(20) 六義園：徳川綱吉の時代に回遊式庭園として
整備された、都内でも屈指の庭園です。紅葉の名
所として知られていますが、季節を問わず樹木や
草花を楽しむことができます。風水を考慮した都
市計画によって江戸城と日光東照宮を結ぶ直線上
に配置されたと言われています。

●

(19) 駒込富士神社：駿河国の富士浅間神社に由来
する神社で、江戸時代は富士信仰の拠点でした。
周辺に鷹匠屋敷があったことと、駒込茄子が名産
だったことから「一富士、二鷹、三なすび」のフ
レーズが生まれました。今でも知る人ぞ知るパ
ワースポットとして人気があります。
(18) 天祖神社：1189年に源頼朝が奥州藤原氏の征
伐に向かう途中、夢のお告げでこの地に神明（天
照大神）を祀ったことが始まりとされています。
空襲によって社殿が焼失しましたが昭和29年に再
建されました。

(21) 東覚寺：悪いところに赤い紙を
貼り付けて傷病治癒を祈願する赤紙
仁王が有名です。谷中七福神の寿老
人も祀られています。大日如来や阿
弥陀如来なども見ることができ、仏
像好きの方は必見のスポットです。
源頼朝と鶴岡八幡宮に由来する田端
八幡神社が隣にあります。

(14) 森鴎外観潮楼跡（森鴎外記念館）：団子坂の
上にあった森鴎外の住居の跡です。この地から
「青年」、「雁」などの名作が生み出されました。
書斎から東京湾が見えたことから「観潮楼」と名
づけられ、当時は文人が集う社交場となっていた
そうです。現在は記念館になっています。
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(23) 富士見坂：その名の通
り、富士山を鑑賞できるポ
イントで、高いビルが増え
た今でも、気象条件などに
よりますが建物の隙間から
富士山を見ることができま
す。1月と11月にはダイヤ
モンド富士を見ようとする
人でにぎわいます。

(24) 諏方神社：1202年の創
建で、日暮里、谷中の総鎮
守として信仰を集めていま
す。高台にあり江戸でも有
数の景勝地としてにぎわい
ました。日暮里は「日が暮
れるのを忘れるほど眺望の
良い里」に由来する地名と
も言われています。

喫茶 花歩
●

○主な距離
日暮里駅～千駄木駅 約1km
千駄木駅～光源寺～夏目漱石旧居跡～根津神社 約1.5km
根津神社表門～根津駅 約500m
根津神社裏門～千駄木駅 約500m
日暮里駅～谷中銀座～三崎坂経由～日暮里駅 約2km

骨董ひよこ堂
●

●

天外天(高級中華)▼
毛家麺店▼

エスプレッソファクトリー
(立ち飲み/テイクアウトは50円オフ)

駄菓子
木村屋

▼
●

●

(5) 谷中霊園：都立の霊園で、
徳川慶喜、横山大観、鳩山一郎、
渋沢栄一など多くの著名人が
眠っていることでも有名です。
桜の季節には花見客でにぎわい
ます。

▼じねんじょ

（薬膳カレー）
●

●
▼

珈琲
千駄木倶楽部

●

▼茶処まるに
▼
10円まんじゅう

▼ ▼
▼

●
●

●

やなか珈琲店
▼つけもの やなぎに桜
おにぎりcafé利さく

Cafe間間間
[さんけんま]

結構人ミルクホール(お一人様向け)
豆腐 room Dy's

(全席禁煙)

(8) 全生庵：山岡鉄舟が建立し
た寺で、縁があった三遊亭円朝
の墓所もあります。6mを超え
る谷中大観音も必見です。

根津珈琲店

白山駅

▼
▼
▼
▼

八百屋お七の墓
（圓乗寺）

(12) 夏目漱石旧居跡：イギリス
留学から帰国後に居を構え、
「吾輩は猫である」 「坊ちゃ
ん」などを発表、現在は石碑と
猫のオブジェが残されています。
森鴎外も住んでいたそうです。

(6) 五重塔跡：幸田露伴「五重
塔」の舞台です。1957年の放
火事件によって塔は焼失し、今
では跡が残るだけです。東京都
の旧跡に指定されています。
(7) 観音寺の築地塀：瓦と土を
交互に重ねて作られた江戸時代
の塀です。昔の風景を現在に伝
えるシンボルとして平成 4年に
台東区まちかど賞を受賞しまし
た。討ち入りの会合に使った赤
穂浪士ゆかりの寺です。

