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ドブック「特別公
開・通年公開ガイ
ド」と「企画事業
ガイド」を毎年作
成しています。
　発行は9月下旬
で都庁の総合窓
口、各区市町村の
役所の情報コー
ナー、図書館、資
料館、博物館、生
涯学習センターや大学などで配布さ
れます。ガイドブックは文化財めぐ
りや、それぞれの地域の企画事業の
参加申し込みの解説書としてとても
便利です。私は、昨年特別公開され
た文化財を、ぜひ見たかったのです
が、くわしくガイドブックを読まな
かったので、公開ガイド時間に遅れ
たり、また事前申し込みが必要な文
化財だったりして、見逃してしまい
ました。配布場所がわからない時は、
都区市町村の教育委員会にお尋ねく
ださい。また、インターネットで「東
京文化財ウィーク」で検索するとい
ろいろな情報が得られます。
問い合わせ先：�東京都教育委員会�

☎03-5320-6862
【取材】文：広報部会・佐藤美代子

　秋の一日、身近な歴史と文化財に
親しんでみてはいかがでしょうか。

東京文化財ウィークとは
　東京文化財ウィークは平成10年
（1998）より毎年開催され、今年で
16回目ですが皆さんご存知ですか。
この催しの目玉は都内にある普段見
ることのできない、入ることのでき
ない文化財に出会えることです。
　東京都教育委員会の主催のもと、
都内各エリア区市町村では文化の日
（11月3日）を含めた約10日間、都
の文化財が特別公開されます。さら
に10月1日～11月30日の2カ月間、
さまざまな企画事業（文化財めぐり、
特別展、講演会、講座、現地鑑賞解
説会、無形文化財実演など）が行われ
ます。

特別公開事業とは
　昨年の文化財ウィークでは約90
件の文化財が特別公開されました。

そのなかのひ
とつに、今年
5月国の重要
文化財に指定
された目黒区
の「旧前田家
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本邸」洋館があり、1階内庭の「壁
へき

泉
せん

」「渡り廊下」が特別公開されま
した。「旧前田家本邸」は通年公開
されていますが、特別公開期間中の
10月27日（土）～11月4日（日）には
毎日6回ガイドが行われ、期間中の
土曜日・日曜日には特別公開された
「壁泉」と「渡り廊下」のガイドが
午後3回行われました。中央区の日
本銀行本店本館は10月29日（月）～
11月4日（日）に特別公開され、講座
やレクチャー付き見学ツアーも事前
予約制で行われました。
　通年公開されている約380件の
文化財も含めて、各場所には文化財
解説カードが用意されています。上
野動物園では旧寛永寺五重塔のほか
天然記念物のルリカケスなどのカー
ドもあります（在庫がなくなる場合
もあります）。
　カードを集めてあなただけの「文
化財見学ウォーク録」を作ってみて
もいいでしょう。

ガイドブックを手に入れよう
　行ってみようにも都の文化財がど
こにあるかご存じない方も多いと思
います。
　都では東京文化財ウィークのガイ

行ってみよ
う　巡ってみよう！都内の貴重な文化財

東京文化財ウィーク 2013

旧前田家本邸洋館

昨年のガイドブック



新役員紹介
（私のプロフィール）

　遅くなりましたが、5月24日に行われた第

13回定期総会で選出された新役員15名の分担

が決まりました。プロフィールとあわせてご紹

介します。今後とも、よろしくご支援の程お願

い致します。なお、イラストは前回同様、総務

部会員の藤井文乃さんにお願いしました。

事務局長　下
し も

永
な が

　博
ひ ろ

道
み ち

（事業部会長）

　「友の会」入会は日本橋に感動したこ
とから、そこで親切な先輩たちに出会
い楽しい日々を過ごしながら早や10年、
本年度から事務局長と事業部会長を兼
ねることになったが実質は三部会の皆さんに頼るのみ。
諸活動の中ではサークルの「江戸名所図会輪読会」が
仲間との最高の楽しみ、呑めると超最高。健康面では
年齢相応か高血圧で薬服用中、また骨粗鬆症ゆえ転ば
ぬようにと医者からの注意。「一生感動一生青春」が好
き。

会　長　　畠
はたけ

中
な か

　勇
いさむ

　歴史が好きになったのは、15年ほど
前に江戸博に来てからです。館内展示物
を見たり、友の会の「江戸の面影を訪ね
歩く」行事で東京の街を散策して、新し
い発見や思いがけぬ話を聞き、歴史のおもしろさ、先
人の残した教訓など楽しんでいます。海外旅行に出て
も、楽しむのは歴史のあるところ、景色が良くて、食
事がおいしければ最高。多くの会員の皆さんが参加し
て、楽しんで、学んで、・・・友の会の益々の充実に向
け、頑張ります。

会　計　　大
お お

澤
さ わ

　憲
け ん

一
い ち

（事業部会員）

　昨年の2月急きょ事務局長を引き継ぎ
まして、会長はじめ他の役員の皆さんに
支えていただきながらなんとか務めて
まいりました。また今期は広報部会の前
田さんと一緒に、会計を担当することになりました。微
力ですが少しでも友の会のお役に立てればと思ってい
ます。そして今まで以上に多くの同好の方と知り合い、
江戸時代の歴史と文化を楽しみたいと思います。横浜
在住で江戸は遠いですが、まだしばらくは江戸に通い
たいと思います。

副会長　　内
た く み や

匠屋　京
きょう

子
こ

（総務部会長）

　江戸の空間がなんとも懐かしく心地
よい、そんな江戸博（友の会）でいくらか
でもお役に立てたら、ともう1期務めさ
せていただくことになりました。三部会、
部会の皆さまにもいろいろな場面で助けていただき感
謝の日々です。また、江戸東京のあちこちを見学会で
訪ね歩くのも至福のひとときです。どうぞよろしくお
願いいたします。

会　計　　前
ま え

田
だ

　太
た

門
も ん

（広報部会員）

　「明治維新後の発展の基礎は江戸時代
にあった」という主旨の文を読み、江戸
時代の文化・生活に興味をもちました。
定年退職後、友の会に入り、すぐにホー
ムページの管理者の募集があったので、応募しました。
ホームページの管理だけのはずが、『えど友』の原稿を
書くことになり、いつの間にか役員になってしまいま
した。これも何かの縁と思い、多くの方々と接し、楽
しみながら、皆さまと一緒に頑張っていこうと思いま
す。

副会長　　中
な か

村
む ら

　貞
て い

子
こ

（広報部会長）

　友の会に入って3年目に広報部会に入
り、平成23年に役員になってもう1期
役員を務めることになったと思ったら、
まさかの広報部会長です。『えど友』編
集長も兼任になってしまったので、皆さんのご協力を
得ながらこの2年を突っ走るしかないかと思うこの頃。
活動量が増えるだけ、自分の楽しみや江戸東京に関す
る知識も増えていくようになればうれしいですね。

五
い

十
が

島
し ま

　正
ま さ

修
は る

（事業部会員）

　江戸博友の会に入会して、まだ1年半
の新参です。各部会員の皆さまとの触れ
合いの中で、江戸の文化や歴史について
僅かながらではありますが知識が増え
ていくことに無上の喜びを感じています。昨年度は広
報部会にも所属しておりましたが、今年度からは事業
部活動に専念し、少しでも会員の皆さまのお役に立て
るよう精進したいと考えております。今後ともよろし
くご指導のほどお願い申し上げます。
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内
う ち

