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慶應義塾大学楽友三田会関連団体『楽友三田会歩こう会』            

６3回楽友三田会 Walking の会 開催のお知らせ                    

                                  

           「歴史を感じる江戸南部巡り」                     

              ＜開催のおしらせ＞                              

201７年 12月 3日（日） 

             集合場所： 品川駅 高輪口（西口） 

             集合時間： 10 時 30 分 

 

         

                    品川駅 

 

1590 年、徳川家康は豊臣秀吉より関東への移封（大名の配置換え→国替）を命じ

られ、8 月 1 日に江戸城へ入城します。その際通過したと思われる道を品川から途

中の飯倉片町まで辿りましょう。家康はそのあと半蔵門に向け歩を進めますが、私た

ちは麻布十番を通り、有栖川公園に至り渋谷に向かいます。途中、処々に坂道が

ありますが、多くが緩やであり、さほど苦になりません。  

 

途中、我らが母校三田の大学キャンパスで昼食（お弁当）をとりましょう。       

皆さん,  前もってお弁当をご用意ください。 

 

今年最後のウオーキングです。忘年会を兼ねています。歩いた後はおいしいビール 

を飲みましょう !! 
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午前のコース 

10：30 品川駅集合→10：45 高輪 2丁目・高輪海岸の石垣石→（桂坂）→10：55

高輪警察署→11：10（伊皿子坂）→亀塚稲荷神社→（聖坂）→11：35 三田慶応

大学（昼食） 

 

① 高輪 2丁目・高輪海岸の石垣石 

「ここに展示されている石は、江戸時代に、高輪海岸に沿って造られた石垣に

用いられたものです。平成７年（１９９５）、高輪二丁目２０番の区有施設建設

用地内の遺跡の発掘調査で出土しました。石垣には、主に相模湾から伊豆

半島周辺で採石された安山岩が用いられました。発掘調査では３段の石積

みを確認しましたが、最上段は江戸時代の終わり頃に積みなおされたものと考

えられます。正面の小ぶりの石が積み直されたものです。３段目から下の石垣

は現地でそのまま保存されています。」   東京都港区の歴史より 

 この「高輪二丁目交差点」を左折すると長い上り坂となる。この坂を桂坂とい

う。登る途中左側に、柴田錬三郎旧居、東芝山口記念会館がある。 

 

「桂坂」名称の由来：カズラが生い茂っていたという説と、もうひとつ、ある坊さん

が遊郭への往来（坂の下は旧東海道で、南へちょっと行くと品川宿で、遊郭があ

った）の途中にこの坂で息絶えてしまったのだが、その時に変装用カツラが外れて

しまったから、という説がある。 

 

② 伊皿子（いさらご）坂 

魚籃坂から南に向かい、“伊皿子”交差点から 泉岳寺方面に 下る坂。   

私たちは今回はこの坂を歩きません。 

 

「伊皿子坂」名称の由来：明国人 伊皿子(いんべいす) が住んでいたと伝えら

える。ほかに 大仏(おさらぎ) のなまりとも、 いさらふ(意味不明)の変化ともいう。 

 

③ 聖坂を下って慶応大学へ 

聖坂の下りが始まったところに亀塚稲荷神社

がある。通りの左手に三田中学校、クウェート

大使館、阿含宗関東別院が並ぶ。      

 

                            亀塚稲荷神社 この石碑は何？ 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CD%B7%B3%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%EC%C5%EC%B3%A4%C6%BB
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「聖坂」名称の由来：古代中世の通行路で、商人を兼ねた高野山の僧（高野

聖）が開き、その宿所もあったためという。竹芝の坂と呼んだとする説もある 

 

④ 慶応大学  

 

昔は三田のキャンパスからこん

な風景を見ることが出来たか

な？  中等部の校庭です。 

 

 

 

 

 

   

キャンパスで昼食にしましょう !!  

 

午後のコース 

12 ： 25 三田慶応大学→（綱坂）→ 12 ： 55  中之橋→飯倉公園→     

13：10 飯倉片町→13：25 麻布十番→13：45 有栖川宮記念公園→13：55

広尾→東京女学館→広尾三丁目→国学院大学前→玉造稲荷神社→ 

15：10打ち上げ会場（turtles） 

 

⑤ 綱坂→中之橋  

 

 

   

「綱坂」名称の由来：羅生門の鬼退治で有名   

な、平安時代の武士渡辺綱（わたなべのつな）

が付近で生まれたという伝説による。 
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イギリス人写真家、F.ベアトによって文久三年（1863）に撮影された 

綱坂（港区三田）の写真 

 

上の写真の右側にあ

る屋敷が備前島原

藩松平家下屋敷。 

現在の慶応三田キャ

ンパスがあるところ。 

 

左の写真は現在の

綱坂 

 

坂の途中右側はイタ

リア大使館左側は 

三井倶楽部。 
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⑥ 飯倉公園→飯倉片町→麻布十番 

ヘンリーヒュースケン事件  

                   中之橋 

 

ヘンリーヒュースケンは 1856 年

（安政 3年）に初代アメリカ総領

事タウンゼント・ハリスに雇われて

来日し、ハリスの秘書兼通訳を

務めた。 

 

 

 

1861 年 1 月 14日（万延元年 12 月 4 日）にプロイセン王国使節宿舎であった

芝・赤羽接遇所（港区三田）ー飯倉公園近くにあったーからアメリカ公使館が置

かれた善福寺（福澤諭吉の墓所）への帰途、芝・薪河岸（東麻布）の中之橋の北

側で攘夷派『浪士組』所属の薩摩藩士、伊牟田尚平・樋渡八兵衛らに腹部を

深く斬られ、善福寺宿舎に運ばれたが、翌日死去した。28歳没。    

 

