしくお願いします。それでは、

良いお年をお迎え下さい。 
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引用したサイト 

１）のサイト：泉岳寺の写真 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~st_octopus/POI/tokyo/40sengakuji.htm 

２）のサイト：赤穂義士のペ－ジ 

http://www.ab.auone-net.jp/~tadeho48/akogisi/akogisitop.html 

 

http://www5f.biglobe.ne.jp/%7Est_octopus/POI/tokyo/40sengakuji.htm
http://www.ab.auone-net.jp/%7Etadeho48/akogisi/akogisitop.html

