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全力で歩き通せ！折乃笠部長 

神奈川の歴史を訪ねる徒歩の旅 

【５】鎌倉時代 鎌倉 

鎌倉幕府の誕生から繁栄、そして終焉を探る 

２０１５年４月４日（土） 
 

【１】全体計画 １月 １日（木） 

【２】神奈川県立歴史博物館         １月１０日（土） 

【３】弥生時代  三浦半島          ２月１４日（土） 

【４】奈良時代  海老名～大磯       ３月 ７日（土） 

【５】鎌倉時代  鎌倉             ４月 ４日（土）  

【６】室町時代  小田原           ４月２９日（水） 

【７】江戸時代  箱根             ５月２５日（土） 

【８】江戸時代  浦賀             ６月１４日（日） 

【９】明治時代  横浜             ７月２６日（日） 

【１０】昭和時代  横須賀            ８月１０日（月） 

【１１】昭和時代  川崎             ９月２０日（日） 

【１２】平成時代～未来へ 横浜～川崎   １０月１１日（日） 

【１３】まとめ                    １２月２０日（日） 

 

海老名 

大磯 
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１． 今回の旅の目的 

日本は、鎌倉時代から政治の権力が朝廷から幕府へと移っていき、武家政治 

の時代になっていった。 

そこで、鎌倉幕府の誕生から繁栄、そして終焉までを、初代将軍・源頼朝の妻・ 

北条政子が鎌倉全域を歩き訪ねながらその内容を解き明かす。 

 

２． 旅のルート 

 行 大月駅→（中央本線）→八王子駅→（横浜線）→東神奈川駅→（京浜東北線） 

→横浜駅→（横須賀線）→鎌倉駅 

 歩 鎌倉駅→（徒歩の旅）→長谷駅 ２５ｋｍ 

 帰 長谷駅→（江ノ島電鉄）→鎌倉駅→（横須賀線）→横浜駅→（東急東横線） 

→中目黒駅 

 

３． 行動内容 

６時００分：大月駅出発 

８時２６分：鎌倉駅着 

８時３５分～１６時４２分：鎌倉時代を訪ねる徒歩の旅 ２５ｋｍ 

   鎌倉駅→段葛→宝成寺→鶴岡八幡宮→鎌倉国宝館→頼朝の墓→寿福寺 

   →海蔵寺→源氏山公園→銭洗弁財天→佐助稲荷神社→高徳院（大仏） 

   →甘縄神明神社→長谷寺→御霊神社→極楽寺→由比ヶ浜→長谷駅 

 １６時４２分：長谷駅から江ノ島電鉄に乗る 

 １７時４０分：中目黒駅着、目黒川お花見＆会食  

 ２２時００分：大月駅着  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宝戒寺 

 

鎌倉国宝館 

 
頼朝の墓 

 
寿福寺 

 

海蔵寺 

 

佐助稲荷神社 
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４． レポータ紹介 

１） マスコミによる 

①月刊歴史怪童（歴史街道） 

政子は伊豆国の豪族・北条時政の長女として生まれた。 

伊豆の在庁官人であった時政は、平治の乱で敗れ同地に流されていた 

源頼朝の監視役であったが、時政が大番役のため在京中の間に政子

は頼朝と恋仲になってしまう。 

頼朝との婚姻は治承元年（1177年）の頃と推定される。 

時政はこの婚姻には大反対であったという。 しかし最終的に時政は 

この二人の婚姻を認めた。政子は、まもなく長女・大姫を出産する。 

時政も２人の結婚を認め、北条氏は頼朝の重要な後援者となる。 

 

②週刊プレーボーク（プレーボーイ） 

頼朝は貴公子であり、都の情報にも長けていた。家臣を通じて手に 

いれていたのだ。そして優れた歌などを詠める高い教養もあった。 

無論源氏の嫡子としての恵まれた教育を１３歳まで受けていたの 

だから当然なことかもしれない。彼は肖像画や木像からみても 

かなり都の公達の雰囲気をかもし出している。 

源氏一族は皆、公達顔で、色白、細面、美男の系譜をいたようだ。 

それはもう、伊豆の田舎娘達にはたまらない魅力があったろう。 

伊豆といえば当時、本当に一番の島流し所だったから、木曽と 

田舎ぶりは張るかもしれない。阪東武者の荒々しさ、無骨さも満ちていた環境で政子

は育ったのだ。彼女のあのものおじしない、キレやすい性格もそんな環境が培ったに

違いない。 

 

③週刊清朝（新潮） 

政子はいわずと知れた尼将軍。頼朝亡き後、鎌倉幕府を支えた女傑。 

歴史３代女傑としてこの北条政子、日野富子、春日野局が出てくるが、

その中でも最大の女傑レベルではないか、この人。 

とにかく個性的だし、気の強さも一流。 

派手に家臣達の前でも喧嘩を頼朝に吹っかけた。 

 

④週刊女性自信（自身） 

側室が当たり前のこの時代、正妻の女性が嫉妬するのはかなり 

おかしい。そしてそれを顕わにするのは女性のたしなみに反している。 

都の洗練された女性達はそのような嫉妬をみっともない、とした。 

出典：インターネット 

出典：インターネット 

出典：インターネット 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%B1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E5%BA%81%E5%AE%98%E4%BA%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B2%BB%E3%81%AE%E4%B9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%95%AA%E5%BD%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E6%89%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/1177%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F
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政子は典型的な田舎娘、頼朝もさぞ苦労しただろう……。 