田
だ

　勝
か つ

元
も と

（事業部会員）

　あれは、「濡れ落ち葉」がはやった頃、
平成16年6月末会社を卒業した。日本
一周を目指して、バイクの免許を取得、そ
してバイクを購入、札所を67カ所まで
巡ったが、いまだ結願していない。それは、「友の会」
に入会してセミナーや見学会に参加したことに原因が
あったのか？特に、現在は、歩くことに興味を持ち歴史
を学び、「知るは知識なり」と自分で納得している。今
回役員として、友の会がより楽しい場となるよう皆さ
まと考えていきたい。

寺
て ら

田
だ

　萬
ま

企
き

代
よ

（総務部会員）

　総会が無事に終わり、新たな友の会が
発足しました。私も２期目に入りました。 
今までも総務部会の役員として参加さ
せていただき、皆様に助けられ何とか
やってまいりましたが、これからも新役員、部会員の
方々とも力を合わせて頑張りたいと思います。友の会
の会員がこれからますます増えてほしいと願って努力
したいと思います。

片
か た

子
こ

澤
ざ わ

　宏
ひろし

（総務部会員）

　江戸博友の会に入会して10年経過し
ました。おかげさまをもちまして当面の
目標（江戸検1級）をクリアーすることが
出来ました。2年前より総務部会に所属
し、友の会への恩返しをしております。明るく楽しい
総務部会での奉仕活動を通じ、友の会運営の「縁の下
の力持ち」になれればと思っております。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

新
に い

倉
く ら

　隆
りゅう

一
い ち

（総務部会員）

　この度役員に再任され２期目のお手
伝いを仰せ付けられました。総務部と町
方書上プロジェクト双方の所属になっ
ていますが、総務部は形だけでもっぱら
町方書上プロジェクトの雑用係りに任じています。「町
方書上」の翻刻本は前期末にようやく初刊３巻の発刊
にこぎ着けることができ、今期および来期の２年間で
全８巻の目鼻を付けられるように頑張りたいと思って
います。皆様方のご支援をお願いします。

佐
さ

藤
と う

　美
み

代
よ

子
こ

（広報部会員）

　会員の方に江戸時代の何がお好きで
すかと聞かれた時、坂本龍馬、写楽、と
人の名前を言ってしまいます。私はいつ
もまず人に興味を持って、その人が生き
た時代（幕末）や作品（浮世絵）も含めて好きになってし
まいます。卑弥呼や紫式部も、古墳や『源氏物語』も
含めて好きという八方美人の歴史好きです。今年は大
好きな大山捨松さんの他に新島八重さんや瓜生岩さん、
会津について詳しく知ることができ満足しています。

監　事　　川
か わ

田
だ

　明
あ き

良
ら

　1993･03･27と刻印された江戸博コ
インが手元にあります。20年前、開館式
の係員として来館した折に作ったもの
です（売店の取扱は既に終了）。その頃は
江戸博を所管する都の生活文化局で仕事をしておりま
した。縁あって平成18年から５年間、江戸博の渉外担
当に。特に用事がなくても運動不足解消を兼ねて毎日
常設展示室を歩き回りました。足を止めて展示を凝視
していると自分なりに新たな発見があり、楽しいです。

田
た

端
ば た

　道
み ち

宏
ひ ろ

（広報部会員）

　私は浅草鳥越に生まれ育ち、今は北区
に在住しております。「友の会」広報部会
に参加して江戸博に足を運ぶ回数も増
えましたので、この機会に生まれ育った
鳥越の地を散策したくなり「ＪＲ浅草橋駅」で途中下
車し寄り道しました。当時を偲ぶ場所が多く、特に今
は暗渠ですが不忍池から流れ落ちた忍川～三味線堀～
鳥越川～隅田川の流路が気になります。流路を訪ねて
江戸情緒に触れてみたいと思っております。これから
は途中下車の回数も増えそうです。

監　事　　松
ま つ

原
ば ら

　　良
まこと

　友の会の設立準備中のビラを偶然手
にして、発足とともに入会。当時はこん
なに深入りするとは思ってもいません
でしたが、4年間も会長を務めさせてい
ただきました。在任中のご支援、ご協力に感謝してい
ます。この度は監事を仰せつかりましたが、今までの
経験を生かしてお役に立てればと思っています。これ
からも「えど友サークル」の活動は続けますが、今後
は好きな落語、川柳や雑俳、水彩画などにも少しは時
間が割けるかなと楽しみにしています。
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永代橋の創架と管理
　永代橋は元禄11年（1698）、上野
の東叡山寛永寺を造った後の残木を
使って造られました。中心になった
のは関東郡代・伊奈半左衛門忠

ただ

順
のぶ

で
す。今の永代橋よりも100ｍ以上北
に架かっていました。橋の場所はか
なり河口に近い所で、海が目の前に
広がっています。景色が素晴らしく、
大いににぎわっていました。廻船の
行き来が多かったので、橋を高くす
る必要があり、それが眺めの良さに
なっていました。
　永代橋は、最初は幕府の費用で造
られましたが徐々に幕府の財政も逼
迫し、橋の管理もなかなかままなら
なくなります。そのうち橋もだんだ
ん古くなり廻船の衝突もあり、朽ち
果てていきます。幕府も仕方なく、享
保４年（1719）永代橋の廃止を決め
ます。しかし、町人たちはそのまま
架けておいてほしいと願い出ました。
橋が廃止されて舟渡しに戻れば、往
来に困ってしまうからです。
　それで橋は取り壊されずにすみま
したが、橋を維持するためにお金が
必要です。享保６年（1721）には、町
人１人より銭２文（約50円）を渡し
銭として受け取りたい、という要望
が町人たちから出されます。一度は
却下されますが、享保11年（1726）
に再び願い出て許可されます。橋の
両端の小屋にいる番人が、町人から
渡し銭を受け取るときは、丸い笊

ざる

で
はなく、笊に柄を付けた「水のう」
（水こし）を用いていたようです。
永代橋崩落
　文化４年（1807）８月19日の富岡
八幡の祭りには大勢の人が押し寄せ
ました。祭りが30年ぶりに再開す

るということで、江戸の人たちは待
ちに待っていました。ところが天候
が悪く、15日の予定が19日に延び
ました。それだけでなく将軍家斉の
弟、一橋民部卿斉

なり

敦
あつ

の舟が橋の下を
通ります。またもや集まった人たち
は足止めを食らい、橋の手前で待っ
ていました。足止めが終わったとた
ん、橋の上へ群衆が一気に殺到しま
した。お祭りの道具もあってかなり
の重みが掛かり、ついに橋が落ちま
した。朝四つ時、今の午前10時か
ら11時の間です。全部で橋桁が30
本あるうち、永代島の方から４本目
と５本目の橋脚が壊れました。舟で
通りかかった豊島屋十右衛門（白酒
で有名な豊島屋の主人）の目撃談に
よれば、千石通し（脱穀の機械）に米
が落ちるように群衆が落ち重なって
いったということです。この時、橋
の上で刀を抜いて人々を押しとどめ
た侍がおり、南町奉行所組同心・渡
辺小右衛門だということがわかって
います。崩落の様子は、後に歌舞伎
「八

はちまんまつりよみやのにぎわい

幡祭小望月賑」や落語「永代橋」
といった演目になり、絵図にもたく
さん描かれました。
犠牲者の中に子供たちが
　水死者の数はいろいろな記録があ
り、どの数が正しいかはわかりませ
んが1,100人は確実だといわれて
います。亡くなった人には幕府から
見舞金が出ました。稼ぎ頭には5貫
文（1貫文は約25 ,000円）、家族内
に亡くなった者がいれば１人につ
き3貫文です。水死者の名前はほと
んどわかっていませんが、たまたま
『御触書之写』に名前が載っていまし
た。霊岸島塩町の又

