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第 82 回 京都市山科区の蓮如像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年３月９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、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

昨年末から本年始めまでに、私が書いた記事は、以下の通りである。近畿地方：

70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事/f。東京：74 回の記事/f、
75 回の記事/f、76 回の記事/f、77 回の記事/f、80 回の記事/f。奥州市：78 回の記事

/f、79 回の記事/f。銅像探索の第二の目的は、日本文化と日本人の人生を実地に学

ぶことと、運動不足の解消である。 
本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来

た。その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。前回の記事/fでは、宝塚市の馬上

太子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像の探索記を記載した。今回は、京都市山科区

の蓮如像の探索記を記載する。次回には、大阪市の銅像探索記を記載する予定であ

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）蓮如の略歴 
 ウィキペディアによれば、蓮如の略歴は次の通りである。 
1415.4.13：京都東山の本願寺（現在の知恩院塔頭崇泰院（そうたいいん）付近）にて、

本願寺第 7 世存如の長子として生まれる。母は存如の母に給仕した女性と伝えられている

が、詳細は不明。一説には、信太（現在の大阪府和泉市）の被差別部落出身だったともい

う。蓮如幼年期の本願寺は、佛光寺の隆盛に比し衰退の極にあり、参拝者（後に蓮如の支

援者となった堅田本福寺の法住ら）が余りにも寂れた本願寺の有様を見て呆れ、仏光寺へ

参拝したほどであった。 

1431：本願寺と姻戚関係にあった大和興福寺大乗院の門跡経覚について修学。 

1442：第 1 子（長男）順如が誕生する。 

1447：父と共に関東で布教する。 

1449：父と北国で布教する。 

1457.6.17：父の死去に伴い本願寺第 8 代を継ぐ。この頃の本願寺は多難で、宗派の中心

寺院としての格を失い、青蓮院の一末寺に転落していた。青蓮院の本寺であった比叡山延

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://75%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://76%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-80.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-78.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-79.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-81.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3
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暦寺からは、宗旨についても弾圧が加えられた。これに対して蓮如は延暦寺への上納金支

