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第 59 回 長岡天満宮の銅像探索 

               筆者：林 久治（記載：2018 年７月１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、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。最近、私は大

阪近傍で、その候補となりそうな銅像を数体ネットで見つけておいた。私は６月６

日から 19 日まで大阪・北千里の息子宅に滞在していたので、その間にそれらの銅像

探索を行った。 

私が６月７日に先ず探索したのは西国街道の沿道の銅像であった。前々回の記事

/fで、その探索記を書いた。次に、６月 13 日に大阪市の大阪星光学院と神戸市の灘

高を訪問して銅像を探索した。前回の記事/fで、その探索記を書いた。６月 15 日に

京都府の長岡天満宮を参詣して銅像を探索した。今回は、その探索記を書く。 

 

（２）大阪北部地震 

６月 18 日の朝、私と家内は「今日は東京に帰ろう」と思い、キャリーバッグに荷

物を詰めていた。その時、突然マンションの部屋が上下左右に激動した。私は「ス

ワ！南海大地震だ！」と思った。その直後、TV が「大阪府北部に６弱の直下型地震

があった」と報道した。私共が居た北千里では震度は５強で、私が憶えている範囲

の最強の揺れであった。（なお、1946 年 12 月 21 日の午前４時過ぎの昭和南海大地

震では、当時は鳴門市に疎開していた５才の私は、起こされて庭に避難した記憶が

ある。しかし、揺れの程度は憶えていない。また、2011 年３月 11 日の東日本大震

災では、私は東京の自宅で震度５弱の地震を経験した。） 

揺れが酷かったわりには、被害は少なく、息子宅では食器棚から皿やコップが少

し落ちて壊れた程度であった。それから、爪楊枝が一箱落下して、爪楊枝が床に散

乱していた。なお、息子のマンションでは、エレベーターが地震で停止して、一人

の女性が数時間閉じ込められた。また、電車は各所で止まり、多数の乗客が長時間、

電車に閉じ込められた。特に、震源地の高槻市を走行していた新幹線が緊急停車し

て、乗客は５－６時間も車両に閉じ込められた。その朝、私共は東京に帰ろうと思

っていたので、運が悪ければ、私共もエレベーターや新幹線に長時間閉じ込められ

ていたであろう。 

私共は、この日の帰京を延期して、様子を見ることにした。TV から被害の状況が

次々と伝えられた。中でも、一番可哀相であったのは、震源地の高槻市で登校中の

４年生の女児が一人、学校のブロック塀の下敷きになって亡くなったことである。

ご本人も家族の方々も、数分前に元気に家を出た女児が、まさかの地震で突然亡く

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-57.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-57.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-58.pdf
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なってしまうなんて、想像もしていなかったのではなかろうか。人生、一寸先は闇

である。 

ネット上でも、多くの被害状況が報道された。私は、その中で阪急茨木市駅の写

真を記念にコピーした。その写真を図１上に示す。私のメル友の治子さんによれば、

本写真は 18 日の朝日新聞・関東版の夕刊でも掲載されていたそうである。 

 

 
図１．阪急茨木市駅の地震被害、（本写真はネットより借用。） 
 

 
図２．阪急京都本線の路線図。 
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（３）長岡天満宮の参詣 
 図１には、落下した阪急茨木市駅の電光掲示板を示す。図２には、阪急京都本線

の路線図を示す。これらから阪急京都本線では、梅田から河原町までの特急は次の

駅に停車することが分かる。梅田→十三→淡路→茨木市→高槻市→長岡天神→桂→

烏丸→河原町。私が京都に行くときには、阪急京都本線の特急をよく利用する。特

急が長岡天神駅に停車するたびに、私はいつも「どうして、ここに立派な天満宮が

あるのか」との疑問を持っていた。 

 一方、日本銅像探偵団の「日本の銅像ギャラリー」の京都府・南部欄には、長岡

天満宮の中小路宗域像が収録されている。先ず、宗域像は間違いで、宗城像が正し

い。更に、最近のネット記事では、長岡天満宮の宗城像の横にもう１体の銅像が建

立されている。以上の疑問を解決するために、私は６月 15 日に長岡天満宮に行った。

今回は、その時の探索記を記載する。（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。） 

 