ま た え も ん

右衛門店
だな

左七の
娘、「いく」ちゃん（６歳）と「かう」

ちゃん（３歳）です。
　犠牲者の慰霊塔は、東京都目黒区
の海福寺と千葉県市川市妙典の徳願
寺の２カ所に残っています。海福寺
の宝

ほう

篋
きょう

印
いん

塔
とう

には碑文が刻まれてい
て、法名（戒名）をもとに、記されてい
る133名全員の出身地がわかりま
した。本所、深川よりも江戸城寄り
に集中しています。子供もたくさん
いました。先ほどの資料に出てきた
「いく」ちゃんと「かう」ちゃんらし
き法名も載っています。霊岸島の所
に刻まれた「童女玉泉 清光」がそう
です。また、小網町の所には「光得」
という法名が書いてあります。日本
橋小網町にあった「行徳」河岸と関
係した人だったのかもしれません。
深川と永代橋の魅力
　永代橋崩落の原因には自然的理由
（①河口に近く、船舶往来のために橋
桁が高い ②波浪・風雨・潮の干満
の影響を受けやすい）と人為的理由
（①橋の管理が公私で繰り返され、維
持保全、管理の不徹底 ②倹約、綱紀
粛正、治安維持対策への反動で祭り
に市民が殺到）がありますが、深川地
域の魅力と橋そのものが人を引きつ
ける魅力も背景にありました。深川
は江戸の町とは趣の違う独立した世
界を形作っていました。また、橋を
渡ることは自分の過去と対峙するこ
とであり、橋とは自分探しのひとつ
の目安となると思います。

レポーターからひとこと
　さまざまな資料や写真の映像に加
え、橋銭徴収用の笊の実物（水のう）ま
で登場し、とても楽しめるセミナーで
した。ラストに流れた「永代橋」の歌
は思わず口ずさみたくなるような名
曲だと思いました。� 参加者118人。
【記録】文・写真：広報部会・菊池真一

第 130 回　江戸東京博物館友の会セミナー（平成 25 年６月 22 日）

「永代橋崩落事故から見えてくるもの」
講師　桐原総一さん（日本エコミュージアム研究会員）
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　装束は、身分制社会において、着
ている人の身分や立場を視覚的に表
現させる手段として、具体的には武
家の官位や、老中などの職制を示す
基点として重視されてきました。今
日は、江戸時代、幕府権力の核であ
る将軍が儀礼で着用した装束につい
て、江戸幕府の服制とともにお話し
ます。
江戸幕府の服制の変遷
　服飾制度は、いにしえより統治と
密接に関わりをもってきています。
江戸幕府の服制は当初定まっていま
せんでしたが、元和2年（1616）『台
徳院殿実紀附録巻三』によると、礼
服の制として、拝賀の際に、身分に
応じて鳥帽子、直

ひた

垂
たれ

、狩
かり

衣
ぎぬ

、大
だい

紋
もん

、
素
す

襖
おう

を着るように記述されています。
通常の服装については衣服の制とし
て、三月三日、四月朔日、五月五日
等の節句に応じて細かく定められま
した。江戸の初期に、一定の服装規
定が定められたことがわかります。
　礼服では、侍従と三位以上の武家
は「直垂」、四位は「狩衣」、五位は浅
野内匠頭でおなじみの「大紋」、六位
は狩衣と似ているが織柄のない「布

ほ

衣
い

」、平士は「素襖」と、官位等に
従い明確に指定がありました。それ
ぞれ、布地、色、冠の紐の種類から、
上下の着方、袴の帯や胸紐の結び方、
足元までも身分ごとに細かく定めら
れていました。
　江戸幕府の服制の構築に尽力した
のは、足利幕府所

ゆ か り

縁の細川氏で、故
実に通じ和歌の誉れの高い細川幽斎
といわれます。江戸幕府と室町幕府
の服飾制度は違っている部分もあり、
それは幕府と朝廷との関係の変化に
よります。その後、６代将軍家宣の
時代、正室の父であった近衛基

もと

煕
ひろ

の
影響により大幅に改変され、公家の
服制の知識が武家側に流入する時代
がきます。ところが、８代将軍吉宗
の時代には旧制へ復帰。この服制の
変化は武家諸法度の変遷とも連動し
ています。さらに幕末に再度変動す
るなど、時代と共に変化していきま

した。
将軍の衣服への関心とお好み
　『徳川実紀附録』によると、服装に
も各将軍の特徴が読み取れます。
　３代将軍家光は若い頃、市中の動
向に影響を受け、かぶき者のような
デザイン性の高いものを自ら好みま
した。６代将軍家宣は、新井白石と
義父近衛基煕により強化された冠服
の制の影響を受け、一方８代将軍吉
宗は、何事もまずは倹約と、質素倹
約に傾いています。９代将軍家重は
公家装束に所縁の深い笏

しゃく

に関心が
あったようです。余談ですが、笏の使
用には襟を正すという意味もありま
すが、裏に式次第などを書いて張っ
てカンニングペーパーのように使う
こともありました。10代将軍家治は、
肖像画に濃い髭が描かれていますが、
身なりに全く関心がなく、いつも髭
も黒々と伸びていたようです。しか
しながら、装束をきちんと着こなせ
ば見違えるほど高貴気品があったと

記されています。
有職故実の情報源、松岡行義
　江戸時代の将軍家の装束について
は、江戸後期の有職故実家、松岡行

ゆき

義
よし

が非常に大きい役割を果たしまし
た。久留米藩士で、公家有職と武家
故実に通じながら机上の学問を排し、
実技を重んじ、文献を渉猟し、絵画、
遺品の調査および復元を行いました。
こうして蓄積された知識が幕末以降
有職故実の復興や再興に大きな役割
を果たしています。
　装束についても、彼の日記である
『後

ご

松
しょう

日記』に興味深い記述が多々
あります。将軍の礼服は直垂でした
が、その後、直

の う し

衣、小
こ の う し

直衣という形
が出てきました。将軍が小直衣とい
う服装をした場合、下の者は何を着
るべきかなど、服飾の上下秩序に関
する意見も記されています。小直衣
は位に関わらず好きな色や文様を選
べます。11代将軍家斉はお洒落で装
束への関心が高く、この小直衣を好
みました。その時に製作させた裂地
が多数残っています。今日はそれを
ご覧いただきたいと思います。江戸
後期に製作した裂地に、平安時代な
ど古い時代の図案が多数反映されて
いるのは、松平定信が全国的に古物
調査をさせた時期に重なっているか
らです。『後松日記』に製作記述が
残っている家斉の小直衣の下絵も今
日伝わっています。記述そのままに、
新古今和歌集の藤原俊成の歌を基に
イメージした、咲き乱れるヤマブキ、
玉川の水の流れなどのデザインが見
て取れます。
　このように、江戸幕府の服制は、幕
府の武家制度の強化、社会情勢、博
物学や有職故実研究の充実度と、密
接に連動し変化していきました。

レポーターからひとこと
友の会古文書講座の人気講師でもあ
る田中先生は、茶道、香道、蹴鞠、和
裁と幅広い趣味を持ち、葵祭などの着
装もお手伝いされるとのこと。江戸の
服制を、実学として理解されているこ
とに驚きました。� 参加者170人。
【記録】文・写真：広報部会・深尾恵美子