払いを拒絶するなどした。  

1465.1.8： 延暦寺は本願寺と蓮如を「仏敵」と認定。翌日、同寺西塔の衆徒は大谷本願

寺を破却する。蓮如は祖像を奉じて近江の金森、堅田、大津を転々とする。 

1468：北国、東国の親鸞遺跡を訪ねる。三河に本宗寺を建立する 

1469：三井寺の庇護のもとに大津南別所に顕証寺を建立。順如を住持として祖像を同寺に

置く 

1471：4 月上旬、越前吉崎に赴く。付近の河口荘は経覚の領地で、朝倉孝景の横領に対抗

するため蓮如を下向させたとされる。7 月 27 日、同所に吉崎御坊を建立し、荒地であった

吉崎は急速に発展した。一帯には坊舎や多屋（門徒が参詣するための宿泊所）が立ち並び、

寺内町が形成されていった。信者は奥羽からも集まった。 

1475.8.21：吉崎を退去。一揆を扇動した下間蓮崇を破門。小浜、丹波、摂津を経て河内

出口に居を定めた。 

1478.1.29：山科に坊舎の造営を開始。 

1483.8.22：山科本願寺が落成する。同年、長男順如が死去。 

1488：5 月、加賀一向一揆が国人層と結びついて決起。同年 6 月 9 日、加賀の宗徒は守護

富樫政親を高尾城にて包囲し、自刃に追い込む。7 月、蓮如は消息を送って一揆を諌めた。 

1489：75 歳。寺務を 5 男の実如に譲り、実如が本願寺第 9 世となる。 

1496：9 月、大坂石山の地に石山御坊を建立し、居所とした（後の石山本願寺）。 

1499.2.20：死に際し石山御坊より山科本願寺に帰参。3 月 25 日、山科本願寺において 85

歳で没した。 

妻の死別を 4 回に渡り経験し、生涯に 5 度の婚姻をする。子は男子 13 人・女子 14 人の計

27 子を儲ける。死の直前まで公私共に多忙を極めた。 

 本願寺中興の祖・蓮如は公私共に勢力絶倫であったようだ。27 才で第１子を儲け

たのを皮切りに、末子は 83 才で儲けている。仏教やカトリックでは、聖職者は生涯

独身を強要されて来た。しかし、勢力絶倫な男性は性欲を抑えられないようで、77

回の記事/fで紹介したように、江戸時代の了翁僧都が断行した羅切は有名である。 
私は「お釈迦様が聖職者の性交を禁止したかどうか」を知らない。生物としての

ヒトが性交を快いと感じることは、進化論的には好ましいことなので、ヒトに性交

を禁じることは反って不自然である。要するに、自他共に害がなければ、聖職者で

あろうとも性交は容認すべきである。蓮如の偉い点は、➀初めて子供を儲けたのは

27 歳で、それまでは勉学と修行に励んだこと、②生涯に５人の妻を持ちながら、前

妻の死後に再婚しており、重婚がなかったこと、③27 人の子供の中で、早世した子

供は少なく、殆どが成人して人生を全うしていること。戦前までの日本では、「子

沢山だが早世が多い」という状態であったが、蓮如の家庭はそうでなかったのであ

る。 
 

（３）山科での蓮如像の探索 

 日本の銅像探偵団のサイトには、京都市山科区の蓮如像は収録されていない、そ

こで、私は２月 25 日に、山科に行って蓮如像の探索を行った。次ページの図１に、

本願寺山科別院の周辺地図を示す。 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%95%99%E4%B8%BB%E8%81%B7&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8821%E6%97%A5_%28%E6%97%A7%E6%9A%A6%29
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%92%E5%9F%8E%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/8%E6%9C%8817%E6%97%A5_%28%E6%97%A7%E6%9A%A6%29
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%A7%91%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%BE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://77%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-77.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図１．上：本願寺山科別院の周辺地図 本図は、２）のサイト/lより借用。 

下：拡大地図。本図は、３）のサイト/8より借用。➀地下鉄・東野駅、②西本願寺

山科別院山門、③蓮如上人廟所、④蓮如上人銅像跡、➄東本願寺山科別院山門。 

 

 私が今回、山科で蓮如像を探索するまで、私の知識は「蓮如は本願寺の中興の祖

で、本願寺とその門徒を微小な勢力から、日本政治に影響を与える程の大勢力に拡

大した」程度の漠然としてものであった。私は「蓮如が５人の妻と 27 人の子供を持

ったことも、京都に近い山科の地を選んで当地に巨大な本願寺を創建したことも、

➀ 

② 

③ 

④ 

➄ 

https://kanko.city.kyoto.lg.jp/area/gyouseiku/yama_map4.html
https://eneos-ss.com/search/ss/pc/detail.php?SCODE=620008
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大阪に石山本願寺を創建したことも」知らなかった。1478 年、蓮如は 64 才で山科

本願寺を創建した。蓮如死去（1499 年）の後、山科本願寺周囲には堀と土塁を築い

て、寺内町を形成していた。1532 年 9 月 23 日、六角氏と法華宗徒により、山科本

願寺焼き討ちされた。その後、本願寺は大阪の石山に本拠を移した。現在、跡地に

は浄土真宗本願寺派と真宗大谷派の山科別院が建っており、国の史跡に指定されて

いる。 

 私は、京都市営地下鉄東西線の東野駅から蓮如像探索を始めた。東野駅の近くに

は、東本願寺山科別院と西本願寺山科別院がある。周知のように、本願寺は石山合

戦の後に、東西に分裂した。勿論、蓮如時代の本願寺は様々な内部対立があったも

のの、一応一本に纏まっていた。従って、本稿では「東西の本願寺」の分裂に関す

る説明は行わない。しかし、現在の本願寺は東西に分裂しており、山科にも東西の

別院が建設されている。更に複雑なことに、地図や記事により、「東西別院の標

記」が様々で全く分かり難い。故に、それらの名称を以下に整理する。 

浄土真宗本願寺派→本派本願寺山科別院（正式名称）＝本願寺山科別院＝西本願寺山科別

院＝聖水山舞楽寺＝西御坊＝西別院（本稿では、「西別院」と書く。４）のサイト/lを参

照） 
真宗大谷派→東本願寺山科別院長福寺（正式名称）＝山科別院長福寺＝東本願寺別院＝東

御坊＝東別院（本稿では、「東別院」と書く。５）のサイト/lを参照） 

 私はスマホを持たず（理由は使用料金を負担できない。）、図１上の地図しか持

っていなかった。地下鉄東野駅の構内でも、駅の出口付近にも、東西の別院への道

順を示す案内図は全く無かった。しかも、東野駅周辺の道路は複雑に入り混んでい

るので、東西の別院を探すのに大変苦労した。図１下の➀地点から山科川の橋に来

ると、寺院の大きな屋根が見えたので、「ここが西別院（図１下の②）である」こ

とがやっと判明した。なお、山科本願寺の紹介は、６）のサイト/fが優れている。 

 