木像を見ると、晩年の姿だが、典型的な当時の美人顔。 

下膨れ、切れ長の一重、おちょぼ口、だんご鼻。 

さぞ若い頃は可愛らしいイメージがあったのだろう。 

 

⑤週刊実は（実話） 

１１８０年（治承４年）、源氏再興の挙兵を果たした源頼朝が鎌倉に入り、 

武家の都を創造すると、政子は御台所としてそれを支えた。 

源頼朝亡き後、実権を握りたい北条氏は、有力御家人を次々と滅ぼした。 

１２００年（正治２年）：梶原景時が駿河国で討死（梶原景時の変）。 

１２０３年（建仁３年）：比企能員が暗殺され、比企一族が滅亡する（比企の乱）。 

同年、長男で二代将軍源頼家が追放され、翌年暗殺されている。 

１２０５年（元久２年）、畠山重忠・重保父子が討死（畠山重忠の乱）。 

畠山重忠の乱後、政子と弟義時は、父時政を鎌倉から追放し、１２１３年（建暦３年）

には侍所別当の和田義盛を滅ぼした（和田合戦）。 

１２１９年（建保７年）、次男で三代将軍の源実朝が暗殺された（源実朝の暗殺）。 

これらの事件に政子がどのような立場で、どれだけ関わっていたのかは不明だが、

北条氏主導の政権とするために自分の子を犠牲にし、源氏の血を絶ってしまった事

は確かなこと。 

 

２） 自己紹介（北条政子） 

あたしは北条政子。マスコミに何と言われ様が構わない。 

強い意志の基、自分の思いで生きてきました。 

ここで、強く申し述べたいのは、鎌倉時代は源三代によるものではなく、その後 

執権北条氏の時代も言います。この事は後世にあまり知られていません。 

あたしは夫源頼朝に２１歳の時に嫁ぎ、４人の子供を授かりましたの。 

夫は征夷大将軍となり、あたしは御台所と呼ばれるようになりましたの。 

その後、源家と北条家の間に軋轢が発生し、多くの苦悩を味わいました。 

あたしは、北条家を守るために自分の子供を暗殺などしていない。 

腹を痛めた大事な我が子を殺すなんて、できるはずがないでしょう。 

 

あたし北条政子が鎌倉時代の最大級の中心人物であると思っています。 

だから、自分の足で歩き、自分の頭で考え、自分の声で鎌倉時代を 

語りたいのです。 

皆さん、よろしくお願い致します。 

 

http://www8.plala.or.jp/bosatsu/yoritomo-kyohei.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/yoritomo-top.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/yoritomo-top.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/kajiwara.htm#梶原景時
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/kajiwara.htm
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/hikinoran.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源頼家
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page041hatakeyama.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page041hatakeyama-sigeyasu.htm
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/hatakeyama.htm
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/hatakeyama.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page129-3.htm#義時
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page129-3.htm#時政
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/wada.htm
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/wadakassen.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源実朝
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/sanetomo-ansatu.htm
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４．鎌倉 徒歩の旅レポート （北条政子） 

今回、あたしは平成時代の皆さんに１４０年間続いた鎌倉時代の真実を 

伝えるために、８００年のタイプスリップをしてやって参りました。 

鎌倉の街はとても広く、多くの史跡がありますの。 

一日２５ｋｍ歩いて、一人称で紹介して行きましょう。 

２５ｋｍ歩けるかって？ 

あたし若い頃から伊豆の山の中を走り廻っていたので、まったく平気ですのよ。 

 

４月４日の朝７時３０分、小雨のＪＲ鎌倉駅 

を出発します。 

鎌倉駅は鎌倉的でセンスがあって風情が 

あってとっても素適。最初から感謝。 

桜が咲き誇る若宮大路を鶴岡八幡宮に 

向かって歩きます。 

ここは、頼朝公があたしの懐妊を知り、 

１１８２年に安産祈願のため、造って 

いただいた石道“葛段”があります。 

優しい殿でしたのよ。 

途中、伝統工芸・鎌倉彫のお店や粋な 

お茶屋さんなどもあります。懐かし。 

平行して、鎌倉唯一のショッピングロード 

小町通りがありますの。 

まだ、朝早いので人がいませんね。 

 

８時５０分 宝戒寺着 

参道に入る前に深く頭を垂れ、長く黙祷 

致しました。悲しみでいっぱいです。 

実はここは我ら北条一族が執権として 

住んでいた場所なのです。 

１３３３年に新田義貞が鎌倉に攻め入り、 

屋敷は戦火で焼け落ちました。悲しい。 

自刃した鎌倉幕府１４代執権北条高時と 

その一族に対し、後醍醐天皇が足利尊氏に

命じて屋敷跡に建立した寺がこの宝戒寺な

のです。思いは複雑です。 

 

桜が咲き誇る若宮大路 

 

粋なお茶屋さん 

 

小町通り 人いない 

 

宝戒寺 参道 

 

本堂 

 

石碑がある 

 