第
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会員からの投稿
それからの吉宗

高　田　利　正
　以前は「中風」と言う病名をよく
耳にしていた。突然半身不随にな
る、言葉が話せないなどの症状を発
症、死亡率も高く、助かっても後遺
症で寝たきりになると恐れられた病
気である。いつの頃からか、この語
に代わり脳卒中（脳梗塞・脳出血）と
いう病名を頻繁に聞くようになった。
厚生労働省の患者調査では「脳血管
疾患」の総患者数は1,235千人と推
計されており、最大の要介護原因の
疾患といわれている。このため日本
脳卒中学会では総合的な対策を求め、
「脳卒中対策基本法（仮称）」の早期制
定を政府に要望している。
　ところで、強靭な体力、ずば抜け
た胆力が伝説的に語られている暴れ
ん坊将軍、徳川吉宗が隠居後中風を
発症したとの話である。氏家幹人著
「江戸人の老い」（PHP新書）に「それ
からの吉宗」の一章がある。お側衆
の小笠原石見守政登の日誌等を基に、
大御所吉宗の闘病の状況が書かれて
いる。読まれた方も多いと思われる
がそのごく一部を紹介しよう。
　吉宗は隠居の翌年、延享3年（1746）
11月に中風で倒れ、一時はかなり
危機的な状態であったがなんとか回
復し、翌年3月1日お床上げのお祝
いが行われた。といっても右半身麻
痺と言語障害は残り、言葉は不明瞭
で意味が聞き取れなかった。石見守
がいちいち内容を推測して聞き返し、
ようやく意思が通じる状況であった。
起居が不自由なため食事、排便や入
浴は大変であったが、小姓たちが麻
痺した手を支え、体は帯をつかんで
寄り添い支えるなどいろいろ工夫し
ながら毎日献身的な介護を行った。

大御所も積極的に歩行の努力を重ね、
時には介助をされながら城内を散策、
さらには徐々に城外にも出られ鷹狩
も試みられた。症状は次第に回復し
ていったが、右半身麻痺、言語障害
は依然続き、寛延4年（1751）には
4月下旬から浮腫の症状が出て6月
20日68歳でご逝去された。
　現在、医学医術の発展は著しく、脳
卒中の治療やリハビリテーションも
格段の進歩を遂げているが、高齢社
会を迎え発症数は今後ますます増加
が予想されるという。日本脳卒中協
会では啓蒙活動の一つとして「脳卒
中予防十か条」を作成している。私
もこの十か条等を守り予防に努めた
いと考えている。
　

お江戸日本橋

吉　田　ゆきゑ
　私は伊勢生まれですが東京に住ん
で60余年、すっかり江戸に親しんで
います。
　お江戸日本橋七ツ立ち初のぼり
　行列そろえてあれわいさのさ
　こちゃ高輪夜明けて提灯消す
　こちゃえこちゃえ
　私はお江戸というとこの「お江戸
日本橋」の歌を思い出します。
江戸を午前4時に出発、初めての
京へ行列をそろえて、さあ出かけ
ましょう
そろそろ高輪、夜明けになったら
提灯を消そう、こちらへこちらへ
の意味はよくわかります。そして昔
を思い出しながら歌います。
　今の日本橋からはちょっと想像で
きませんが、浮世絵を見る思いで博
物館内の日本橋を渡っています。い
つ行っても昔の江戸に会える博物館
です。一度中村座のバックヤードを
見せてもらうイベントに参加、なる
ほどと頷きながら見学しました。特
別展もほとんど見ています。
　いつでしたか、孫がイギリスに留
学中お世話になったホームステイ先
のご両親が来日された時も、当館へ
案内しました。展示してあった人力
車に楽しそうに乗っていた写真をな
つかしく思い出して見ています。浮
世絵も食い入るように見ていました

し、外国人にとっても非常に魅力的
な場所です。
　今年は伊勢神宮の20年毎の遷宮
式がとり行われるとの事、昨年たま
たま伊勢でお木曳きに出会いました。
大木に縄が巻かれてあちこちに垂

しで

が
下がり、氏子が大勢で曳くなかなか
立派な行事でした。今年の遷宮式に
はぜひ行ってみたいものだと思って
います。

えど
友 サークル紹介
◤「落語で江戸散歩」をなぞる会◢
　サークル紹介の7回目は［「落語で
江戸散歩」をなぞる会］です。この
会は昨年12月に所期の目的を達成
して解散した「神田川を歩き楽しむ
会」のあとを受け2月に発足しました。
　「落語で江戸散歩」とは、会報『え
ど友』に平成20年3月（第42号）から
24年3月（第66号）まで25回にわた
り、3人の執筆者により連載されたシ
リーズものです。その各号に掲載さ
れたルートを丹念に歩こうという趣
旨で今回は4回目。1回に2度ずつ日
にちを決めて開催されますので、参
加者は都合のいい日に参加できおお
いに助かるようです。また、事前に
会員各自に送付される資料にも世話
人松原良さんの配慮がうかがえます。
　今回の例ですと、①ご案内（案内本
文になるもので、コース概略から細
かい注意事項が記載されている）②
順路イメージ図（おおまかな歩く順
路が描かれている）③「落語で江戸
散歩」掲載頁のコピー（第46号・疝

せん

気
き

の虫）④解説資料（世話人記載）
⑤参考資料『落語「疝気の虫」概要』
など、と充実しています。今回は6
月27日と30日に開催され、私は30
日に同行しました。集合場所は東京
メトロ東西線「東陽町」駅1番出口
（地上）。
　「疝気の虫」という落語の内容につ
きましては誌面の都合で割愛し、今
回歩いた順に名称だけ掲げておきま
す。「東陽町」駅前―平井新田塩浜跡
―長州藩大砲鋳造場跡―仙気稲荷神
社―富賀岡八幡宮（元八幡）―旧大石
家住宅―砂町文化センター（石田波
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郷記念館）―浜兵衛稲荷神社―精製
糖工業発祥の地―大島稲荷神社―塩
なめ地蔵（宝塔寺）―中川船番所資料
館で終了、解散（都営新宿線「東大
島」駅の近く）。歩いたのは午後1時
半から3時間余、全行程約8kmはい
つもより距離があったようです。
　毎回コースの下調べのために最低
一度は歩いてポイントなどを抑えて
いる松原さんの地道な労苦に頭が下
がる思いがしました。この会の入会
者は現在100人を超え、毎回80人
ほどの人が参加（この日の参加者は
32人）、盛会を極めています。落語
に関心の有る無しにかかわらず、入
会はいつでもOKとのことです。

【取材】文・写真 :広報部会・福島信一

サークルだより
えど友

◆「落語で江戸散歩」をなぞる会
６月分は上記「えど友サークル紹介」
に詳細を記載。27、30両日併せた参
加者は82人。7月27日（土）えど友
第62号「落語で江戸散歩㉑たがや」
をなぞって、今回の舞台は両国橋の
上だけのため特別企画として隅田川
と花火の映像を鑑賞し、松原良さん
の狂歌の解説、その後両国橋上から
の花火見物としたが橋を渡ったとこ
ろで豪雨のため急きょ解散となった。
参加者58人。
◆落語と講談を楽しむ会
6月18日（火）一龍齋貞水の講談「細
川の茶碗屋敷」と三遊亭歌之介の落
語をはじめDVD3席を鑑賞した。参
加者21人。7月23日（火）「柳家一門
競演」として柳家喬太郎の「小言幸
兵衛」をはじめDVD4席を鑑賞した。
参加者23人。
◆藩史研究会
6月14日（金）清水昌絋さんによる
「信濃国上田藩」の発表。上田藩の歴
代藩主の変遷とそれぞれの時代の発
表があった。参加者19人。7月12