図２．本派本願寺山科別院（西別院）の山門 

https://kyotofukoh.jp/report576.html
https://kyotofukoh.jp/report577.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/cmsfiles/contents/0000158/158578/%282%29honganjitorennyo.pdf
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図２に本派本願寺山科別院（西別院）の山門を示す。西別院の境内はただ広いだ

けで、私の琴線に触れるものは無かった。西別院の山門（図１下の②地点）を出て、

四ノ宮川を渡ると、左手に「蓮如上人御廟所」の森が見えて来た。図３上には御廟

所の門を、図３下には御廟所の案内板を示す。さすがに、御廟所一帯は厳粛な感じ

であった。 

 

 

図３．上：蓮如上人御廟所の門、下：蓮如上人御廟所の案内板。 
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７）のサイト/lは、蓮如上人示寂の様子を次のように説明している。 

蓮如上人は晩年、山科の南殿に隠居されていましたが、自らの臨終を悟られた時、輿に

乗られて山科本願寺の正面より親鸞聖人の御真影に参られ、「極楽へ参る御いとまごひに

て候、必ず極楽にて御目にかかり申すべく候」と別れを告げられました。 

 御臨終の枕元には、一間の押板に親鸞聖人の御影を掛け、頭北面西してその時を待たれ

た。明応 8（1499）年 3 月 25 日（新暦 5 月 14 日）に蓮如上人示寂、御年 85 歳でした。翌

26 日に葬送され、荼毘に付されたと伝えられています。そうして、御遺骨が埋葬された地

に御廟が建てられました。 

 蓮如上人御廟所は、明治維新後に官地となっていましたが、明治 15（1882）年 3 月、蓮

如上人に慧燈大師の諡号が贈られたことを機に、両派に下賜されました。御廟所の周囲に

は山科本願寺の遺構、西本願寺山科別院、東本願寺山科別院、蓮如上人が隠居された南殿

跡など、蓮如上人縁の史跡が残されています。現在では、御廟所は東西本願寺が共同で護

持しています。 

 

（４）蓮如上人立像跡 

７）のサイト/lは、蓮如上人立像跡についても、次のように説明している。 

東西両別院の中間に「蓮如上人立像跡」があります。昭和 9 年（1934）完成で、石の台座

の上に全体を合わせると高さが 10m になる大きな像が建てられたと言います。昭和 9 年 12

月 7 日に除幕法要が行われました。その後、第二次世界大戦中の昭和 19 年 2 月 22 日。 

国へ金属供出のために訣別法要がなされ供出されました。現在は、その巨大な石組みと台

座跡と、庭の名残が残っているのみです。銅像裏側の石組の下から 3.5m 位の所には銘板

が残っており、そこには「大阪の鉄鋼業者由井卯三郎氏・寄進、監修は高村光雲」と刻ま

れている。 

 

 
図４．蓮如上人立像跡 

https://sei-ji.at.webry.info/201709/article_22.html
https://sei-ji.at.webry.info/201709/article_22.html
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私は御廟所から蓮如上人立像跡に行こうと思ったが、近くにあるはずなのに、道