風情のある鎌倉駅 
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あたしの父時政が初代執権で鎌倉幕府が始まり、この時１４代執権高時で遂に 

鎌倉幕府は終焉を迎えたのです。 

終焉の時は、既に源家は無く、あたし政子も既にこの世にはいませんでした。 

今日の今、宝戒寺はとても重々しい雰囲気にありました。 

涙ながらに、我ら北条一族に深く黙祷を捧げます。 

 

ここで、源家と北条家の関係を下記に示します。 

鎌倉時代は 1192年～1333年の約 140年間を指します。源頼朝が征夷大将軍となっ

て鎌倉幕府を開き、源氏が３代で滅亡した後は北条氏が執権となって政治を動かし

ました。執権とは、平成時代に例えると内閣官房長官であるが、権威としては副総理

大臣位あったと思います。 

 

 

 

出典：日本史図録 
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９時０２分 

鶴岡八幡宮にやって来ました。 

八幡宮前は広々としていて清々と 

しています。 

ここは、１１８０年、頼朝公がかつて 

由比ヶ浜にあった御社をこの地に 

遷したのを起源とし、武家政治の 

舞台として数々の歴史を煽ぎました。 

 

源平池は、あたしが源家が栄えることを願って１１８２年に弦巻田と 

よばれる社前の水田３町余に専光坊や大庭景義らに池を掘らせましたの。 

 

本宮は朱色と浮彫装飾がお見事です。 

現在の建物は１８２８年に江戸幕府１１代将軍・徳川家斎が 

再建して下さったのです。 

 

舞殿は頼朝公に静御前が義経様を慕う舞を披露した若宮社殿 

の回廊跡に建っています。 

あ～あ 今でも覚えています。あの日の事を。 

静御前は舞を披露した際に、頼朝公の目の前で義経様を慕う歌を 

詠ってしまいました。 

もともと、頼朝公は義経様を良く思っていなかったのです。 

頼朝公は激高しますが、あたしはこう言いました。 

「あたしも流刑人だったあなた（頼朝公）との結婚を周囲に反対され、 

家出同然であなたの元に走りました。 

戦いの間、あなたと連絡がとれず不安な日々をすごしたこともあります。 

ですから、今の静御前の気持ちはよくわかります。 

私であっても、同じような歌を謡うでしょう」 

と諌めました。 

 

周りの人は言います。 

頼朝公は、気が強く聡明な北条政子に頭が上がりませんでしたが、 

政子は頼朝のことを心から愛していた と。 

 

そのとおり！ あたしは死ぬまで頼朝公を愛しておりました。 

今日、改めて八幡宮様にその事をお伝え致しました。 

清々とした八幡宮前  

 源平池 

 

正面に舞殿が見える 

 

長い階段を登ると 

本殿がある 
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９時２５分 

当時を思い出すために宮内にある鎌倉国宝館に行きました。 

入った瞬間、殺気に似た凄まじい雰囲気に動けなくなって 

しまいました。凄まじい形相の像。一体これは何？ 

初江王座像：冥土で亡者を裁く十王の一人 

十二神将立像：薬師如来をお守りする１２人の武神 

何を言わんとしているのか？ 

人間の怒り？苦しみ？ 

悲しみ？ 

何なのか？ 

 

その答を得るために 

売店で“仏像のキホン” 

という本（￥５００）を購入 

し、勉強致しました。 

下記をご覧ください。 

答がわかりました。感激です。 

国宝館では充実した時間を過ごせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初江王座像 

 

鎌倉国宝館 建屋 

 

十二神将立像 

 

出典：仏像のキホン 

出典：仏像のキホン 



 9 

９時５５分 

ここから、頼朝公が大蔵幕府を開き、鎌倉幕府の 

礎を築いた地を通ります。 

桜が綺麗、ここは横浜国大付属鎌倉小学校です。 

頭が良さそうなお小たちがいますね。 

 

桜のトンネルです。 

いつの時代も桜は綺麗。 

昭和時代のポストが 

あります。風情あり。 

鎌倉は良いですねえ。 

 

 

 

 

 

さて、今回、あたしが一番来たかった場所に 

着きました。 

それは、我が夫・源頼朝公のお墓です。 

大倉山の階段をゆっくり登ります。 

殿、お久しぶりでございます。政子です・・・ 

しばらく殿と二人にして下さい。 

 

「政子、よく来てくれた。わしじゃ．頼朝だ。 

わしの死後政子は本当によくやってくれた。 

わしは天国からずっとそなたを見ていたのだ。 

鎌倉幕府を開いて間もない 1199年、わしは落

馬が元で急死した。政子はわしの死後、後を

追うことも考えたみたいだが「子供たちを 

見捨てることはできなかった」と『承久記』に残されている。髪を切り尼となった政子は、

家督を継いだ、まだ 17歳の長男・頼家を支えた。その後、長男・頼家、次男・実朝は

殺されてしまったが、家来たちをまとめて、わしが作った鎌倉幕府存続の為に尽力し

てくれた。 

1221年には、 後鳥羽上皇が鎌倉幕府から政権を取り戻そうと承久の乱を起こした。 

朝廷の敵とされ、戸惑う武将を前に政子は、以下のように演説した。 

桜いっぱいの鎌倉小学校 

 

桜のトンネル 

 

昭和時代のポスト 

 