▼仙気稲荷神社にて

日（金）国定美津子さんによる「下野
国茂木藩」の位置関係から始まる密
度の濃い発表だった。参加者15人。
◆日本の大道芸伝承会
6月7日（金）日本の大道芸演目を当
時の資料を踏まえて説明と実演�（が
まの油売り）。参加者2人。
7月4日（木）参加者2人。
◆江戸名所図会輪読会
6月20日（木）柏木譲さんが担当し、
道玄坂を中心に発表。参加者18人。�
7月18日（木）西村英夫さん担当で
北澤淡島明神社～常盤橋の三軒茶屋
周辺を写真、地図を使いながら発表。
参加者20人。
◆古文書で「八丈実記」を読む会
6月13日（木）参加者6人、6月28日
（金）参加者8人、7月11日（木）参加
者6人。7月26日（金）参加者8人。
◆江戸東京を巡る会
7月9日（火）歳時記シリーズ第2回
として旧新橋停車場跡から浜離宮庭
園へ。その後水上バスで浅草へ向か
う。参加者47人。

●新サークル・メンバー募集

◆「江戸を語る会」
　「江戸時代の町と暮らし」に興味
と関心のある会員が集まり、所感を
述べ合い、楽しみながらより深い理
解を得るためのサークルです。テー
マはその都度次回のテーマを決めい
ろいろな角度から意見交換をしま
す。江戸の町と暮らしを見つめ、現
代の私達が抱えるグローバル化、地
球温暖化等を考えるときのヒントを
求めたいと思います。多分野な方々
のご参加を心待ちしております。年
に2～3回開催したいと考えていま
す。外国の方の参加も歓迎です。時
にはテーマにかかわりの深い現地を
訪れる東京近郊での開催も考えてい
ます。ご希望の方は9月末日までに
事務局宛てに氏名、会員番号を明記
してはがきでお申込みください。
� （世話人・須賀　靖）
＊　　　＊　　　＊　　　＊

●各サークルとも引き続きメンバー
を募集しております。参加希望の
方ははがきに①サークル名②会員
番号③氏名を記入の上友の会事務
局へお申し込みください。ただし、

輪読系の２サークルについては定
員に欠員が出たときに先着順で参
加いただく事になります。

友の会めも（開催日と人数）
平成25年6月～7月

◆役員会6月11日（火）15人。7月9日
（火）14人。◆事業部会6月4日（火）
22人。7月2日（火）20人。◆総務部
会7月2日（火）16人。7月23日（火）
12人。◆広報部会6月18日（火）14
人。7月16日（火）12人。◆古文書講
座　入門編6月5日（水）午前88人・
午後81人。7月3日（水）午前81人・
午後83人。初級編6月19日（水）午
前61人・午後42人。7月17日（水）
午前51人・午後54人。中級編6月
15日（土）午前38人・午後25人。7
月20日（土）午前39人・午後23人。
◆町方書上翻刻プロジェクト6月6日
（木）A8人・B10人。6月20日（木）
A8人・B10人。7月4日（木）A8人・
B7人。7月18日（木）A7人・B8人。

「町方書上翻刻本」を寄贈

　町方書上翻刻プロジェクトでは、
前年度末に「町方書上翻刻本」全8
巻の内、初刊3巻を発刊致しました
が、過日2月24日、竹内館長をはじ
めとする江戸博関係者を交えての記
念式典を開催、関係者への寄贈を行
うと共に、多数の会員希望者への実
費頒布を行いました。
　またその成果を少しでも世に問う
ため、当初の計画通り、国立国会図
書館、都立中央図書館、江戸博図書
館をはじめ「町方書上」に記載され
ている各区の中央図書館15カ所に
寄贈致しました。
　その一環として6月13日には友
の会川田監事の案内で麻布の都立中
央図書館を訪問し、同館サービス部
長森田さんに手渡し寄贈しました。

▲都立中央図書館にて･
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な職務の方々に執筆をお願いしています。
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友の会カードはこんなに使える！
～東京都歴史文化財団各施設での特典一覧～

　「入会のご案内」に記載されている「会員の特典」
の詳しい内容を知りたいというご意見がありました。
各施設での特典をまとめましたので、ご参照下さい。
各施設に入館の際は、受付で「会員証」をはっきりと

提示して、有効期限などの確認を受けるようにお願い
します。ミュージアムショップやレストランなどでの
支払いの際も同様です。会員証を忘れた場合、下記の
特典は受けられませんのでご注意下さい。

施　設　名 常設展 企　画　展※ ミュージアム
ショップ

レストラン
カフェ そ　の　他

江 戸 東 京 博 物 館 無料
特別展

一般料金半額
同伴者2割引（1名限定）

５％引き
（一部商品を
除く）

10％引き

・えどはくカルチャー２割引
・ホールでのイベント割引
・�墨田区観光協会（１階の
ショップ）５％引き

江戸東京たてもの園
入園料
一般料金
２割引

（入園料で入場可） 注１

東京都写真美術館 　 一般料金２割引 　 注２

東 京 都 美 術 館 　 団体割引料金適用 ５％引き

東京都現代美術館 一般料金
２割引

一般料金２割引
（企画展チケットで常

設展入場可）
５％引き

東 京 文 化 会 館 　 　 注３

東京都庭園美術館 改修工事のため全面休館中（平成26年リニューアル開館予定）

注１：武蔵野うどんの店「蔵」100円返金割引（うどん・弁当・カレーライスのみ）、武蔵野茶房にて５％引き
注２：１階ホールでの上映割引（上映によって割引の有無および率が異なる）
注３：５％引き（会員本人に限る）　２階レストランのみ（カフェを除く）
※「企画展」とは各施設主催の展覧会を指します。外部団体が貸しスペースで行うものは含まれません。

　４月から事業推進係で広報業務を
担当しています。それまでは経理係
で席に座っていることが多かったの
ですが、一転して今は取材対応や打
合せなどで館内を歩きまわっていま
す。広報という仕事に就いた以上、
もちろん館内のことを知り尽くして、
世の中に江戸博をPRしていくこと
が重要な仕事ですが、恥ずかしなが
ら歴史も館内のことも４月から毎日
のように知らないことに出合い、ぶ
つかりながら勉強する日々です。
　先日、ミャンマーのテレビ局の
取材がありました。ミャンマーで
はNHK大河ドラマ「篤姫」が放映

されることになったそうです。それ
に伴って鹿児島や東京を訪ねて篤姫
の足跡を紹介する特別番組を制作し、
その番組内で江戸東京博物館を紹介
してくださるとのことでした。取材
に来たスタッフの方にミャンマーで
は日本のテレビ番組は頻繁に放送さ
れているのかを伺ったところ、現在
は中国や韓国の番組が圧倒的に多く、
日本の番組は少ないとのことでした。
ただ、ミャンマーには親日家が多い
ので日本のテレビ番組ももっと放送
したいとおっしゃっていました。今
回の撮影箇所となった江戸ゾーンに
ついても、ミャンマーの人びとが見

たことのないものばかりなので興味
深いとのことでした。
　今年度はミャンマーに限らず、フ
ランスやドイツといった国からも取
材陣が来館しています。また、常設
展示室には世界各国から来ているお
客さんがおり、海外の方の江戸や東
京に対する高い関心が窺えます。さ
まざまな国の人と江戸東京博物館は
どうやって繋がっていくかを考えさ
せられるとともに、彼らの目にはど
のように江戸東京が映っているのか
といった好奇心を駆り立てられます。