が入り込んでいる上に案内図が周辺に無いので、立像跡の場所が中々分からなかっ

た。御廟所付近を探し回って、図１下の④地点にやっと立像跡を発見した。その写

真を図４に示す。跡地には大きな台座が残っていて、銅像のみならず銘板も無残に

剥がされていた。（本稿の補充資料/fを参照。） 
私が跡地でウロウロしていると、跡地の向かいの民家から 70 才前後のお婆さんが

出て来て、銅像の説明をして呉れた。彼女は戦後生まれで、銅像を見たことはない

が、父親から銅像の話をよく聞いていたそうである。彼女の話では、銅像のみなら

ず、顕彰碑の銘板や門柱の飾り金具までも持ち去られたようである。彼女は、家の

中から、昔の銅像の写真を持ってきて、私に見せてくれた。立像跡に何の掲示もな

い代わりに、彼女が説明のボランティアを行っているようだ。 
 

  
図５．左：戦前の蓮如上人立像。本写真は、８）のサイト/lより借用した。 

右：台座の銘板。 
 

 図４の台座には、背面と側面には小さな銘板が２枚残されていた。その一つを図

５右に示す。本文より、立像製作では、高村光雲が顧問を務め、原型は黒岩淡哉が

制作し、伊藤乙丸が鋳造したことが分かる。高村は著名なので、説明を省略する。

ウィキペディアによれば、黒岩淡哉（くろいわ たんさい）の略歴は次の通りである。 

1872 年 2 月 8 日：東京府芝区（現・東京都港区）に生まれる。 

1894 年：東京美術学校彫刻科（第 1 期生）卒業。 

1898 年：東京美術学校の彫刻科助手、兼教務となる。（朝倉文夫や高村光太郎を指導） 

1900 年：パリ万博に「子守」で金牌受賞。 

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82b.pdf
http://yukimarukyotosampo.blog.jp/archives/1016570771.html
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1914 年：大阪府立職工学校へ転任。 

1930 年：勲六等瑞宝章を受ける。 

1933 年：広島文理科大学教育学研究所第 2 回卒業生の記念品「ペスタロッチ像」制作。 

1939 年：4 月、山本笙園、越田尾山ら共に工芸美術輸出報国会を結成。 

1940 年：紀元二千六百年記念行事、記念レリーフ「神武天皇」制作。 

1963 年 3 月 1 日：死去。 

主な作品は次の通り。「子守」、「楊柳観音像」、「普賢菩薩像」、「蓮如上人像」（図

５左の立像）、「楠木正行像」（私は、15 回の記事/fで本像の再建経緯を紹介した。）、

「芭蕉像」、「菅原道真像」。（なお、私は33 回の記事/fで、松原市阿保５丁目の保田佐

久三像を紹介した。本像も黒岩淡哉の作品である。） 

 残されていた銘板のもう一つを、図６に示す。本文より、本立像の建立が昭和９

年９月で、寄進者は大阪市の由井卯三郎氏であることが分かる。９）のサイト/lに

よれば、由井卯三郎氏は鉄鋼業者で、由井正雪の子孫と言われているそうである。

なお、由井氏は大谷派の篤信な真宗門徒で、様々な寄進を行っている。その詳細は

本稿の補充資料/fに記載したので、こちらをご覧下さい。 

 

 

図６．台座に残された寄進者の銘文 

 

（５）東本願寺山科別院長福寺（東別院）の蓮如像 

 蓮如上人の銅像は、日本全国に多数建立されている。その中で特に有名なのが、

山科、福井県あわら市吉崎御坊跡、および大阪市中央区西本願寺別院の銅像であろ

う。あわら市と大阪市の蓮如像は日本の銅像探偵団のサイトに収録されている。山

科の蓮如像は、ウィキペディアの「蓮如」項に記載されているのみならず、他の多

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%85%83%E4%BA%8C%E5%8D%83%E5%85%AD%E7%99%BE%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E8%A1%8C%E4%BA%8B
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-15.pdf
http://33%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-33.pdf
https://kyotofukoh.jp/report1732.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82b.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
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くのネット記事で紹介されている。しかし、何故か日本の銅像探偵団のサイトには

収録されていない。そこで、私は今回、山科の蓮如像を探索した次第である。 
 蓮如像がある長福寺（東別院）は、蓮如上人立像跡（図１下の④）から良く見え

る場所（図１下の➄）にあった。東別院の蓮如像を図７上に示す。この蓮如像は、

戦時に撤去された像（図５左）と同型で、右手に杖を持っていた。一方、あわら市

と大阪市の蓮如像は、本像とは異なり、右手に笠を持っている。 

 

 

図７．上：長福寺（東別院）の蓮如上人立像、下：長福寺の案内板。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
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10）のサイト/lによれば「あわら市の蓮如像は、東京美術学校教授帝室技術員・高村