大倉山の階段 

 

頼朝公のお墓 
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「皆さん、よく聞いてください。頼朝様が平氏を滅ぼし、この地に幕府を開いてから、あ

なた方の役職も収入もずいぶん良くなり、幸せな生活が送れるようになりました。そ

れもこれも、頼朝様のお蔭です。その恩は山よりも高く、海よりも深いはずです。しか

し、その恩を忘れ、朝廷側につくのではあれば、まずは私を殺し、この鎌倉を焼きつく

てからにしてください。それから京都へと行きなさい！」 

これを聞いた武将たちは、朝廷軍と戦う決意をした。幕府軍の結束は固く、最終的に

は 19万騎にもなった。それ対し、朝廷側の軍勢はおよそ 2万数千騎しか集まらず、

承久の乱は幕府側の圧勝で終わり、鎌倉幕府の力は、更に強固なものとなった。 

あっぱれであった。政子、本当にありがとう。」 

 

殿、身に余るお言葉、政子は本当に幸せです。 

 

階段を降りると白幡神社があります。 

民家にとけ込むようにひっそりと佇む静かな境内ですの。 

ここは、頼朝公が持仏堂として篤く信仰していました。 

頼朝公の死後は法華堂として、氏の命日に将軍が 

参拝していました。 

とても由緒ある神社なのです。 

 

そして、更に進むと荏柄天神社が 

あります。朱色がきれいですの。 

頼朝公が鎌倉幕府開府にあたり鬼門

の方向の守護社として社殿を造営、さ

らに徳川家康殿が豊臣秀吉殿の命で 

社殿の造営を行われました。 

福岡市の太宰府天満宮、京都市の 

北野天満宮とともに日本三天神に 

数えられる神社なのです。 

建築物以外では横山隆一などの漫画家が建立し、154人の漫画家による 

カッパのレリーフが付けられている絵筆塚があります。 

 

古都を思わせる小道を歩いています。 

歴史的名所をつなぐ小道は、どこも趣深く、ほっと 

落ち着く道ばかり。 

あ～。日本に生まれて良かったと思いますね。 

桃屋の花らっきょもあるし・・・ 

白幡神社 

 

荏柄天神社の本殿 

 カッパのレリーフ 

 

古都を思わせる小道 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E9%96%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AC%BC%E9%96%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E5%B1%B1%E9%9A%86%E4%B8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%AB%E7%94%BB%E5%AE%B6
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１０時４５分 

小道を進み鎌倉宮着。 

鎌倉宮は、１８６９年（明治２年）、明治天皇によって護良親王を祀

るために建てられました。長い歴史において、この鎌倉宮が唯一

「天皇自らが創建」した神社ですのよ。 

祭神の護良親王は、「建武の新政」を行なった後醍醐天皇の皇子。 

親王は、楠木正成らとともに鎌倉幕府打倒を目指して戦い、幕府滅

亡後には征夷大将軍に任ぜられたが、１３３４年１１月１５日、武家

政権を狙う足利尊氏と対立し、この地にあった東光寺に幽閉されて

しまいます。 

翌１３３５年、十四代執権北条高時の子北条時行が反乱（中先代の

乱）を起こした際、足利尊氏の弟の直義によって殺害されました。 

怖い、怖い。 

 

身代り様。これは、護良親王の部下の村上義光の像で、義光は護

良親王の身代わりになって最期を遂げたことから、つらいことを引

き受けてくれる「撫で身代わ様」として信仰を集めています。 

この像の体の悪いところをなでると身代わりになってくれると言わ 

れているので、あたし、この頃飲み過ぎで肝臓が疲れているので 

背中を撫でました。 

 

厄割り石。鳥居をくぐるとすぐ右側に「厄割り石」があ

ります小さなさかづきに息を吹きつけて悪いところを

移し、投げて割ることで厄が払えるそうな。 

あたしも思いっきり割ってきました。 

 

あっ！あたしの時代の人たちがいる！ 

 

 

１１時０５分 

大蔵幕府跡に戻りました。 

鎌倉で初めて幕府が置かれた地として現在は 

石碑が立っていますの。 

桜の花がお見事です。 

あたし政子の死後、幕府が宇都宮辻子に移るまで 

４６年間鎌倉幕府の中心でありました。 

身代り様 

 

厄割り石 

 

大蔵幕府跡の石碑 

 

鎌倉宮 鳥居 

 

http://www8.plala.or.jp/bosatsu/kamakura041/kamakuragu-morinaga.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/kamakura041/kamakuragu-morinaga.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/kamakura137/godaigo.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/asikaga.htm#足利尊氏
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page129-3.htm#高時
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/nakasendai.htm
http://www8.plala.or.jp/daisho/kamakura/ikusa/nakasendai.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/asikaga.htm#足利尊氏
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/asikaga.htm#足利直義
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１１時２６分 

小町通りに戻ってきました。人・人・人 凄いことになっています。 

あたし、鎌倉時代にこんな多くの人を見たのは、合戦の時以外 

ありません。やっぱり、小町通りには魅力的なお店が多いから 

なのでしょうね。皆さんもいらしたら如何でしょうか。 

 

さて、横須賀線を跨いで西鎌倉へ行ってみましょう。 

 

