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神戸市 中央区多聞通 3‑1‑1

楠木 正成は、延元元年 (1336)5月 25日 、湊川 で足利尊氏と戦 い(湊 川の合戦 )で 殉節しました。
その墓地は長らく荒廃 していましたが 、元禄 5年 (1692)に なり徳川光日 が「嗚呼忠臣楠子之墓」
の石碑を建立しました。
以来、水戸学者らによって楠木 正成 は理想の勤皇家として崇敬 されました。
幕末 には維新志 士らによって祭祀されるようになり、彼らの熱烈な崇敬心は国家 による楠社
創建を求 めるに至 ります。慶応 3年 (1867)に 尾張藩主徳川慶勝により楠社創立の建 白が
なされ、明治元年 (1868)、 明治天皇 は大楠公の忠義を後世に伝えるため、神社を創建する
よう命じ、明治 2年 (1869)、 墓所 口
殉節地を含む7,232坪 (現 在約 7,680坪 )を 境内地と定 め 、
明治5年 (1872)5月 24日 、湊川神社が創建されました。

楠 木 正 成 戦 没 之 地 /湊 川 神 社

神戸市 中央区多聞通3‑1‑1

延元元年 (1336)5月 25日 、楠木 正 成は「湊川 の合戦」で足利軍 と16度 にわたる激 しい
合戦を交えます が 、多勢 に無 勢 で味方はわず か 73人 にまでなつてしまいます。
もはやこれまでと覚悟した正成は、この地にあった民家に入 り、「七生報国」
を誓 つて
の正
と
た。
弟
季 刺し違えまし
湊川神社 の 表門 から入 り、一番 左奥が終焉の地にあたります。(終 焉地 は別の説もあり)
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伊藤博文 、江藤新 平 、大木喬任 、大限重信奉納 の石 灯籠 /湊 川神社
神戸市中央区多聞通3‑1‑1

の深かつた実業家 神 田

②江藤新平寄進の燈籠
明治6年 (1873)9月 、佐賀藩出身 の江 藤新平が 寄進した燈籠です。
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﹂腋

1メ ートルほどの石燈 籠 が

大 正4年 (1915)9月 、そ
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ご紹介した楠木正

明治2年 (1869)4月 に兵 庫

賊 事 サ 凶門

①伊藤博文寄進の
No.20で

③大隈重信寄進の燈籠

江藤と同じ佐賀藩出身 の大 限重信 が寄進した燈籠です。

④大木喬任寄進の燈籠
明治 10年 (1877)2月 に大 木喬 任 が 寄 進 した燈 籠 です 。
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伊藤博文銅像跡

/湊

川神社

￨「 楠町 の今と昔」によると、湊川神社境内 に伊藤博文像
が あつたと紹介されています。
湊川神社 の 宮司であるカキタ氏にお伺いしましたら、
現在の拝殿 の 東側 、ちょうど祈祷殿 の前ぐらいにあった
そうです。
銅像が建てられたのは明治37年 (1904)、 等身大より
少し大きめの銅像でした。
翌年の9月 5日 、日露戦争後 のポーツマス条約 が結 ばれ
ましたが、戦勝国である日本 にとって良い条件 では結 ば
れておらず民衆 は憤慨 します。
同月の7日 、湊川神社前 で演 説 が行われ 、興奮した民衆
は境内に殺到し、伊藤博文 の銅像を引き倒 してしまい
ました。
境 内に銅像 は再建されず、存在 した期間は2年 もなかっ
たということになります。
その 時倒された銅像 は、後 の 昭和 5年 (1930)、 山 口県
萩市 のいとう1日 宅の庭に移されました。
しかし今度は、金属の供出により再び姿を消します。
情報提供 :篠 崎 紘昭 氏

楠木正成墓

/湊

川神社

お 楠木 正 成 の墓 所 が 記録 に現れるのは、豊 臣秀吉 の 時代で、それ以前 は憚 られたと思われ
ます。江戸時代 になり、墓所の地 は尼崎藩の管轄となりました。尼崎藩主 青 山幸利の頃、
墓所に五輪塔 が建 てられました。
その後、徳川光囲 によつて本格的な墓碑の建立を進めます。
『大 日本史』
光囲は、若 い頃に
『 f白 夷伝』を読んで衝撃的な感銘を受け、日本の史書編纂を志し
の編纂 に着手 しました。
儒学 に基 づく尊皇思想と史書編纂の考証を通して、足利幕府が擁立した北朝ではなく、南朝を
皇統の正統とする史論 に至 りました。
『 太平記』によって英雄化された楠木正成はその 一番 の忠臣として挙 げられました。
光囲は楠木正成 の顕彰 のための建碑 を思 いつきます。
墓碑創建の実現 に光日 のほか、光日 の 家臣 佐 々介 三郎宗淳(水 戸黄門 の「助さん」のモデル
として知られる)と 、広厳寺 の僧侶 の千巖 が実現に向けて努 力をしました。
墓碑 の表 には「鳴呼忠臣楠子之墓」と光囲 の文字で彫られています。
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心寺 (大 阪府河 内長 野市寺元 )に ある楠 木正成像
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