光雲（1852～1934）の作で、亀山上皇、大楠公、大西郷の銅像と共に、光雲四大作の一つ

に数えられています。銅像の高さは 5 メ－トル・御影石の台座は約 7 メ－トル、昭和 9 年

10 月完成し、光暢上人が導師となって除幕式が行われました。」だそうである。 

 あわら市の蓮如像は、戦時供出を免れたようである。長福寺（東別院）の蓮如像

は、台座の銘文（本稿の補充資料/fを参照）により、1996 年３月 25 日に再建され

たことが分かる。再建委員長は、当時の京都市議会議長であった川中増次郎氏であ

る。山科の蓮如像が元の場所（蓮如上人立像跡）ではなく、長福寺（東別院）に再

建されたのは不思議である。私はその理由を知らないが、東西の本願寺の対立が原

因であろう。 

 

（６）西宗寺の蓮如像 

 ネット記事によれば、西宗寺にもユニークな形の蓮如像（蓮如上人放鶯の像）が

ある。私は、長福寺（東別院）から図１上を頼りに、西宗寺に行った。しかし、道

が入り込んでいるので、自分の位置が分からなくなってしまった。その場所に小さ

な商店があったので、そこにいた 80 才前後のお爺さんに聞いて見た。 

私「セイソウ寺はどこですか？道標が無いので、サッパリ分かりません。」 

老人「サイシュウ寺と言います。西宗寺はこの道を真直ぐ行ったら、すぐです。」 

私は西宗寺の近傍に来ているのに、場所が分からなかったのである。西宗寺山門

を図８に示す。そこには「蓮如上人御往生之地」という石碑が建っていた。 
 

 

図８．西宗寺山門 

http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/education/kouminkan-n/komin-yoshizaki/oshirase/oshirase/p000473.html
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82b.pdf
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 西宗寺山門から「蓮如上人放鶯の像」がよく見えた。山門脇には、案内板があっ

た。それらを、図９に示す。案内板によれば、当寺は浄土真宗本願寺派（西本願

寺）の放鶯山西宗寺と言うらしい。11）のサイト/8によれば、「法聞けよと鳴く鶯や

西宗寺」と言う俳句があるそうである。この俳句は「蓮如上人の見舞いに、弟子が持参

した鶯を、『鶯さえ法を聞け（ホーホケキョ）と鳴く』と籠から放してやったという逸

話」から由来するそうである。「放鶯の像」の由来は、本像の台座にある銘文に記

載されている（本稿の補充資料/fを参照）。 
 

 

 

図９．上：西宗寺の案内板、下：蓮如上人放鶯の像 

 

https://openmatome.net/matome/view.php?q=14595154788058
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82b.pdf
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 放鶯像の台座のプレート（本稿の補充資料/fを参照）には、次のように刻まれて

いた。 

平成九年九月建立 蓮如上人五百回遠忌記念 放鶯山西宗寺 

 願主 二十世釋研真 施主 門信徒一同 制作 竹谷邦夫 

 鋳造 富山県高岡市美幸町 2-1-6 株式会社 竹中製作所 

 台座石 富山県高岡市二上 1-6 高岡石材工業 株式会社 

12）のサイト/によれば、竹谷邦夫の略歴は次の通りである。 
1955 年：京都市に生まれる。1979 年：第１１回日展 初入選（以後毎年出品）。1980

年：滋賀大学教育学部美術科卒業。1986 年：日本彫刻会 会員に推挙される 。2001 年：

第３１回日本彫刻会展 審査員を務める。2005 年：第３７回日展 審査委員を務める。

2006 年：社団法人日展 会員となる。 

 なお、13）のサイト/lによれば、蓮如上人ゆかりの狂言に「鶯」がある。これは、

蓮如上人放鶯の故事によるものである。 
 
（７）今後の課題 

 私（林）は西宗寺から長い道のりを引き返して、地下鉄春野駅に帰ってきた。計

画では、ここから別の蓮如像を探索する予定であった。しかし、当地には道標が全

くないので、次の場所へ行く道がよく分からなかった。実を言えば、当日、私は山

科に来る前に京都市洛中で銅像探索を行っていた。天候は快晴で春の陽気であった。

それは幸いであったのだが、私は長い距離を歩き回って汗だくになってしまった。

「老人の私が更に歩き回るのは危険だ」と判断して、ここで今回の銅像探索を中止

した。次回、大阪に来た時に、山科での蓮如像探索を再開する予定である。 
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