途中、鎌倉市喜多映画記念館の前を通ると 

まあ！きれい！昭和の女優さんのポスターがありました。 

鎌倉時代の女性もきれいですが、昭和時代の女性もきれい！ 

思わず記念館に引きづり込まれてしまいました。 

折乃笠さんにお土産を買っていきましょ。きっと大喜びしますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人・人・人 小町通り 

 

鎌倉市喜多映画記念館 

 
出典：ポスター 

加賀まりこ 
山本富士子 

岸恵子 

司葉子 

八千草薫 

香川京子 
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いよいよ横須賀の踏切の向こうに 

寿福寺の森が見えてきました。 

 

重厚な総門を潜ると美しい石畳の 

参道が続きます。 

この寿福寺はあたしが頼朝公の 

御冥福を祈り、１２００年に創建 

致しました。 

臨済宗建長寺派、鎌倉五山第三位 

の寺です。 

実はあたしと次男３代将軍実朝の 

お墓があるのです。 

非常に残念ですが、今日は開門 

されておらず、お参りはできません

でした。 

せめて、実朝には会いたかった。無念！ 

 

 

お隣の英勝寺へ。清楚ですね。 

ここは鎌倉で現存する唯一の尼寺。 

１６３６年江戸時代、大田道灌の邸宅 

跡に建立され、代々水戸家の姫君が 

住職を務めていました。 

あたしの時代から２４０年も後の事 

です。 

あたしも実朝が死んでから尼になりました。 

 

 

さらに進み静かな淨光明寺へ。 

１２８１年に創建された真言宗の 

お寺。足利尊氏や鎌倉御所の保護 

を受けたそうですの。 

門を入って左手に、美人祈願で有名 

な楊貴妃観音の像があります。 

中国にも御綺麗な方が多いですね。 

 

踏切の向こうに寿福寺の森が見える 

 

清楚な英勝寺 

 

寿福寺総門 

 

美しい石畳の参道 

 

 静かな淨光寺 

 楊貴妃観音 
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１２時０７分 岩船地蔵堂着 

ここも、あたしにとってはとても悲しい場所。 

長女・大姫の守本尊が祀られています。 

大姫～！大姫～！ 

大姫は木曽義仲殿の長男・義高殿の許嫁

であったが、頼朝公の命で義高殿は殺され

てしまいました。 

そして、大姫は悲願のあまり病死して 

しまいました。 

 

ここで、皆様に私の実の子たちの話を聞いてもらいたいと存じます。 

私は全ての子供に先立たれてしまいましたの。 

あたしは子ども達の事では大変な苦しみを背負いながらその生涯を終えました。 

当時の高い位にある家の子育ては、実の母親が育てるのではなく、乳母がつき教育

をします。あたしの子らもそれぞれに乳母が付けられて育てられました。 

 

ここで、４人の子供について折乃笠殿に紹介してもらいます。 

あたしはとてもつらくて、語れません。 

 

１． 長男頼家の場合 

長男の頼家は、比企氏が乳母を勤めた。その上頼家は、比企氏の娘若狭局を側

室としたことから、余計に実母政子や北条氏との縁が遠くなった。 

政子は、「愛」に関してもの凄く真直ぐな女性で、息子への愛も重過ぎるものがあ

ったのかもしれない。 

それが「比企憎し」に発展してしまったのではないだろうか。 

最終的には、その「比企憎し」が、頼家を伊豆修禅寺に幽閉し、さらに暗殺しなけ

ればならなくなったのかもしれない。 

 

２．次男実朝の場合 

次男の実朝は、頼家の子公暁によって暗殺される。 

公暁は、実朝と北条氏を「親の仇」として生きていたと思われるが、公暁を哀れに

思った政子は、京に僧としての修行に出したり、鶴岡八幡宮寺の別当に就任させる

など、随分と世話をしたようである。 

しかし、それが公暁に絶好の「敵討ち」のチャンスを提供してしまったのかもしれず、

さらには、夫頼朝の源氏政権をたった４０年余で終らせてしまったのかもしれない。 

 

大姫の岩船地蔵堂 

 

http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源頼家
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源頼家
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源頼家
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/shuzenji.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源実朝
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源実朝
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源頼家
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/jinbutu/genji-4.htm#源実朝
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page041hatiman.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/yoritomo-top.htm
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３．長女大姫の場合 

長女の大姫は少女のころ、木曽義仲の子で鎌倉に人質として送られてきた義高に

なつき、婚約までしていた。 

しかし、その義高を殺害する命令が頼朝から出されたため、大姫は密かに義高を

逃がしたのだが、すぐに捕らえられて殺されてしまった。 

大姫は生きる気力を失くし、長い間病気を繰り返し、最終的には自殺してしまったと

もいわれている。 

 

４．次女三幡の場合 

 次女の三幡は、天皇に嫁ぐことがほぼ決まっていたが、高熱を発し、京より招い 

医師に診てもらったものの助からなかった。 

京の医師が後鳥羽上皇に命ぜられ毒を与えたとの説もある。 

 

あ～あ あたしの人生は・・・・・ 

実の子供を自分より長く生かしてやる事ができなった。 

 

 

 

 

１２時１０分 

悲しみの心で薬王寺へ。 

美しい桜参道と洞窟内の仏像が 

あたしの心を和らげてくれました。 

仏像には心がありますの。 

 

