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４）桜にちなむ美人の物語 
桜の品種名を見ると、社会科の教科書や歴史の本などに登場する、どこかで聞いた

ような名前が多い。中でも歴史上、絶世の美女といわれた女性の名前がとりわけ

目立つ。もともと花の名前に女性の名前はつきものではあるが、ここではそうした桜

の品種名の背景についていくつか辿ってみることとしよう。 

●『衣通姫』は『日本書紀』の中に見える衣通女郎姫(ソトオリノイラツメ)のことで、

第 19 代『允恭天皇』(インギョウテンノウ)の皇后である『忍坂大中姫』(オシサカノ

オオナカヒメノミコト)の妹にあたる。その美しさが衣を通して輝くほどだったので、

この名前で呼ばれるようになったといわれている。天皇は彼女のことを何度も宮中

に召そうとしたが、彼女は姉の嫉妬をかうことをはばかって、参内しなかった。しかし

やがて姫が参内することを決意すると、天皇は早く彼女に会いたくて、お忍びで姫の

住む藤原の地に出向く。夜になると天皇は隙間から住まいの様子を伺うと、姫は一匹

の蜘蛛が巣を作っているのを見て、今まさに歌を詠んでいるところであった。その歌

というのは 

   わが背子(ｾｺ)が来(ｸ)べき宵なりささがねの 蜘蛛のおこなひこよひしるしも 

当時は蜘蛛が巣を作ると、思う人が訪ねてくると信じられていた。まさにそのとき、

姫は｢今宵は愛する人が訪ねてこられそうな気がする。笹の根元には蜘蛛が巣を

作っているから…」と、詠ったのである。この光景をご覧になった天皇はいたく喜

んで、さっそく以下の歌を返されたという。 

   ささらがた錦の紐を解きさけて あまたは寝ずにただ一夜(ﾋﾄﾖ)のみ 

その意味は、「繊細な美しい模様のある織物の紐を解いて、一夜限りでもそなたと寝たい

ものだ。」というほどのものであろうか。かくして天皇はその晩そこに泊まると、翌朝、

その家の前の湧水のほとりに美しい桜が咲き誇っているのをご覧になって、さらに

次のような歌を詠まれる。 

   花ぐはし桜のめでこと愛(ﾒ)でば 早く愛(ﾒ)でずわが愛(ﾒ)づる子ら 

「桜の花のなんと見事なことよ、この桜のように美しい乙女を、もっと早く愛すべき

であった。愛しい乙女よ。」と詠ったのである。 

 ここでは衣通姫は美しい桜に例えられており、また桜は美しい衣通姫に例えられ

ている。木花之佐久夜比売が美しい女性であったように、衣通姫も同様であった。

つまり桜は美しい女性の象徴であり、だからこそ桜の品種名には、絶世の美女の名前

をつけなければならなかったのである。そしてこの允恭天皇の歌こそ、桜の花が文学

に登場する最初のものであり、この話は『日本書紀』にも記されている。 

 しかし『古事記』にはこれとは異なった説が記されている。『衣通姫』は允恭天皇

の皇女で、『木梨輕太子』(キナシノカルノミコ)や穴穂命(アナホノミコト)の妹に

あたり、『古事記』によると彼女は、実の兄である『木梨輕太子』と恋仲になり、
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太子が皇位を逐われて流されると、以下の歌を詠んで哀しんだという。 