飯倉片町で、家康さんのルートを離れ麻布十番へ。  

 

⑦ 大黒坂→一本松坂 から有栖川宮記念公園へ 

       

大黒坂                     一本松坂 

「大黒坂」名称の由来：坂の中腹北側に大黒天(港区七福神のひとつ）をまつる 

大法寺があったためにつけられた名称。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1856%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1856%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1861%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8814%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/12%E6%9C%884%E6%97%A5_(%E6%97%A7%E6%9A%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%9D_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E7%BE%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AF%E5%8C%BA_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%94%B0_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E7%A6%8F%E5%AF%BA_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%AF%E5%8C%BA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E3%81%AE%E7%94%BA%E5%90%8D_(%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD)#.E6.97.A7.E9.BA.BB.E5.B8.83.E5.8C.BA.E3.81.AE.E7.94.BA.E5.90.8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E9%BA%BB%E5%B8%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%98%E5%A4%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AA%E5%A3%AB%E7%B5%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E7%89%9F%E7%94%B0%E5%B0%9A%E5%B9%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A8%8B%E6%B8%A1%E5%85%AB%E5%85%B5%E8%A1%9B&action=edit&redlink=1
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「一本松坂」名称の由来：源経基（みなもとのつねもと）などの伝説を持ち、古来、

植えつがれている一本松が坂の南部にあるための名である。麻布七不思

議のひとつ一本松を目印に、『一本松坂』『狸坂』『大黒坂』『暗闇坂』の四

つの坂に分かれる。 

 

⑧ 有栖川宮記念公園 

ここは、江戸時代、盛岡南部藩の下屋敷として使われていたところ。1896 年

（明治 29 年）、有栖川宮威仁（ありすがわのみやたけひと）親王の栽仁（た

ねひと）王新邸造成の御用地となる。有栖川宮が廃絶した後、大正天皇は

第三皇子光宮宣仁（てるのみやのぶひと）親王に、有栖川宮の旧称高松宮

の称号を与える。その後、児童福祉を目的とする遊び場に深い関心を寄せて

いた高松宮殿下は、故有栖川宮威仁親王の 20 年の命日にあたる 1934 年

（昭和 9年）にこの地を東京市に賜与し、記念公園として一般開放した。1975

年（昭和 50年）には港区に移管されて、区立公園となり多くの人に親しまれ

ている。管理事務所近くには、この公園とも縁の深い、有栖川宮熾仁（たるひ

と）親王の銅像が建てられている。   有栖川宮記念公園案内より 

 

  

                         有栖川宮記念公園  
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⑨ 広尾→東京女学館→広尾三丁目→国学院大学前→玉造稲荷神社 

→ 打ち上げ会場（turtles） 

ここからは皆さんと相談しながら、ルートを選び歩きましょう。歩いてみたい道が

ありましたら、どうぞご遠慮なく！！ 

 

     

    打ち上げ会場    → → →         

turtles  03-3496-8302 

 

              

費用 

○各自往復の電車賃  

○打ち上げ費用 3500円   

○お弁当代（昼食） 

 

準備： 日ごろ履きなれた通常のウォーキ

ングシューズを履いてください。 

 

水分補給用飲料水、雨の対策具をお忘

れなく。  

 

 

 

○本会は無理をしないことを第一の旨としていますが、雷雨、台風、豪雨などの厳し

い気象状況が発生しない限り、ウォーキングを行います。  

 

 

 

距離、時間  ルートマップ  は次ページ 
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歴史を感じる江戸南部巡り    

     

場所 

区

間キ

ロ 

累計キロ 時間 備  考 

品川駅 0.0 0.0 10:30   

高輪２丁目 0.8 0.8 10:45   

高輪警察署 0.5 1.3 10:55   

伊皿子 0.8 2.1 11:10   

三田(慶応大学） 1.3 3.4 11:35 食事 12：25 出発 

中之橋 1.6 5.0 12:55   

飯倉公園     13:00   

飯倉片町 1.5 6.5 13:10   

麻布十番 0.8 7.3 13:25   

有栖川公園 1.0 8.3 13:45   

広尾 0.6 8.9 13:55   

東京女学館 1.3 10.2 14:20   

広尾３丁目 0.4 10.6 14:30   

国学院大学前(信号） 0.4 11.0 14:40   

玉造稲荷神社 0.5 11.5 14:50   

渋谷  打ち上げ会場 0.8 12.3 15:05   

 

 

＜参考までに＞     「麻布の坂一覧」 

 

青木坂 阿衡坂 あひる坂 市三坂 一本松坂 鼬坂 稲荷坂 芋洗坂 植木坂 

饂飩坂 牛坂 内田坂 榎坂 閻魔坂  

大隅坂 大横町坂 御組坂 於多福坂 落合坂 霞坂 土器坂 雁木坂 木下坂 

暗闇坂 けやき坂 玄碩坂 笄坂 紺屋坂（芥坂）   

さくら坂 三谷坂 三年坂 潮見坂 七面坂 新坂 新富士見坂 スペイン坂 すべり

坂 絶江坂 仙台坂 大黒坂 狸坂 丹波谷坂  

道源寺坂 鳥居坂 永坂 中坂 なだれ坂 南部坂（谷町、今井町） 南部坂（盛

岡町、本村町）   

鼠坂 不動坂 北条坂 堀田坂 狸穴坂 御太刀坂 宮村坂 薬園坂 奴坂 行合

坂 寄席坂       
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              ルートマップ  

 

 

                            「歩こう会」 より 


