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ここんところ「キワドイ話」が続いたので、チョッと、－閑話休題－  

 

今回、賃貸契約寸前まで交渉が進んだすまい（安いボロ部屋ですが）は、右京区双ヶ丘（な

らびがおか）二ノ丘の西麓近くにありました。ここには鎌倉時代末期、あの「徒然草」を書いた

兼好法師が草庵（そうあん）を建てて住んでいたそうで、「徒然草」はココで書かれた可能性

が高いと考えられています。  

 

※ 双ヶ丘の東麓の長泉寺には、兼好法師の墓があります↓  

http://blogs.yahoo.co.jp/yamaibaaosainaikyo/42874697.html  

 

「徒然草」といえば、日本人ならダレでも古典/古文の時間に習った「徒然（つれづれ）なるま

まに、日暮らし、硯（すずり）に向ひて、心に移り行くよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれ

ば・・」で始まる、日本三大エッセイの一つです。  

 

※ 日本三大エッセイ → ①清少納言：枕草子 ②鴨長明：方丈記 ③兼好法師：徒然草  

 

実は大それたことに！ 今回もしこの物件に住めたら、「今・兼好？」を気取って？「続（俗？ 

ゾクッ？？）徒然草を書いてやろうか」ぐらいのことをヒソカに考えていました。  

 

つまり「つれづれなるままに、日暮らし、また洛中洛外をめぐり、パソコンに向ひて、心に移り

行くよしなしごとを、そこはかとなくＳＮＳに書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ？！」

と、ヤリたかったワケです。  

 

そして奇縁なことに、なんと兼好法師は、私の住んでいる横浜市、それもかなり近くに５～６

年間住んでいたのでした。その旧跡は、ウチから自転車で行くこともできます。  

 

兼好の実兄：兼雄（かねかつ？）が、鎌倉幕府の15代執権（最高権力者）北条貞顕（さだあ

き）に仕えており、兼好は、兼雄に誘われて、貞顕や兼雄の屋敷がある横浜市金沢区「金沢

文庫」近く、「京急線/金沢八景駅」徒歩10分の上行寺の裏山に、やはり庵（いおり）を建てて

住んでいたそうです（兼好は丘に住むのがスキなようです）。金沢区は、私の住んでいる磯子

区の南隣りで、金沢区の南西隣りが鎌倉市です。ちなみに、磯子区の北隣りが、皆さんご存

知のミナト横浜、外人墓地、洋館、中華街、元町がある中区です。  

 

※ 横浜市金沢区「上行寺」↓  

http://www1.seaple.icc.ne.jp/kusuyama/3burakana/60/  

http://blogs.yahoo.co.jp/yunitake2000/45072710.html  

 

と言うワケで、この地に思い入れがあるので、できれば「双ヶ丘西麓」近辺に住みたいと思っ

ています。  

 

※ 北条貞顕は、金沢貞顕とも言い「六波羅探題（ろくはらたんだい）」など京都勤務が長く、

鎌倉武士でありながらインテリ文化人でもあったので、教養人であった兼好の実兄、兼雄と

実懇の間柄となり、家臣にしたとも考えられています（役職は、執事・祐筆［ゆうひつ］＝側近

秘書と言われる）。兼好とも親しかったということです。また「金沢文庫」で有名な北条実時の

孫に当たります。しかし最後は、新田義貞の「鎌倉攻め」で滅ぼされてしまい、時代は足利氏

の室町幕府へと移っていきます。  

 

※ 兼好法師の本姓名は、卜部兼好（うらべかねよし）。本家が吉田神社の神官であり、後に

吉田兼好と称される。兼好は卜部家の三男、兼雄は二男（鎌倉では倉栖［くらす］兼雄と名乗

っている）、長男は卜部家を継いだ。  

 

※ 兼好は、諸国を巡り歩いたが「死んだら、双ヶ丘西麓に墓を作ってくれ」と遺言して、その

ように葬られたが、江戸時代になって双ヶ丘東麓の長泉寺に移された。  

 

※ 幻冬舎新書「吉田兼好とは誰だったのか 徒然草の謎 (大野芳 著)」に、兼好は、横浜市

金沢区生まれ、という説が書かれている。  
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コメント  

 

 

 

 

イイネ！（5） 八重歯の京都人 のつのつ はましん ひろえんぴつ Ｊａｎｅ 

コメント 

大変参考になりました。
 

井の中の蛙でした。 

 