更に山奥の海蔵寺を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬王寺の美しい桜参道 

 

南国の植物に挟まれた本堂 

 

洞窟内の仏像 

 

http://www8.plala.or.jp/bosatsu/yoritomo-top.htm
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１２時２２分 海蔵寺着。 

花が咲き乱れ、花の楽園

の様です。 

海蔵寺は１３９４年上杉

氏定が臨済宗の寺として

再建したものです。 

 

海蔵寺から源氏山まで樹木が生い茂る険しい坂道が続きます。 

化粧坂（けわいざか）。新田義貞の鎌倉攻めの際に激戦地となった 

場所です。源氏山公園に続く道で、岩がむき出し曲がりくねった 

坂道となっています。四季の自然が美しい場所として知られています。 

 

１２時４３分 坂を登り切って頂上の源氏山公園に到着。 

ここは源氏が白旗を立て勝利を祈願した山です。 

桜満開の公園は多くの人々で賑わっています。 

皆、お弁当を広げ、お酒を飲み、楽しそうですね。 

おや、４人のおじさん達が赤い顔をして木のテーブルで 

ウィスキーを飲んでいます。最高でしょうね。 

あたしも今日ウィスキーのポケットボトルを持っているんです 

けど、山を下りることを考えると飲むの止めとこうかな。 

 

そんな平和な平成時代の民を頼朝公が柔和なお顔をして 

見渡しています。 

我が夫ながら、見とれてしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

険しい坂道の化粧坂 

 

源氏公園の広場 

 

民を見渡す頼朝公の像 

 



 17 

１２時５４分 銭洗弁財天 宇賀福神社着 

ここは、頼朝公の夢枕に「この地に湧き出す霊水で神仏を 

供養せよ。そうすれば天下泰平の世になる。」というお告げ 

があり、宇賀福神を祀ったという伝説が創建の由来とされ 

ています。 

確かその時、頼朝公はうなされていたような気がします。  

さて、真っ暗な洞窟を潜って 

本殿へ向かいます。 

人、人、人でとても混んでいます。 

そして、銭洗い場へ。 

霊水でお金を洗うと金運アップ 

するそうですの。 

まあ！３万円も洗っているお方が 

います。金持ち！ 

あたしは１００円。洗った後、御賽銭 

であげてしまいました。金持ち！ 

 

更に進みましょう。 

 

佐助稲荷神社入口に着きました。 

ここから長い長い坂を登ります。 

そして本殿へ。何か神々しいですね。 

綺麗な朱塗りの鳥居が並びます。 

ここは、頼朝公が伊豆の姪ヶ小島に 

流されていた頃、稲荷神が翁の姿で 

夢枕に立ち挙兵をすすめたという。 

そうして平家を討伐し、鎌倉幕府を 

興した頼朝（幼名左殿）を助けたと 

いうことから「佐助」稲荷の名が 

ついたと伝えられていますの。 

ちょうどあたしと知り合った頃かしら。 

おなつかしゅうございます。 

 

さて、長谷トンネルを抜けて大仏様に会いに行きます。 

１３時２５分の今、ほとんで飲まず食わずでございます。 

お腹が減りました。でも楽し。 

洞窟入口 真っ暗 

 

本殿は人、人、人 

 
銭を洗う人々 

 

佐助稲荷神社 

 

朱塗りの鳥居 

 

本殿 

 

長谷トンネル 
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１３時４４分 高徳院に着きました。大仏様がいらっしゃいました。 

なんと美男で端正なお顔立ちでしょう。あたしごのみです。 

 

 

それでは、大仏様をご紹介します。 

高徳院の本尊である大仏は、鎌倉幕府第三代執権・北条泰時の晩年になってから作

り始めました。ちなみに泰時はあたしの甥です。淨光という僧が諸国を勧進して浄財

を集めて歩き、暦仁元年（1238)3 月から大仏と大仏殿を造り始めました。そして大仏

開眼は 5年後の寛元元年(1243)6月 11に行われました。泰時は前年の 6月に 62歳

で亡くなってしまいました。この時、建立した大仏は木造でありました。 

 

そして4年後の宝治元年（1247）にこの大仏が暴風雨の為に倒壊したので、建長四年

（1252)にあらためて金剛の大仏が造営され始めました。大仏殿は建武二年（1335）と

志安二年（1369）の台風で倒壊。更に明応四年(1495)の大津波で押し流され、以来、

現在の様な露座の大仏となってしまったのです。本尊の大仏は阿弥陀如来。阿弥陀

如来の高さは 12.38m、総重量は 121 トンである。鎌倉の大仏は鎌倉の仏像の中で唯

一の国宝でありますのよ。 

 

大仏様はどこから見ても 

美しいですね！ 

http://www.kamakura-burabura.com/jinbutuh2.htm#houjyouyasutoki
http://www.kamakura-burabura.com/topikkusudaibtuden.htm
http://www.kamakura-burabura.com/butuzoukoutokuinamida.htm
http://www.kamakura-burabura.com/butuzoukoutokuinamida.htm
http://www.kamakura-burabura.com/butuzoukoutokuinamida.htm
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１４時０５分 