「海外との繋がり」 管理課事業推進係　　　谷　川　真実子
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第５回　えど友研究発表会（平成 25 年 8 月 6 日）

日本刀と吉原、硬軟両極端のテーマを2会員が講演
第5回の「えど友研究発表会」が8月6日（火）、江戸博１階の大ホールで開催されました。

今回はともに80歳を超えるベテラン会員のお二人、佐藤さんは親子2代にわたる刀剣研究家、
また若松さんは『えど友』71号の「会員に聞く」で飾り海老職人として紹介された浅草生まれの江戸っ子、

硬軟取り混ぜての大変ユニークな発表会となりました。参加者は83人でした。

享保諸国鍛治 
　御改めの研究
� 佐藤幸彦さん

　「享
きょう

保
ほう

諸
しょ

国
こく

鍛
か

冶
じ

御
おん

改
あらた

め」とは、享保年
中に８代将軍吉宗が全国に布令を出して、
領内の刀鍛冶の名を申告させ、かつサン
プルを提出させたことの記録です。似
たような話に3代将軍家光が全国の武芸
者を2人ずつ組み合わせて試合をさせた
「寛永御前試合」がありますが、これは講
談師の創作であって全くの虚構です。享
保諸国鍛治御改めは、徳川実紀の『有

ゆう

徳
とく

院
いん

殿
でん

御
ご

実
じっ

紀
き

附
ふ

録
ろく

』に記載されている史実
です。私は半世紀をかけて刀剣の研究に
いそしみ、江戸博の図書室に『日本刀研
究佐藤幸彦刀剣論文集』を寄贈しました
が、その中から掲題についてお話します。
　御改めの全貌をお話すると刀鍛冶の名
簿が主体になって、友の会の皆さんには
興ざめと思い、話題を次の２点に絞りま
した。
　一つは昌平坂学問所本の中で、たまた
ま越前領主松

まつ

平
だいら

伊
い

予
よの

守
かみ

の名が脱字だっ
たために、越前下坂系の刀工上

かず

総
さの

守
かみ

宗
むね

房
ふさ

が、間違って備中新見の刀工にされてし
まいました。そのため、その後の山田浅
右衛門の著書と伝えられる「古今鍛治備
考」や、安政頃の「古今鍛治銘早見出」、
そして現代の銘鑑にまで誤りがずっと波
及しています。これは私の発見で、新見
市の愛刀家たちは、山の中の小藩（横溝正
史の小説「八つ墓村」のモデルになって
いる場所）の何処に宗房という刀工が居
たのだろうと、私が指摘するまで疑問に
思っていたそうです。愛刀家は郷土の刀
工にも深く関心を寄せるようです。
　もう一つの話題は大藩の代表、加賀藩
が命令にどう対応したか、ということで
す。加賀藩には江戸時代を通じて、兼若
という名工が代々続いていました。各藩
がそれぞれ自藩の代表工の作品を提出す
るとなると、さながらコンクールの様相
を呈してきます。加賀藩は今枝直方が兼
若に扶持を与えていたので、所持してい

る奉納や贈答に好まれるような兼若の他
に陀羅尼勝国の作を提出しました。これ
に関し、加賀藩が雇っていた本阿弥十郎
左衛門から密書が来て、兼若は上様のお
好みに合わないと連絡して来ました。将
軍の好みはガッチリした造り込みで、厚
みも長さも十分な豪刀だというのです。
「しまった！価値観の差はどうしようも
ない」というわけで、あらためて兼若の
刀のうち、将軍の好みそうなものを選ん
で再提出し、ベストテン入りに成功した
のでした。
　これはいわゆる後出しジャンケンです
が、大藩が本阿弥を雇えばこのようなこ
とも可能だったわけです。

私が見た　聞いた 
　「吉原遊廓」

若松謙二さん

　吉原遊廓の歴史は、明暦大火後、日本
橋の旧吉原から下谷千束田圃の水戸家所
有地に転地になって以来、売春防止法が
施行された昭和33年までの約300年間
です。
　江戸吉原、京都島原、大坂新町、伊勢
古市、長崎丸山は、江戸期の五大遊廓で
すが、そのなかで、吉原遊廓だけが今も
吉原ワンダーランドとして、多くの人を
魅了しています。
　江戸時代の遊女については、「生きて苦
界　死して浄閑寺」に象徴される人生と、
少数ではあっても苦界から抜けて幸せな
人生を送った遊女もおりました。
　江戸期の吉原遊廓の賑わいは、堺町、葺

ふき

屋
や

町
ちょう

から猿若町へとつながる芝居町の
人気と、浅草寺奥山の繁盛とのトライア
ングルのなかで、相乗効果になっていま
した。加えて、深川木場の材木問屋（遊廓
の普請材料）他、ここで消費される金銭が
江戸経済の大きな支柱になっておりまし
た。
　第二次大戦後、吉原遊廓は華やかな花
魁道中もなく、大身の大名のお客もいま

せんでしたが、昭和25年、私が高校1年
生のとき、吉原遊廓内でイベントとして
花魁道中が行われました。私は母親から
「花魁道中をやっているから見に行って
おいで」と教えられ、最前列で見ていま
した。わが子の教育環境のことを考えた
孟母三遷の教えとはまるで反対に！
　その頃の吉原の状況は、というと……
１．生きて苦界ではあっても、死して浄
閑寺というような悲惨な結果は皆無で
した。
２．戦後の人権意識の台頭で、経営者（楼
主）意識が戦前とは異なっていました。
３．揚げ代の配分制が適応されました。
４．抱え主制度のほかに、部屋借り営業
の娼妓がおりました。
５．接客は相互の交渉で決まり、時には
おばさん（身内ではない）が代理になり
ました。
６．娼妓の外出などは、かなり自由な側
面がありました。
７．吉原病院という治療機関が隣接され、
衛生管理が非常に厳しく徹底されてい
ました。
8．娼妓の中には結婚し、子供を連れて
楼主のところに挨拶に来る人も多くお
りました。
　戦後は戦前と変わらぬ吉原遊廓の賑わ
いを見せ、御酉様の日には廓中に人があ
ふれていました。また猿若町に替わって
浅草興行街の大繁盛（映画や演劇が終演
になると、浅草から上野まで人の行列が
できていました）と浅草寺の参詣人の多
さは、戦後復興のシンボルでした。
　その東京一の興行街が吉原遊廓の終焉
と同時に落日を迎え、現在は、浅草演芸場
のみになってしまいました。吉原の影響
の強さを改めて実感させられます。急速
に変貌してしまった千束界隈ですが、一
度訪れて見てはいかがですか？「おはぐ
ろどぶ」の跡を偲ばせる段差や、あの紺
屋高尾が花魁道中で歩いたであろう敷石
など、かつての吉原遊廓の痕跡が見つけ
られるかも知れません。

【記録】文：広報部会・岡本　脩
写真：同・前田太門　　
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　『江戸名所図会』は、神田雉
き

子
じ

町
ちょう

の名主を務めた斎藤家三代によって
編纂されました。しかし、文章から
誰がどの部分を書いたかはわかりま
せん。江戸名所図会は明確な編纂方
針の元に書かれ、その内容
が統一されているからです。
　さて、前回からの続きは
愛宕神社のお隣、青松寺で
す。今回のエリアは図会の
順番通りに行くと、行った
り来たりがあるので、道な
りに歩いてみました。
萬年山青松寺から 
西窪八幡宮
　青松寺は文明8年（1476）�
に太田道灌が現在の平河町
辺りの貝塚という地に建て
たお寺ですが、慶長5年（1600）、現
在地に移転しました。「當寺の後の山
を含