   夏草のあいねの浜の蠣貝(ｶｷｶﾞｲ)に 足踏ますなあかして通れ 

あいねとは相寝に通じ、あかして通れとは夜が明けてから行きなさい、と言う意味

である。しかしその後も恋しさは日増しにつのり、とうとう耐えられなくなって、 

   君が往き日(ｹ)長くなりぬ山たづの 迎へを行かむ待つには待たじ 

と詠んで、ついに後を追って太子のもとへ赴き、太子と一緒になり、心中して共に

生涯を閉じたと伝えられている。しかし異説はいろいろでも、衣通姫が和歌の名手

であったことだけは確かなようで、山部赤人、柿本人麿とともに『和歌三神』に

上げられており、彼女は和歌の浦に玉津島明神として祀られている。 

●『泰山府君』は室町時代の能楽師、世阿弥の能『泰山府君』からとったもので

あろうが、そのもとは『平家物語』の一節、桜町中納言の『桜物語』に由来する。

そのさらにもとを訪ねれば、中国山東省の『泰山』と深い関わりを持っている。中国

の皇帝は代々この山で『封禅』(ホウゼン＝皇帝の行なう祭りを意味する)の儀式を

挙げることになっており、この泰山の守護神こそ泰山府君というわけである。 

●『福禄寿』は七福神の一つで、七福神とは大黒天、毘沙門天、弁財天、恵比須神、

布袋、福禄寿、寿老人である。平安以来それぞれ個別に福神様として信仰を集めて

いたために、これを一つにまとめた七福神は、瑞祥としてよく絵画や彫刻の題材に

用いられた。もとはといえば道教の世界に由来し、それは人々の希求する福＝幸福、

禄＝富貴、寿＝長寿を満たそうというものである。 

●『普賢象』は普賢菩薩が乗っていたといわれる象に由来する。仏像としての普賢

菩薩は釈迦の右側にいる脇士(ワキジ)にすぎないが、白い象にまたがって仏の理知

と慈悲の徳を教える菩薩様であった。だから先が二つに割れた雌蕊を、象の牙に

たとえて、白っぽい花を象にたとえたのである。 

●『王昭君』は花径約4cm、周辺部は紅色で中心部は淡紅紫色となる。花弁数15 枚、

もと荒川堤にあった。最近では見ることができず、すでに失われた品種になって

しまった可能性が高い。もとはといえばこれは中国前漢時代の美人の名前である。

彼女は17歳の時に選ばれて天子の後宮に入ったが、元帝(ゲンテイ＝BC49～BC33年

在位)からの寵愛を受けることもなく、自ら匈奴に嫁ぐことを望んだといわれている。

当時の匈奴は『呼韓邪単于』(コカンヤゼンウ)と『至卩支単于』(シツシゼンウ)の間で

内部分裂が起こっており、呼韓邪単于は前漢に投降し、一方の至卩支単于は漢の攻撃

を受けて敗死するという状況であった。そんな時に呼韓邪は、漢氏の婿となって自分

が北方の守備に着きたく、後宮の女を下賜してくれるよう申し出たのであった。元帝

はこれに応じて王昭君を匈奴に送ろうとする。そこで挨拶に来た彼女に初めて会った

とき、その美しさのために元帝は、手放すのを惜しんだといわれている。当時の後宮

においては、皇帝は宮女を選ぶのに似顔絵などを用いていたようで、選ばれるために
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は美しい絵に仕上げるよう絵師に働きかけたり、またそのためには賄賂も必要だった。

王昭君は自分の売り込みが巧みでなかったと言えるかも知れない。匈奴に嫁した

王昭君は呼韓邪の妻として『寧胡閼氏』(ネイコエンシ)と呼ばれ、一男をもうけ呼韓邪の

死後は匈奴のしきたりに従って、本妻の子で次の単于になった『復株累』(フクシュルイ)