桜の甘縄神明神社着。 

ここは、天照大神を祀る 

鎌倉で最も古い神社です。 

頼朝公の御先祖源頼義殿が

ここで祈願して八幡太郎義家

殿を授かったといいます。 

頼朝公とあたしも参拝した 

源氏ゆかりの神社です。 

 

この辺で昼食をいただきましたの。生き返りましたよ。 

 

そして長谷寺です。折乃笠さん、解説をお願いしますよ。 

 

寺伝によれば、天平 8年（736年）、大和の長谷寺（奈良県桜

井市）の開基でもある徳道を藤原房前が招請し、十一面観音

像を本尊として開山したという。この十一面観音像は、観音霊

場として著名な大和の長谷寺の十一面観音像と同木から造ら

れたという。すなわち、養老5年（721年）に徳道は楠の大木か

ら 2体の十一面観音を造り、その 1体（本）を本尊としたのが 

大和の長谷寺であり、もう 1体（末）を祈請の上で海に流した 

ところ、その15年後に相模国の三浦半島に流れ着き、そちらを

鎌倉に安置して開いたのが、鎌倉の長谷寺であるとされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘綱神明神社 

 

長谷寺 入口 

 

十一面観音像 

 

弁天窟：弘法大師が参籠したと伝わる洞窟 

 

見晴台から海が見える 

 

出典：インターネット 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%B9%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/736%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%88%BF%E5%89%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/721%E5%B9%B4


 20 

１５時０５分 御霊神社 

なかなか神社らしい建物であります。 

何と、神社の入り口が江ノ電の踏切。 

鉄ちゃんらしい写真が撮れましたよ。 

 

この辺りは、のんびりした鎌倉らしい 

住宅街です。 

海も近いし、最高ですね。 

 

 

１５時２５分 

極楽寺 弱き者を救った慈善に寺ですの。 

１２５９年創建の鎌倉で唯一の真言律宗寺院です。 

開山は北条重時（あたしの甥）。 

かつては七堂伽藍に多くの塔頭を有した 

大寺院でありましたが、度重なる災害で 

消失してしまいました。 

 

長い階段を登ります。 

 

 

１５時３５分 

成就院です。 

ここは、弘法大師が護摩供を行った地に 

１２１９年に北条泰時が建立しました。 

泰時もあたしの甥ですの。 

 

いよいよ海が見えてきましたよ。 

やはり神奈川は海ですね。 

 

 

 

 

 

 

御霊神社には江ノ電が良く似合う 

 

極楽寺前に極楽寺駅 

 

南国風の境内 
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１５時４７分 由比ヶ浜 

いつの時代も海は良い。 

弥生ちゃんの時代。 

聖武天皇の時代。 

そして鎌倉時代。 

平成のこの時代。 

ウインドサーフィン、 

サーフィン、ジョギング、 

お父さんが三味線を弾き歌う、 

子供三人が周りで遊んでいます。 

なんて幸せな風景か。いつの時代も幸福を願います。 

 

１６時０５分 

江ノ電長谷駅にゴールしました。 

７時間３０分 ２５ｋｍ歩きました。 

全然疲れていませんよ。 

 

今日、あたしは鎌倉のいろいろな場所を廻り、昔を 

思い出しました。 

頼朝公の歴史的功績、北条家が鎌倉時代を作って 

いたこと、そしてあたし政子の存在感の大きさ等が 

改めてわかりました。 

夫頼朝公、四人の子供たち、そして北条一族は、 

あたしにとってかけがえのない家族です。 

あたしは北条家を守るために子供たちを暗殺など 

していません。 

あたしの一番大切なものは家族だったのです。 

 

平成時代の皆さま、家族を大切にして下さい。 

ワーク＆ライフバランスが一番大切なことですよ。 

 

あたし、８００年前の鎌倉時代に帰る前に一カ所寄り道場所があります。 

 

一先ず、北条政子のレポートはここで終わります。 

それでは、皆さま、お幸せに。 

これからの日本を頼みますよ。 

歴史はロマンですね。 

いつの時代も海は良い 

 

サーフィン屋さん 湘南ぽい 

 

 

江ノ電 長谷駅 
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６．ご当地グルメ情報 （折乃笠公徳） 

１） お昼の部 １４時１６分 

 腹減り過ぎ。 

 長谷寺近くのお洒落なお蕎麦屋さんへ。 

 ８割お客様は外人さん。 

 かまくら丼を頼む。 

 かまくら丼、これは美味い。 

 えび、竹の子、たまねぎ、しいたけ、たまご他。 

 あ～あ。美味かった。幸せ～。 

 

２） おやつの部 １８時２０分 

目黒川沿い、桜を観ながら 

“鎌倉コロッケ”とアサヒスーパードライエキストラシャープ。 

超美味～。コロッケ最高、エキストラシャープ最高！ 

幸せ～。 

（この後、家内と娘と待ち合わせ、お食事） 

 

 

 

７．まとめ （折乃笠公徳） 

１）日本・日本人の素晴しさ 

日本の伝統的文化の主要要素として、“無” “さび” “静けさ”  