図３．阪急長岡天神駅の周辺地図 本図は、３）のサイト/lより借用。 
➀：開田城址、②：八条ケ池、③：大鳥居、④：太鼓橋、➄：長岡天満宮社殿。 
 
 図３に阪急長岡天神駅の周辺地図（昭和 11 年のもの）を示す。長岡天神駅から長

岡天満宮までは、徒歩で約 10 分の距離である。なお、長岡天満宮の説明と写真は、

４）のサイト/4が優れている。本サイトを案内として、長岡天神駅から長岡天満宮

まで行ってみよう。 

➀ 

② 

③ ④ 

➄ 

http://www.geocities.jp/douzouz/
https://kojodan.jp/castle/1473/photo/35254.html
https://4travel.jp/travelogue/11237684
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阪急長岡天神駅を降り、アゼリア通り（府道 79 号線）を西へ数分歩いた所にある

マンションの周辺が開田城址で（図３の➀地点）、土塁の一部が保存されている。
４）のサイト/4：戦国時代に地元土豪の中小路氏の居城だったと伝わります。中小路氏は

元々開田天満宮（現・長岡天満宮）の神職の出でしたが、この城を拠点に勢力を拡大しま

した。戦国期以降の廃城時期等は不詳ですが、1470 年頃、山名弾正に襲撃されたと伝わり

ます。 

 

図４．開田城址の土塁 （図３の➀地点） 

 

 開田城址から更に西に行くと、大きな池（八条ケ池：図３の②地点）がある。 

４）のサイト/4：道真は、京の都から太宰府へ左遷させられる途中に長岡の地へ立ち寄り

（ここに道真の所領があった）、「我が魂長くこの地にとどまるべし」と名残を惜しみま

した。その際、近臣の中小路宗則が道真自作の木像と念持仏を託され、道真の死後、ここ

に祀ったことが長岡天満宮のはじまりです。元々皇室の崇敬が篤く、度々寄進や造営を受

け、1638 年には八条宮智仁親王によってランドマーク的な八条ヶ池が築造されました。 

 八条ケ池の角を曲がり南に行くと、大きな鳥居（大鳥居：図３の③地点）がある。

次ページの図５上に八条ケ池を、図５下に大鳥居の写真を示す。 

４）のサイト/4：長岡天満宮の入り口正面に屹立する総御影石製の大鳥居は、2002 年の菅

公御神忌 1100 年大萬燈祭を奉賛して 1998 年に奉納された、近隣でも数少ない石造りの大

鳥居です。総高 9.75ｍ、笠木 12ｍ、総重量 50 トンある巨大なものです。 
 

https://4travel.jp/travelogue/11237684
https://4travel.jp/travelogue/11237684
https://4travel.jp/travelogue/11237684
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 大鳥居から太鼓橋（図３の④地点）を渡って天満宮の境内（境内図は次ページの

図６に示す）に入ると、境内と八条ケ池の周辺は樹齢 100-150 年のキリシマツツジ

で埋め尽くされている。私が参詣した６月 15 日には残念ながら花は終わっていたが、

満開時（４月末）には境内一体が見事に真っ赤に染め上げられ、花を見る参拝者が

洪水のように押し寄せるそうである。 
４）のサイト/4には、満開時の写真が多数掲載されている。キリシマツツジはツツジ科ツ

ツジ属、九州に自生するヤマツツジ（山躑躅）とミヤマキリシマ（深山霧島）との交配に

よる園芸品種の総称とされ、色濃い真紅に咲くのが特徴です。江戸時代の寛永年間

（1624-44 年）に薩摩で作出され、正保年間（1644-47 年）に大阪に伝えられて京都や江

戸にまで広まりました。 

図５． 

上：八条ケ池（図３の②） 

下：大鳥居（図３の③） 

https://4travel.jp/travelogue/11237684
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図６．天満宮の境内図 本図は、５）のサイト/lより借用。 
 

 社殿への参道の階段の途中で鉤形に参道を 90 度曲がると、その先には最後の鳥居

（五の鳥居）が聳えている。その奥に、社殿がある。（図７を参照） 

 

図７．長岡天満宮の五の鳥居と社殿 

http://www.nagaokatenmangu.or.jp/keidai.html
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４）のサイト/4：道真が無実の罪で平安京を追われて太宰府へ左遷させられる途中、か