の妻となり、二人の女の子を生んで匈奴の地で生涯を閉じたと伝えられている。

この王昭君の哀話は『後漢書』の中にも記されており、これをもとに後世の作家

たちが、いろいろと手を加えて脚色してしまったために、現在伝わるものは、かなり

史実と異なる部分も多い。その中で特に有名なのは馬致遠(バチエン)の『漢宮秋』

である。こちらのほうでは王昭君は元帝の寵愛を受けていたが、呼韓邪に大軍を持って

攻撃され、帝は泣く泣く王昭君を匈奴に差し出したことになっており、王昭君は途中

の国境で入水し果てるというストーリーである。国を治める帝と、国のために一命

を捧げた女性の悲恋として描かれているのだが、当時の時代背景に目を向けると、

その匈奴が権勢をふるった『元』の時代の作品であることを忘れてはならない。また

唐代の詩人である李白(701～762 年)は『王昭君』を以下のごとく歌っている。 

『王昭君』  

   昭君払玉鞍  昭君は玉鞍(ｷﾞｮｸｱﾝ)を払い 

   上馬啼紅頬  馬に上(ﾉ)りて、紅頬(ｺｳｷｮｳ)に啼く 

   今日漢宮人  今日は漢宮の人 

   明朝胡地妾  明日は胡地(ｺﾁ)の妾 

その意味は「王昭君は美しい鞍にさっとまたがると／馬上の人となり、その美しい

顔に涙を流した。／今日は漢の宮中の人であるが／明日は野蛮人の側室になる。」と

いうほどの意味である。また白楽天(772～846 年)も王昭君の詩を 2 首残している。

王昭君はそれほど中国の人にとっては、心に痛みが残る物語であったのであろう。

(01-07-05 椿の項参照)その一つを紹介すると 

『王昭君』 

   漢使却回憑寄語  漢使 却回(ｶｴﾘﾕｸ)に憑(ﾖ)りて語を寄せん 

   黄金何日贖蛾眉  黄金もて何(ｲﾂ)の日か蛾(ｳﾂｸ)しき眉を贖(ｱｶﾞﾅ)わんと 

   君王若問妾顔色  君 若(ﾓ)し妾(ﾜﾗﾜ)が顔色を問はば 

   莫道不如宮裏時  道(ｲｳ)莫(ﾅｶﾚ)宮裏の時に如(ｼ)かずと 

と詠って今は亡き王昭君に遠く思いを馳せている。上記の詩の意味は、「はるばる匈奴

の地まで一緒に来た漢の使者が帰るとき、王昭君は言葉を託した。／漢の宮廷では

(帝の寵愛を受けんが為に)金品を絵師に与えて、自分の肖像画を美しく描いてもらって

いた。しかし私は何時になったらそんなことができるのだろうか。今ではもう見る

影もなくなってしまった。／しかし天子が私の容貌のことを聞かれても、すっかり

やつれてしまったとは言わないでください。」というほどの意味である。 
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●『楊貴妃』はクレオパトラと並んで、世界を代表する佳人の一人である。唐の時代

に玄宗皇帝からの寵愛を受けたが為に、数奇な運命をたどることになるのだが、彼女

はもともと玄宗皇帝の第 18 皇子『寿王李瑁』(ジュオウリマイ)の妃であった。息子

にはもったいないとばかりに取り上げて、自分のものにしてしまったというわけだ。

この時玄宗はちょうど寵妃武恵妃と死別した直後だった。そこでまず寿王邸から

出して女道士として『太真』(タイシン)の名を与え､ 744年に宮中に召したといわれて

いる。今の世の中だったらいくら死別して寂しいからといって、息子の嫁さんを取り

上げる父親などどこにもいないだろう。それどころかこの寿王は亡くなった武恵妃の

息子だったばかりか、玄宗自身ももう 60 歳になろうとしていたのである。にもかか

わらず太真は翌年には 27 歳で正式に貴妃となり、玄宗の心を巧みに捉えて『娘子』

(ジョウシ)と呼ばれる地位を得て、皇后と同等の扱いを受けたのである。楊貴妃の3人

の姉もそれぞれ相当の地位を与えられて、族兄にあたる『楊劉』までも皇帝から『国忠』

の名を賜った。唐代の大詩人白楽天の『長恨歌』では 

   遂令天下父母心  遂(ﾂｲ)に 天下の父母の心をして   

   不重生男重生女  男を生むを重んぜずして 女を生むを重んぜしむ。 

天下の父母の心をして男の子を生むよりも、女の子を生むことを重んぜしめたほど

だったと記している。しかしこの考え方は中国では他にもしばしば見られる。『杜甫』

(712～770年)も｢女の子であれば近所にお嫁にいっても、男の子だと戦に兵士として

とられて、戦死して草に埋もれてしまう｣と言っており、異民族がしのぎを削る当時

の実情を雄弁に物語っている。 

さて皇帝は楊貴妃が好んで食べたといわれる南方産の果物『茘枝』(レイシ)を毎日、

南方か早馬で届けさせ、楊一族は権勢を欲しいままにしていた。しかしその後も玄宗

は政をまったく顧みることなく、裏で燻っていた安禄山･史思明と楊国忠の対立は

極限に達し、ついに内乱状態に突入する(安禄山･史思明の乱 755～763 年)。 

安禄山も史思明も突厥(トッケツ)族の出身で、同じ部族でしかも同じ年であった。

特に安禄山は玄宗にも可愛がられており、楊貴妃にも取り入ったばかりでなく、当時

34 歳であった彼は、自分よりも年下の楊貴妃の養子になって、万事そつなく身辺を

固めていたのである。また安禄山は人間の心を捉えるのがうまく、蕃族を倒すごとに

降伏したもの達にも恩恵を与えた。このために彼らは安禄山のために一命を投げ

出す覚悟をしており、いつでも大軍を集めることができたといわれている。一方の

楊国忠は宮中で久しく対立していた『李林甫』(リリンポ)が亡くなると、宰相と

なって要職を一身に執り行ない、権勢をますます集中していたが、安禄山をなんとか

排除しようと躍起になっていた。そしてついに756年、安禄山は15万の大軍を氾陽に

集結させて、首都長安をうかがったのである。 

  そこで玄宗は、貴妃及び楊一族と宦官の『高力士』(コウリキシ)などを伴って、



花の縁 01－06－04 

 