“時間をゆっくり捉える”“仏像とゆっくり向き合う”があると思った。 

古都鎌倉をゆっくり歩いていると、感性が揺さぶられる。 

鎌倉時代、多くの高僧がいた。 

法然（浄土宗）、親鸞（浄土真宗）、時宗（遊行宗）、日蓮（日蓮宗）、栄西（臨済宗）、

道元（曹洞宗）。 

鎌倉仏教は、念仏、題目、座禅が庶民にも受容できる様になった。 

その舞台が鎌倉の多くの寺院であり、向き合うものが仏像である。 

小生、今、五木寛之の小説“親鸞”六部構成の最終を読んでいる。 

まさしく、日本人が如何に仏教を生活の一部として、捉えてきたかがわかる。 

縋る（すがる）のではなく、前向きに捉えようとしている。 

日本文化は素晴らしい。日本人はすばらしい。 

 

もう一つ、鎌倉時代、昭和時代の女性は綺麗な人が多かった。 

もとい、平成時代も綺麗な人が多いです。 
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２）歴史から我々現代人の問題点及び解決策考える。 

 歴史を学ぶということは、先人の失敗を繰り返さないようにすること、それを教訓 

にすることである。 

日本人にとって大切なことは、しっかり歴史感を持つこと。 

小生、鎌倉時代は源氏だけで作られていたと思っていた。 

源氏滅亡後、政子をはじめとする北条家が実権を握って政治をしていたとは、 

あまり認識がなかった。 

また、征夷大将軍が天皇家から出ていたことは驚きである。 

（護良親王・後醍醐天皇の皇子） 

日本人はもっと歴史を勉強し日本の事を知るべきである。 

グローバル化が進めば進む程必要になると思う。 

 

３）名文紹介 

鎌倉の旅の直前、右の“今こそ日本人の出番だ 村上和雄著 

（筑波大学名誉教授 遺伝子工学の世界的権威）“を読んだ。 

まさしく、歴史を勉強する必要性と日本人の素晴らしさを示した 

名文に出会えた。是非、紹介したい。 

 

『◆震災でよみがえった日本人の心 

世界の歴史学者の間には、「民族滅亡の三原則」という定説があるそうです。 

さまざな民族や国の歴史を調べてみた結果、滅んだ原因には次の３つの共通点が 

あったというのです。 

 ①理想（夢）を失った民族 

 ②物資にとらわれて、心の価値を見失った民族 

 ③自国の歴史を忘れた民族 

これは、アサヒビールを存亡の危機から救い、業界トップに成長させた「アサヒスーパ

ードライ」作戦の立役者である中條高徳アサヒビール名誉顧問がよく話されているこ

とですが、日本民族は、今、その滅亡への道をたどっているといいます。 

たしかに戦後の日本は、経済的に豊かになったけれど精神は貧しくなった。 

今の日本人は理想も誇りも忘れ、金儲けに気をとられて、歴史も忘れている。 

ですから、かなり危機的状況にあるわけです。 

そこへ２０１１年３月１１日の東日本大震災です。大地震と大津波、そして未曾有の原

発事故。死者・行方不明者は２万人近くになり、数多くの人が家を失い、愛する人を

亡くし、故郷を失うという大惨事でした。 

しかし、そんな苦境の中で浮かび上がってきたのは、被災者同士が協力し合い、励ま

し合い、なんとか立ち上がろうとする日本人の姿だったのです。その様子は国内はも

http://www8.plala.or.jp/bosatsu/kamakura041/kamakuragu-morinaga.htm
http://www8.plala.or.jp/bosatsu/kamakura137/godaigo.htm
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とより世界中の人々を驚かせ、感動させました。 

『ＰＲＡＹ ＦＯＲ ＪＡＰＡＮ』（講談社）には次のようなメッセージが寄せられています。 

ＣＮＮに登場した千葉在住の米国人学生 

「私は混乱したが、まわりの日本人は違う。 

落ち着いてまわりの人に声を掛け合っている。 

お互いの状況を確認し励まし合い助け合う。 

日本人は偉大だ。 

日本は大丈夫だ」』 

 

小生はこの文を読んだときは、最初は青ざめる程の絶望感と、その後読み進むに 

つれて鳥肌がたつ程の勇気を貰いました。 

この名文を思い出しながらの鎌倉の旅は、現地現物確認、たいへん有意義なものと

なりました。 

 

８．中目黒 お花見 （北条政子） 

１７時４０分 中目黒着。 

目黒川のお花見。たいへん綺麗。 

鎌倉の桜も良いが目黒の桜も綺麗 

お花見しながらの鎌倉コロッケとビールは最高でした。 

日本人に生まれて良かった。 

  

それでは、平成の皆さん、御機嫌よう、さようなら！ 

 

 

９．最後に （折乃笠公徳） 

幕府の体制が軌道にのった頃、鎌倉幕府の基礎を築いた政子は病気により 68 歳で

亡くなります。 

鎌倉幕府は、それから１００年以上、１３３３年まで続きます。 

幕府などによる武家政権は王政復古の大号令・江戸開城まで足掛け約６８０年間に

渡り存続することとなります。 

 

北条政子の政治的功績は日本の歴史上非常に大きいことがわかりましたが、母親と

して政子は決して幸せではなく、哀れで、可哀想に思えてなりませんでした。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%95%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E6%94%BF%E6%A8%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%94%BF%E5%BE%A9%E5%8F%A4_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E9%96%8B%E5%9F%8E