兼好法師が横浜市市に５～６年間も住んでいたとは知りませんでした。 

勉強になります。 

 

また、いろいろと教えて下さいませ。  

コメント

仙ちゃん 2013年10月31日 01:00 

何か縁を感じちゃぃますょね、（≧∇≦） 
 

コメント

Ｊａｎｅ 2013年10月31日 06:06 

大変貴重な興味深い内容をご紹介いただきありがとうございます。これだけのことを知

るには多くの資料や文献を読破されたのでしょうね。すばらしい  

 

人は先人の行いを知らずに生きることもできますが、歴史を知ることで世界が広がると

思います。鎌倉と京都がこのような繋がりがあったコトを知り、目から鱗と言いますか新

たな発見という思いです。 

 

いつか、テイスティ高橋さんの徒然なる日記を読ませていただけるのを楽しみにしてお

ります。 

コメント

ひろえんぴつ 2013年10月31日 07:53 

兼好法師が、双ヶ岡に縁があるなんて知らなかったです。勉強になりますね。 
 

コメント

たか 2013年10月31日 08:06 

「念ずれば通ず」で、必ずやご縁があるはずです  
 

俗？徒然草wをゾクゾクしながら読む日を楽しみにしていますよー  

 

今、面白い話しを聴いたところです…  

まれびと 2013年10月31日 10:43 
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「潜水法・無呼吸泳法」のようにやり続けられる←これが何かを成す人の感覚だそうで

す！  

高橋さんに通じると想いました   

コメント

> 仙ちゃんさん  
 

恐れ入ります。実は、兼好法師が右京区双ヶ丘に住んでいたことは、前から知っていた

のですが、「灯台下暗し」で、金沢区の旧跡は最近知りました。「アッチとコッチが思い

がけず結ばれる」という歴史を発見した時が、最もオモシロイです。 

テイスティ高橋 2013年10月31日 13:12 

> Ｊａｎｅさん もうひとつ！ 私も関係している友達のメルマガで「徒然草」を１０年以上

も連載しているのだ（そういえば美濃にもオモロイ話があるから、今度書きましょう）。 

テイスティ高橋 2013年10月31日 13:12 

> ひろえんぴつさん  
 

ありがとうございます。 

実は、兼好法師のことは、よく判らないことが多いのだそうです。そういう歴史上の人物

はたくさんいます。不明な部分の「歴史研究」が、大スキなことは確かです。 

横浜市金沢区と鎌倉市は、現在ではゼンゼン別の自治体ですが、鎌倉時代（以後も）

は、一体感がありました。地理的にも市境を接しています。 

日記はあまり期待しないでください。  

テイスティ高橋 2013年10月31日 13:13 

> たかさん  
 

あのあたりも、名所までいかないエピソードが何かと多いですね。「常盤」は源義経の

母：常盤御前が住んでいたとか？ 「御室」は「オムロン」発祥地とか（これは確

か！）・・・  

テイスティ高橋 2013年10月31日 13:13 

> まれびとさん  
 

実は、まだどうなるかわかんないですけど、今、オファーがあるのだ！ 

今度、詳しく書きますね。 

僕の人生、振り返ってみると、確かにヤッテるうちになんとかなっちゃうことが多かった。

でも、ゾクゾクするかもしれない日記は、アテにしないでね！  

テイスティ高橋 2013年10月31日 13:14 

> テイスティ高橋さん 常盤御前とオムロンの話は有名ですね(^^) 
 

コメント

たか 2013年10月31日 13:45 

> たかさん 牛若丸の胞衣（えな）塚や産湯の井戸もありますね。 
 

コメント

仙ちゃん 2013年10月31日 20:39 

すごい歴史のある場所なんですね？！住めたらいいですね～。ほんとに住めるとした

らやっぱり縁があるんですよ。  

コメント

まゆら 2013年10月31日 21:00 

> まゆらさん  
 

この辺は、妙心寺、仁和寺、竜安寺、広隆寺など有名な大寺も多く、嵯峨野にも近く、Ｊ

Ｒ、嵐電もあるので、けっこう良い場所かもしれません。 

テイスティ高橋 2013年11月01日 10:32 

日記を書く  

テイスティ高橋の日記一覧へ  

利用規約および個人情報保護ページに同意のうえ投稿してください。  
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