5

5                             

長安を一時脱出して四川省の『蜀』に向かう。ここは楊貴妃の生まれ育ったところで、

最初は内乱が収まったら帰って来ようという楽観的なものであった。ところが途中

現在の陝西省興平県にある『馬嵬駅』(バカイエキ)まで行くと、今度は警護の兵士

たちの反乱にあって、楊国忠は殺されてしまう。そしてこの混乱を鎮めるためには、

何としても楊貴妃を殺さなければ収拾が着かなくなってしまった。このため高力士は

やむなく駅の仏堂に楊貴妃を連れて行き、殺害させてしまう。この時、楊貴妃は

38歳で玄宗は72歳であった。白楽天は感情を込めて次のように詠っている。 

   西出都門百餘里  西のかた都門(ﾄﾓﾝ)を出ずること百餘里 

   六軍不發無奈何  六軍(ﾘｸｸﾞﾝ)發せず 奈何(ｲｶﾝ)ともするなく 

   宛転蛾眉馬前死  宛転(ｴﾝﾃﾝ)たる蛾眉(ｶﾞﾋﾞ) 馬前(ﾊﾞｾﾞﾝ)に死す 

   花鈿委地無人収  花鈿(ｶﾃﾞﾝ)は地に委(ｽ)てられて 人の収むる無し 

と嘆いているのである。中国では細く美しい眉毛のことを、蛾の触覚にたとえること

が多く｢蛾眉｣と称した。そしてその蛾眉を形容する言葉として｢宛転｣という語を

用いたのである。宛転とは眉が美しく曲がる様をいい、転じて顔かたちの美しいこと

をいうときの言葉である。また｢六軍｣とは天子の護衛に当たる近衛兵のことで、｢花鈿｣

は精巧にできた髪飾りのことである。｢委地｣は地面に委ねるということで、捨てられ

たままになることを意味している。 

その後、安禄山は重度の糖尿病のため、視力が極端に弱くなったばかりか、悪性

の壊疽(エソ)に悩まされて往年の統率力も失い、後継者問題のもつれから自分の息子に

殺されてしまう。同様に史思明もまた後継者争いにより自分の長男に殺されてしまう。

自分の息子の妻に手を出して束の間の愛を貪った玄宗と、わが子に命を奪われること

となった、安禄山に史思明。当時の中国の支配者階級は、現在のような親子関係は

望むべくもなかったのだろう。そして見方を変えれば歴史というものは、何時も

こんな内部崩壊の危機に晒されていたということもできようか。それにしても安禄山

と史思明の二人、生まれたときから死ぬときまで、ことごとく同じ道をたどったのは

単なる歴史の偶然なのだろうか。 

この内乱がおさまって後、長安を奪回した玄宗皇帝は、馬嵬駅に埋められていた

楊貴妃の屍を棺に納めて、手厚く葬ったといわれているが、余生は貴妃の画像に日々

涙を流すのみだったとも伝えられている。白楽天の言葉を借りれば、まさに 

   七月七日長生殿  七月七日 長生殿(ﾁｮｳｾｲﾃﾞﾝ) 

   夜半無人私語時  夜半 人無く私語(ｼｺﾞ)の時 

   在天願作比翼鳥  願わくは天に在(ｱ)りては 比翼(ﾋﾖｸ)の鳥と作(ﾅ)り 

   在地願為連理枝  願わくば地に在りては 連理(ﾚﾝﾘ)の枝と為(ﾅ)らんと 

   天長地久有時盡  天長く地久しきも 時有りて盡(ﾂ)きる 

   此恨綿綿無盡期  此の恨(ｳﾗﾐ)は綿綿(ﾒﾝﾒﾝ)として 盡きる期(ﾄｷ)無けん 



花の縁 01－06－04 

 