モスバーガー
ブックス＆カフェブーザンゴ
たいやき果川家(かせんけ)▼
▼千駄木 露地(イタリアン)
和菓子 つる瀬 ▼
カフェ・ド・クリエ
Early bird
yorimichi cafe

(4) 羽二重団子：文政二年
(1819)創業。夏目漱石、正岡子
規らの作品にも登場する老舗で
す。庭園の滝を見ながら抹茶
セットを。

▼

千駄木駅

●

日暮里駅

翠屋(竹工芸)
●
谷中銀座 ▼ ▼夕やけだんだん
▼お茶の （猫の集合場所）
金吉園
▼たいやき
▼ひみつ堂(かき氷)
たいち

●

本駒込駅

(3) 天王寺：谷中七福神の毘沙
門天が祀られています。元々は
感応寺という名前でしたが、歴
史的な経緯で現在の名前に到り
ます。1700年頃は目黒不動、
湯島天神と共に「江戸の三富」
として富くじが開催されていま
した。

●

●

●

(2) 本行寺：日暮里駅前の御殿
坂を上っていく途中にあります。
庭が美しく、高台からの眺望が
素晴らしかったことから「月見
寺」とも呼ばれています。小林
一茶も「青い田の 露をさかな
や ひとり酒」などの句を詠ん
でいます。

西日暮里駅

▼ 画材得應軒
●

金太郎飴

▼

(11) 根津神社：今から1900年ほど前に日本武尊が
創祀したとされる神社です。徳川綱吉の時代に建
立された荘厳な社殿は必見です。古くから重要な
神社に位置づけられ、現在は東京十社の1つに数
えられます。庭園もよく手入れされており、5月
頃のツツジ祭りが有名です。千本鳥居も必見です。

▼

●玉林寺：元横綱千代の富士の像

▼
▼

とんかつ ひのき
釜飯 松好
おいもやさん 興伸

(13) 団子坂：千駄木駅から上る坂道です。夏目漱
石の「三四郎」や二葉亭四迷の「浮雲」、江戸川
乱歩の「D坂の殺人事件」など、いくつもの文学
作品に登場します。作品での描写から、昔は今よ
り急な坂道であり、菊人形の名所でもあったこと
がわかります。

●

●

(16) 南谷寺（なんこくじ)：目赤不動とも呼ばれ、
目黒不動などと共に江戸の五色不動の1つに含ま
れます。元々は伊勢国の赤目山で授かった不動明
王を祀って赤目不動としたことが始まりで徳川家
光によって改称させられました。
(15) 駒込大観音：光源寺（こうげんじ）にある巨
大な十一面観音像で、8mほどの像が東京大空襲で
焼失後、平成5年に約6mの大きさで再建されまし
た。毎年7月には縁日「四万六千日 ほおずき千成
り市」が開かれます。
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至・田端駅

(22) 旧安田楠雄邸：大正時代に立
てられ、安田財閥の創始者である
安田善次郎が購入し、お孫さんが
相続した住宅です。現在も修理、
管理されながら一般公開されてお
り、当時の建築や内装、庭園を知
るのに役立ちます（水曜日・土曜
日のみ公開）。

(17) 吉祥寺：この一帯ではかなり敷地の広いお寺
で、二宮尊徳の墓などがあります。人気の「吉祥
寺」という地名の由来になった寺です。明暦の大
火で水道橋から移転した際に、門前町の住民が移
り住んで開拓した武蔵野の地に「吉祥寺」という
名が付けられたことに由来します。

(1) 経王寺：谷中大黒天として
知られる寺で、日蓮上人作とさ
れる大黒天が祀られています。
山門に残る弾痕も歴史を伝える
見所です。これは旧幕府軍と新
政府軍による上野戦争（慶応4
年：1868年）の痕跡です。

▼せんべい

大黒屋

▼

根津駅

▼とうふ工房

須田

▼ 赤札堂
▼

からあげ専門店 とり多津

(10) 旧吉田屋酒店：明治43年
から昭和6年まで営業していた
酒屋。昭和62年に現在地に移
築され、当時の建築や酒屋の
営業形態を知る貴重な資料と
して公開中です（入場無料）。

(9) へび道：藍染川を埋めた暗渠
で、蛇行する道沿いには大人気
のベーグル屋さんなど散策に
ピッタリな店が点在しています。
少し先には、明治28年創業の
「丁子屋」があります。