がん

海
かい

山
さん

と号
なづ

く。眺望愛宕山に等し
く美景の地なり」とあるように、お
寺の敷地は愛宕山の南に続く丘陵に
なります。本堂の右脇から背後へ回
ると池があり、シオカラトンボが飛
んでいました。池から頂上の墓地ま
で100段近くの階段が続いていま
す。檀家以外の墓参はお断りとある
ように、人を寄せ付けない雰囲気の
するお寺でした。
　青松寺を出て左に曲がり、愛宕山
トンネルをくぐって左折すると右手
に天徳寺が見えてきます。ちょうど
愛宕山の裏手にあたる位置です。「花

か

洛
らく

智
ち

恩
おん

院
いん

に属す。浄
じょう

家
け

江戸四
し

箇
か

の
一にして紫

し

衣
え

の地たり」と、大きな
お寺でしたが戦災で当時の面影は失
われています。境内に区の文化財の
「弥陀種

しゅ

子
じ

板
いた

碑
び

」があり、永仁６年
（1298）の文字が読めます。鎌倉時代

の板碑の典型とされ、貴重なものの
ようです。
　天徳寺から神谷町交差点に出て左
折すると５分ほどで西

にしのくぼ

窪八幡宮で
す。西の窪とは愛宕山の西、増上寺
の後の谷をいいました。ここは寛弘
年間（1004～12）に源頼信が石清水
八幡を霞ヶ関に勧請したのが始まり
で、「慶長五年関原御一戦の時崇

すう

源
げん

院
いん

殿
でん

より其
その

戦
いくさ

御勝利と御安全との御
願書をこめられ」とあるように、お
江
ごう

の遺志で寛永11年（1634）にお宮
が建立されました。境内には都の指
定史跡である「西久保八幡貝塚」が
ありますが、説明板のみで貝塚その
ものを見ることはできないようです。
境内では道着姿の男性たちが古武道
の稽古をしていました。

飯倉から熊野権現宮
　八幡神社を出て少し戻り、裏側を
回って三年坂から雁

がん

木
ぎ

坂
ざか

を経て飯倉
に出ます。現在の飯倉交差点は西久
保四辻と呼ばれていました。飯倉は
「此地は往

その

古
かみ

伊勢太神宮の神
み

厨
くりや

の地
たりし故に其

その

御
ご

饌
せん

料
りょう

の稲を収めし
倉を飯倉と唱

とな

え、いつしか地名に呼
けるなるべし」とあります。倉が立
ち並んでいたのでしょうね。
　交差点から永井坂を上り金地院へ
向かいます。東京タワーの立ってい
る場所は金地院の敷地でした。黒衣
の宰相と呼ばれた金地院崇

すう

伝
でん

が有名
ですが、八角形の本堂の右側一帯に
現在のお寺の規模には不釣り合いな
ほどの立派な墓地があります。ほと
んどが南部家のお墓です。なぜ、ここ
に南部家のお墓？と強く興味を引か
れました。図会には宝永の頃の南部
の領主と境内の閻魔王の石像につい
てのいわれが書かれています。後日

名
所
図
会
を
歩
く
…
⑨

［萬年山青松寺から赤羽橋］
再訪し、盛岡南部家の江戸に居住し
ていた正室、側室、子女の墓や、八
戸藩、七戸藩の藩主の墓を確認しま
した。それぞれの墓所にある石造り
の門扉など、崩れたところもありま
すが手入れは行き届いています。
　金地院からまた飯倉交差点に戻り、
桜田通りを南に下るとすぐ右手に熊
野権現宮があります。小さなお宮で
すが、「毎年六月朔日より三日まで祭
礼を修行す」とあるように、知らず
に行ったらちょうどお祭りで御神輿
が出ていました。歩道には金魚すく
いや綿飴売りなどいかにもこの地の
お宮さんといった風情でした。
心光院から赤羽橋
　熊野神社を出てすぐの歩道橋に上
がると、向かいの小路の奥に心光院

の赤い三門が見えます。こ
こは「お竹如来の縁起」が
有名で、境内にお竹如来像
と、お竹さんが使った流し
板を祀ったお堂があります。
江戸大伝馬町佐久間勘

か

解
げ

由
ゆ

の使用人、お竹は生来慈し
み深く、自分の食事を貧し
い人に分け与えて自らは洗
い流しの飯粒を受けて食べ
ていたといいます。お竹は
大日如来の化身として崇め
られ、この話を聞いた桂昌

院がお竹の使った流し板を増上寺の
別院であった心光院に寄贈したとあ
ります。
　桜田通りをさらに南下し、赤羽橋
交差点に向かいます。この辺りは勝
手が原と呼ばれ太田道灌の頃は三田
の方へかけて広大な原野だったそう
です。交差点の南側を流れるのは渋
谷川の下流で、図会では赤羽川と
なっています。河原の北には毎朝肴

さかな

市が立って繁昌し、茶店も多くあり
ました。心光院も図会の頃はこの辺
りにありました。挿絵でその様子が
よくわかります。対岸に見える長く
続く塀は有馬家の御屋敷でしょうか。
橋を渡った南詰に大正15年（1926）
に架け替えられた赤羽橋の親柱が残
されていました。
【取材】歩いた人（文・写真とも）：

　広報部会・中村貞子
（えど友ホームページに地図と写真
レポートが掲載されています。）

江戸

金地院・南部家墓所

▲長谷川雪旦　　赤羽
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９月から第２期を開講
　すでに申込は締切っておりますが、9月から下記日程で
第２期を開講します（一部開講日・場所の変更あり）。
◆入門編
•講師：田中潤さん（学習院大学文学部史学科助教）
•開催日：９/４（水）、10/９（水）、12/4（水）
　�『えど友』74号及び受講票でお知らせした11/6（水）の
学習室は、12/4（水）の広い会議室に変更いたしました。

◆初級編
•講師：安藤奈々さん（学習院大学大学院史学専攻）･
•開催日：9/18（水）、10/16（水）、11/27（水）
◆中級編
•講師：吉成香澄さん（学習院大学大学院史学専攻）
•開催日：9/14（土）、10/12（土）、11/16（土）

•時間：各講座とも
　　　　�午前の講座は10時30分～12時30分
　　　　�午後の講座は14時～16時
•会場：各講座とも江戸博１階会議室です
•参加費：各講座とも全3回1,500円（初回一括払い）

【企画担当責任者】宮　俊（事業部会）

「再訪　江戸城周辺の探訪―その４（外濠）」
◆�江戸城周辺の再探訪シリーズの４回目です。江戸城外濠
は国指定の史跡です。江戸城外郭を東西約5.5㎞、南北
約3.5㎞の楕円形で囲み、いかなる敵をも寄せ付けない
巨大な要塞です。この外濠は絶大な権力をもつ江戸幕府
の天下普請により、江戸城総構え工事として完成させま
した。今回もその外濠に沿って、市ヶ谷～赤坂～溜池ま
でを散策し、その周辺に残る遺跡・遺構を探訪し、江戸
城外濠の壮大さと歴史をしのびます。所要時間は約３時
間半、東京メトロ有楽町線及び南北線「溜池山王」駅で
解散となります。