6

6                             

なのであるがその意味は、「七夕の夜、長生殿にて／人影もない夜中に／天上では

比翼の鳥になり／地上では連理の枝となっていつまでも一緒にいようと約束をした。

／天地が永遠であるとはいえ、やがてはつきる時がある。／しかしこの玄宗と楊貴妃

の恋の恨みは、いつまでも続き、尽きることもない。」と言っているのである。 

当時を記録した歴史書『旧唐書』(クトウジョ)の「后妃伝」(コウヒデン)によれば、

｢太真(ﾀｲｼﾝ＝女道士であったときの楊貴妃の名)は、資質豊豔(ｼｼﾂﾎｳｴﾝ＝もちまえの

体つきが豊満であること)にして、歌舞をよくし、音律に通じ、智算(ﾁｻﾝ＝知恵があり

算術に優れていること)人に過ぎ、倩眄(ｾﾝﾍﾞﾝ＝唇もと、瞳もとが愛らしいこと)もて

迎えを承(ｳ)くるごとにややもすれば、上(ｼﾞｮｳ＝玄宗のこと)の意を移す。宮中呼んで

娘子(ｼﾞｮｳｼ＝位の呼び名)となし、礼遇まことに皇后と同じ。｣と記されており、賢くて

豊満な美女だったことを知ることができる。下記に杉田久女の一句をご紹介しよう。 

   風に落つ 楊貴妃桜 房のまま 

楊貴妃が『資質豊豔』であったように、楊貴妃桜もまた豊満な美しい花なのである。 

 悲しい話ばかりが続いたので、ユ－ミンの『花紀行』という詩を一つ紹介しよう。

彼女は散り行く桜を『過ぎゆく春の投げるくちづけ』と表現している。ユーミン

の詩は比喩がずば抜けて巧みで、その時々の情感を見事に表現している。 

 

   見知らぬ町を ひとり歩いたら 

   風は空から 花びら散らす 

   過ぎゆく春の 投げるくちづけは 

   髪に両手に はらはら停まる 

 

    この場所で 嵐見送れば 

    時の流れに 埋もれてしまう 

 

   薄紅が なんて優しいの 

   拾い集める 人もいないのに 

   見知らぬ町を ひとり歩いたら 

   風は空から 花びら散らす 

   髪に両手に はらはら停まる 

 

何時の時代も桜は日本人にとって、喜びであり、悲しみであり、そして出会いの

花であり、別れの花でもあった。人は桜の下で笑い、桜の下で涙した。そのことを

知ってか知らずか桜の花は今年も開いて、しばし人との縁を結ぶ。しかし人間の方は、

新緑の頃になるとこの美しい花を、再び記憶の彼方へおしやってしまうのである。 
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下の図は玄宗皇帝の寵愛を一身に受けた楊貴妃の像(ウィキペディアより借用） 
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安達太良連峰、吾妻連峰を背景にした桜。高村光太郎の妻になった長沼智恵子が育ったのが

ここ二本松で、安達太良山は『智恵子抄』に度々登場する(福島県二本松市付近）。 

 
華嶽山大方寺の枝垂桜、ひなびた村の一本桜だが、尋ねる人もない(福島県天栄村）。 
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花見山公園から見た桜と福島市街地。右手後方の雪山は吾妻連峰である。 
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花見山公園の桜、花見山は花木苗木の生産地だったが、今では観光地としての価値が見直

され、ＪＲ福島駅からも遠くないところから、春ともなると観光バスが連ねる。 

 
護信寺の桜。今では古木になり過ぎて、花付がかんばしくないのが残念(福島県須賀川市）。 



花の縁 01－06－04 

 

11

11                             

 
古館の彼岸枝垂桜、下の方はすでに新緑が始まっていた(福島県長沼町）。 
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旧大信村の桜。根元には祠があり、古くから信仰を集めていたのだろう(福島県白河市）。 
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イヌもお花見？小1時間滞在したが、お花見に来たのはこの犬だけだった(福島県いわき市）。 
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火打石の枝垂桜、ここにもサクラの下には小さな墓地があった(福島県鮫川村）。 
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越代(ｺｼﾀﾞｲ)のヤマザクラ、4月25日に行ったときは蕾も見えなかったが…(福島県古殿町）。 
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5 月の連休中に満開になる「越代のサクラ」。山桜である。ちょうどこの日 5 月３日に町を

挙げてのお花見イベントがあった。町長が出席しこの景色を町中で祝った(福島県古殿町）。 

｢越代のサクラ｣には観光バスは来ない。三春から離れているからだろう(福島県古殿町）。 
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｢越代のサクラ｣を、峠から見下ろす光景は素晴らしかった(福島県古殿町）。 
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｢三春滝桜｣は｢根尾谷の淡墨桜｣、｢山高の神代桜｣とともに日本三大桜の一つ(福島県三春町）。 
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｢三春滝桜｣の樹齢は 1,000 年以上とも言われているが、樹齢は定かではない（福島県三春町）。 

 
｢三春滝桜｣は紅彼岸枝垂で、三春では 4 月の中旬ごろが満開である(福島県三春町）。
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2017 年 4 月 19 日の滝桜である。前頁の写真から約 15 年が経っているが、むしろ花つきは