つて在原業平らと共に詩歌管弦を愉しんだこの地に立ち寄り、都を振り返って名残を惜し

んだ逸話から「見返り天神」とも呼ばれています。道真は、太宰府にお供した乙訓郡開田

村の中小路宗則ら３人との別れ際に、自身の姿を模した６ｃｍ余りの木造を贈りました。

左遷から２年後の 903（延喜３）年、道真は配流先で亡くなりました。これを聞いた宗則

らは、その木像をご神体として祀りました。これが長岡天満宮のはじまりと言われていま

す。 
本殿は、1888（明治 21）年に建造された京都 平安神宮の社殿を 1941（昭和 16）年に移

築したものです。設計者は東大教授 伊藤忠太氏で、三間社流造り、素木の本殿で端正で丈

が高く美しい姿をしています。 拝殿＋幣殿（石の間）＋本殿の３部構成の社殿を「石の間

造り」と言います。また、日光東照宮がこの形式を採っていることから「権現造り」とも

言われますが、長岡天満宮の社殿もこの３部構成です。しかし説明書きを見ると、「幣

殿」と「石の間」の建物をここでは「祝詞舎」と表記しています。 

 

 

図８． 
上：拝殿 
下：拝殿の額 

https://4travel.jp/travelogue/11237684


 8 

 

図８．左：中小路宗城大人之像、右：中小路宗康大人像 
 

（４）長岡天満宮の銅像 

社務所の前に「中小路宗城大人之像」と「中小路宗康大人像」の父子の銅像が、

社殿に向かって建てられている。銅像の銘文（図９上を参照）より、宗城大人

（1864-1936）の胸像は、没後 50 年の 1986 年に子の宗康氏(長岡天満宮・名誉宮司)

により建立されたことが分かる。宗城大人は、衰微していた天満宮を社殿改修し、

八条池石堤や参道板石の整備を行い、キリシマツツジの保護育成に努めた。その結

果、村社だった社格は府社へと昇格し、再び賑わいを取り戻したそうである。 
宗康大人（1903-1990）の胸像は、本殿移築 70 年を記念して 2011 年に子の宗隆氏

(長岡天満宮・名誉宮司)により建立された。（図９下を参照）宗康大人は 1928 年に

宮司に就任した。1941 年には弱冠 36 歳で、京都 平安神宮の社殿を移築するという

大事業を成し遂げ、長岡天満宮今日の隆昌の礎を築いた。 
６）のサイト/lと７）のサイト/fによれば、宗隆氏は、1955 年に立命館大学文学部を卒

業（哲学専攻）、2017 年より立命館大学文学部校友会・名誉会長。８）のサイト/と９）

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/koyu/introduction.html
http://image02w.seesaawiki.jp/r/b/rits_noh_ob/6e5e1072.pdf
https://ogurasansou.jp.net/columns/ichigoichie/2013/04/01/731/
https://ryukyushimpo.jp/pages/entry-668205.html
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のサイト/lによれば、中小路宗俊氏は 1958 年生まれで、2011 年に宮司に就任。「2018 お

きなわマラソン」に参加し、5:38:37 の記録で 4600 位となっている。ウィキペディアによ

れば、現在の長岡京市の市長は中小路 健吾氏（1973-）。 

  

  

図９．上左：中小路宗城大人之像、上右：宗城像の銘文（筆は宗康）、 
下左：中小路宗康大人像、下右：宗康像の銘文（筆は宗隆）。 

 

https://ryukyushimpo.jp/pages/entry-668205.html
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（５）長岡天満宮の顕彰碑 

 長岡天満宮の境内には、祭神の道真公や中小路家の始祖で長岡天満宮を創建した

とされる中小路宗則を顕彰する石碑が多数建立されている。しかし本稿の容量制限

のためにそれらを全て紹介出来ないのが残念である。私が興味を感じた石碑の一つ

を図 10 に紹介する。 
 

 

図 10. 菅公頌徳詩 

 

10）のサイト/lは、この詩を次のように解説している。 

詩の詠み方： 

冤罪左遷されて一身を度(つつし)み 

詩を詠じ学を研(みが)きて天真を養う 

誠忠滅せず志(こころざし)を埋むと雖(いへ)ども 

遺徳長(とこし)えに伝う文教の神 
 
この石碑は、吟道賀堂流長岡京吟詠会の結成２０周年を記念して、平成１４年に建立、奉

納されました詩碑です。頌徳詩文は、会の主宰者であられました千阪賀秀先生の作による

ものだそうです。 

北野天満宮などの朝廷側が建設した天満宮には、菅公の冤罪を表立って非難した

文書は提示されていないようだ。しかし、長岡天満宮は菅公の所領跡に家臣が建設

したので、図 10 のような冤罪を主張する石碑が存在することは面白い。最後に、長

岡天満宮のツツジの動画を以下に紹介する：11）のサイト/g 

 

 

https://ameblo.jp/polarstar0507/entry-12158612618.html
https://www.youtube.com/watch?v=seJ7T6fCUfg
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