•開催日：９月29日（日）12時45分集合。
　�集まり次第、時間前でも順次出発します。
•集合場所：�ＪＲ総武・中央線「市ヶ谷」駅左手向かい

側交番裏の小公園
•申込締切：９月17日（火）必着
•定員：150人　�同伴者可�

（はがきに氏名、住所、電話番号連記）
•参加費：会員、同伴者とも500円（当日払い）

【企画担当責任者】大澤憲一・山本隆　（事業部会）

忍城・国宝「妻沼聖天」・さきたま古墳群を
巡る見学会（バスツアー）
◆�今年は、忍

おし

城
じょう

・国宝「妻
め

沼
ぬま

聖
しょう

天
でん

」・さきたま古墳群を巡
るバス（はとバス）の旅を企画しました。忍城は、別名「浮
き城」と呼ばれ、映画「のぼうの城」のモデルになった
城で、石田三成による水攻めに耐えた城として有名です。

　�妻沼聖天は、正式名を「聖天山歓喜院長楽寺」と称し、
建久8年（1197）の建立。本殿は廟型式権現造りで、平
成24年（2012）国宝に指定されました。その他、近くの
さきたま古墳群を訪れます。奮ってご参加ください。

　帰着は江戸博に18時ごろの予定です。
•開催日：10月3日（木）　午前7時30分集合、8時出発
•集合場所：江戸博北側入口　レストラン前
•申込締切：9月13日（金）必着
•定員：120人（バス3台）　同伴者１人可（はがきに氏名、
住所、電話番号連記）、申込多数の場合は抽選

•参加費：会員6,500円（拝観料、昼食代、ガイド料含む）
同伴者�7,000円（同）参加費は前納（参加申込者に振込先
と期限を通知します）。

【企画担当責任者】宮　俊・五十島正修（事業部会）

第134回「利根川改変と江戸の開発」
講師　橋本直子さん

（葛飾区郷土と天文の博物館　学芸員）
◆�利根川は、上越国境の大水上川を水源とし、長さは
信濃川に次ぐ全長322 km、流域面積は日本最大の
16,840km2を有する大河です。今から400年以上前、
徳川家康の号令のもと行われた工事が発端になり、そ
の後約100年間で、渡良瀬川・利根川・常陸川の各河
川が最終的には利根川水系として一体化されました。
　�この所

いわゆる

謂「江戸川東遷事業」はその後の江戸の水田開
発・舟運・防災・町づくりに大きな貢献を果たします。
今回のセミナーでは講師の専門分野である「河川環境

●江戸東京博物館�開館 20周年記念特別展
　「明治のこころ�－モースが見た庶民のくらし－」
◆�大森貝塚発見者のモースは滞日中、当時の庶民の暮らし
に関わる品々を収集しアメリカへと持ち帰りました。モ
－スのコレクションと彼の眼差しを通して明治という時
代を描く展覧会です。ご担当の小林淳一副館長に「見ど
ころ解説」をお願いしていますので、ご期待ください。
•開催日：9月27日（金）17時～19時
•申込締切：9月20日（金）必着
•会場：江戸東京博物館・１階ホール／1階展示室
•定員：200人　同伴者可（はがきに氏名連記）
•参加費：会員500円・同伴者600円（当日払い）

【企画担当責任者】下永博道（事業部会）

　�学」の視点から、利根川本流の複雑な改変過程とこれに
伴う江戸の開発を３Ｄ的な感覚でお楽しみいただきます。

◆講師略歴：はしもと・なおこ
　�東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了（環
境学）　1991年から「葛飾区郷土と天文の博物館」に学
芸員として勤務、現在に至る。

•開催日時：10月20日（日）14時～15時30分
•申込締切：10月７日（月）必着
•会場：江戸東京博物館・１階ホール
•定員：200人　同伴者可（はがきに氏名連記）
•参加費：会員500円・同伴者600円（当日払い）

【企画担当責任者】五十島正修（事業部会）
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会員優待のお知らせ会員優待のお知らせ
第４回（平成25年度 第２回）�
新宿区立 新宿歴史博物館を訪ねる
◆�新宿へはよく出掛けるでしょうが、新宿歴史博物館は
どちらかというと四ッ谷寄りで訪れる機会が少ないで
しょう。でも、旧石器時代から現代まで新宿の歴史が、
宿場のジオラマ、店舗住宅の模型や古文書、写真などで
よくわかるように展示されていて実に充実しています。
この機会に見学してはいかがでしょうか。今回は新宿区
内にある文化財をじっくり見学できる特別展も開催され
ています。
•開催日：平成25年10月23日（水）13時30分受付開始
　　　　14時までに入館して下さい。

•開催場所：新宿歴史博物館２階講堂
　　　　　　�（１時間30分程の学習会）
•交通アクセス：JR中央線、東京メトロ丸の内線・南北
線「四ッ谷」駅下車徒歩10分�
東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅下車徒歩８分�
都営地下鉄新宿線「曙橋」駅下車徒歩８分

•申込締切：10月10日（木）必着
•定員：70人　（会員のみ）
＊定員を超えた場合は抽選、ご希望に添えないこともあります。
•参加費：500円

【企画担当責任者】清水昌紘（事業部会）

●江戸東京博物館�開館20周年記念特別展
　「�明治のこころ�
� －モースが見た庶民のくらし－」

会　期　9月14日（土）～12月8日（日）
休館日：毎週月曜日（ただし9月16日、9月23日、10月14日、

11月4日は開館）。10月15日（火）、11月5日（火）
は休館

会　員：一般650円、65歳以上320円、大・専門生520円
同伴者：一般1,040円、65歳以上520円、大・専門生830円
　　　　＊高校生、中学生、小学生は65歳以上と同じ。
●（注）割引を受けられる同伴者は1人だけです。

企画展のご案内

●次回企画展
　「幕末の江戸城大奥」
会　期　10月29日（火）～12月8日（日）
休館日：毎週月曜日･

ただし11月4日は開館。11月5日（火）は休館
会　場　常設展示室５階　第２企画展示室

お申込方法
＊「えどはくカルチャー」など江戸博への申込と違い、普通は
がきで宛先も「友の会事務局」と明記ください。お間違いなく!

◆･普通はがきに、①催事名（略名可）・開催日、②会員番号、
③氏名（同伴者連記）を明記して下記の「友の会事務局」へ。
　「往復はがき」の必要はありません。
◆申込は、各催事ごとに会員１人１通。
◆友の会へのご意見・ご要望があればご記入ください。
◆申込先：〒 130-0015　東京都墨田区横網 1-4-1
　　　　　江戸東京博物館友の会事務局
＊お申込いただきますと、「受講票」をお送りします。当日ご
持参のうえ、受付でご登録ください。
　なお「受講票」は逐次お送りするのではなく、申込締切数日
後一斉にお送りしますので、それまでお待ちください。
＊いずれも申込多数の場合は抽選となることがあります。
＊「受講票」未着のお問合せや参加予定変更の連絡などはなる
べく事務局員出勤の火曜日か金曜日（10時～12時、13時
～17時）にお願いいたします。
＊「受講票」がないと受講できません。必ず事前に申込をして
からご参加ください。
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友の会カードが変わる！
　お手元の友の会カードのデザインが新しくなります。現在
使っている「江戸風俗絵巻」の絵柄から、江戸博所蔵の大判
錦絵の中でも、もっとも知られたうちの１枚である橋本貞秀
「東都両国ばし夏景色」（部分）に変わります。友の会入会案内
のパンフレットにもこの絵を使っていますので統一しました。
　今後も江戸博のみならず、共通してカードを利用できる東
京都歴史文化財団の各施設でも友の会カードをご活用くださ
い（８ページに各施設でのカード使用の特典を詳しく載せまし
た）。なお、新カードは９月以降、現在のカードがなくなり次
第順次更新の際にお送りします。お楽しみに！