以前よりも好いようで、雪害等の自然災害を見事に克服したようである。 

 
｢三春滝桜｣はあまりの集客力のため、周辺では桜にあやかって一儲け組も多い。おでんや焼き

そば、フランクフルトは言うに及ばず、滝桜の苗木を売る店まで登場する（福島県三春町）。 
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国の天然記念物だけあって、その大きさは小さなビル一つ分ぐらいはある(福島県三春町）。 

 
この｢紅枝垂地蔵桜｣も三春の滝桜からそれほど遠くない。次の上石(ｱｹﾞｲｼ)の｢不動桜｣とこの

地蔵桜と、3 箇所をまわるのが言わば花見の定番コースである(福島県郡山市）。
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この地蔵桜は郡山市の天然記念物である。数年前の大雪で枝が折れて、一回り小さくなった。

しかしこの枝を接木して、花の下では苗木が売られている。災いは福となったようでもある。 

 

上石(ｱｹﾞｲｼ)の｢不動桜｣、滝桜を見てここにも立寄るのが花見コースである（福島県郡山市）。 
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上石(ｱｹﾞｲｼ)の｢不動桜｣は高台にあって、遠くからも良く目立つ(福島県郡山市）。 
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この上石(ｱｹﾞｲｼ)の｢不動桜｣(福島県郡山市)も、｢紅枝垂地蔵桜」(福島県郡山市)も、三春の

｢滝桜｣に程近く、「滝桜｣の『娘桜』と呼ばれることも多い。この辺には枝垂桜の古株が多い。 

 

これも 15 年後の不動桜である。2017 年 4 月 19 日に撮影したものだが、この年は花期に低温

が続き開花が遅れたため、まだ５分咲き程度である。その分全体の花色が濃く美しい。 
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郡山周辺には色の濃い枝垂桜が多い。これもその一つで通称『忠七桜』と呼ばれている。紅色の

美しさでは前述の『紅枝垂地蔵桜』と双璧をなすといわれている。花の下には昨日、名古屋

からこの地へやってきたという若い女性が、ただ一人この桜を写生していた。この桜を尋ねる

人は少ないようだが、彼女はいろいろと見て、この桜に魅せられたのだという。 
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桜の下にはこの桜の伝来と募金箱が供えられていた。しかしこの周辺は桜の宝庫で、色の濃い桜

淡い桜、花つきの好い切花用の東海桜、どこへ行っても視界から桜の途切れることはなかった。

 

このあたりの桜は地元の篤志家が桃や桜を育てて来たのだという。近所にはカタクリ山もあった。
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この桜の道を抜けてゆくと、何気ない田圃の上の北斜面には、カタクリが群生していた。 

 
会津五桜の｢石部桜｣は樹齢 600 年とされ、白虎隊の飯盛山からも近い(福島県会津若松市）。 
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鶴ヶ城の桜、会津藩主松平容保は京都守護職及び京都所司代として京都の治安を担当。見廻組、

新撰組を用い尊王攘夷派を弾圧。やがて戊辰戦争へ巻き込まれていった(福島県会津若松市）。 

 
鶴ヶ城城址公園の桜、品種名は不詳だが、花つきが素晴らしい(福島県会津若松市）。 
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会津五桜の一つ｢千歳桜｣、かなりの老齢で枯れこんだ枝も多い。前述の｢石部桜｣と、法用寺

の｢虎の尾桜｣、 磐椅神社の｢大鹿桜｣、薬王寺の｢糸桜｣で五大桜となる (福島県会津美里町）。

 

妙関寺の乙姫桜は桜色が濃い。最近ではここにも観光バスが押し寄せる(福島県白河市）。 
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妙関寺の『乙姫桜』は今までに筆者が見た枝垂桜で最も紅が濃かった。伝説によると仙台藩主

伊達政宗公が、徳川家に献上するために苗木を3本持参してこの寺に宿泊した際、そのうちの1本を、

住職が所望したために政宗公がしぶしぶ与えたものと伝えられている(福島県白河市天然記念物）。   
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山間の寺院に咲く桜。このあたりは福島県の内陸部で、久慈川沿いに丘陵地と田園地帯が続く。

川沿いには水郡線が走り、久慈川は茨城県に入り日立港へ注ぐ(福島県棚倉町）。 

 

吾妻連峰を背にして咲く桜。高村光太郎『智恵子抄』の里も近い(福島県本宮市付近）。 目次に戻る 


