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図』として残されています。その図
面を基に焼失した面積を算出すると、
東京ドームの約32倍の広さになり
ます。
　江戸の事件や噂などを詳細に記録
した『藤岡屋日記』には、この地震
について「しきりにドロドロと雷が
鳴り響くような音がして、家蔵は浪
が打ち寄せるように揺れた。土蔵・
塀・武家・町家の器物が崩れる音は、
千か万かの雷が頭上に落ちたかのよ
うで、往来に出た人はうずくまった
まま動かなかった」「揺れた後、八
方から出火し、我先にと逃げ出した」
「地震の夜は大雪

ぼんぼり

洞、弓張りに火をと
もして大道で夜を明かした。翌３日
は大揺れはなかったが、震返しがあ
るかもという噂におどおどした」な
どの記述があります。

深夜の大地震
　安政２年10月２日は、午前中は小
雨が降り、午後にはやみ、夜にはわ
ずかに風が吹いていました。午後10
時ごろ、関東地方南部でＭ７クラス
の地震が発生しました。この地震が、
安政江戸地震です。神田、浅草、深

川などの地域は、震度６強または６
弱でした。地盤の軟弱な地域を中心
に民家の倒壊1万4000戸といわれ
る甚大な被害を出しました。死者は
１万人以上と考えられています。火
災は、江戸市中の30数カ所から起こ
り、大名小路、新吉原、本所、深川
そして京橋まで延焼しました。新吉

原では、直前の
午後９時ごろ江
戸町一丁目で火
災が発生し、鎮
火しないまま地
震が発生したた
め、死者は約
1500人に上り
ました。10月４
日から町奉行の
指示で火災の範
囲調査が行われ、
『安政地震焼失

－安政江戸地震－
　９月１日は「防災の日」。関東大震災が発生した
日で、台風シーズンを迎える時期でもあることか
ら創設されました。現代の技術があっても、大災害
では無力であることがあります。現在と比べて防
災技術が乏しい幕末の江戸は、安政２年（1855）
安政江戸地震、同３年大風水害、同５年コレラ大

流行と、災害・疫病が多発しました。それらの災
害をどう乗り越えたのか、興味が湧きます。安政
江戸地震からその取り組みを見ると、とにかく迅
速に対応していたことが分かります。新型コロナ
ウイルス感染の脅威にさらされている現在、江戸
人に負けないよう乗り越えていきましょう。

江戸の災害

▲『安政見聞誌』「新吉原遊女屋家潰崩図」（都立中央図書館特別文庫室所蔵）
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災害への対応
　南町奉行所の与力、佐久間長

おさ

敬
ひろ

の
『安政大地震実験談』によると、八丁
堀の自宅で地震に遭った長敬は、す
ぐに南町奉行所に駆け付けました。
奉行所には短時間のうちに与力・同
心が集まり、当日の夜に「罹災民へ
焚出しにぎり飯を配布する。宿なし
になった者の立ち退き先としてお救
い小屋を建てる。けが人の救療・手
当をする。日用品の確保を諸問屋に
命ずる。国々より諸職人を呼び集め
るよう職人仲間惣

そう

代
だい

に命ずる。売り
惜しみ、買い占めを禁ずる。諸物価・
職人手間の騰貴を禁ずる。与力・同
心をして町中見廻・救助・取締まり
をさせる。町名主中に震災対策の掛
りを申し付くる」という内容の対策
を決め、直ちに実行に移しました。迅
速な行動に驚きました。

お救い小屋
　応急対策は、10月４日から始まり
ました。幕府は、お救い小屋を浅草
広小路、深川海辺町に５日夕方、幸
橋門外には６日夕方までに開所しま
した。他に上野山下、深川永代寺内
にも設けました。生活困難な被災者
約2700人（町方人口の0.5％程度）
が収容されました。ここでは１人１
日３合のにぎり飯が与えられ、被災
者の生活再建の一時的避難所として
機能しました。
　『安政大地震実験談』には、お救
い小屋について「長い丸太を合掌に
組み、小屋屋根は萱

かや

葺
ぶき

、入口はむし
ろを下げる。そして丸太を地面に並
べ、その上に松の六分板（幅）を敷並
べ、畳を敷く。また、やや上級の小
屋の屋根は一坪の広さの薄板を葺い
たものを用意してある。壁は四分板
を重ねてつくり、障子も雨戸も貯え
てあるものを使う。千坪位の仮小屋
は半日で出来てしまう」と書かれて
います。今年、中国武漢では、10日
間で病院を造ったというニュースに
驚きましたが、それに匹敵する驚き
です。

炊き出し
　お救い小屋は被害が甚大であった
地域に造られましたが、それ以外に、
寝るところは確保できたが日々の食
料に困っている人々に対し、炊き出
しでにぎり飯が配布されました。1人�
にぎり飯1個（梅干しとたくわん2切�
れ付き）で、最寄りの場所に各町内か
ら責任者が受け取りに出向き、自分
の町の人々に配りました。10月12
日から20日までの間に、にぎり飯配
布を受けた人数は20万2400人ほ
どといわれています。炊き出しの場
所は、向柳原町会所、上野大門町、�
牛込神楽坂穴八幡御旅所、芝神明宮
境内、深川永代寺の５カ所でした。

お救い米の配布
　炊き出しは緊急措置であり、10月
20日で終了しました。その後は、「其
の日稼ぎの者」に対してお救い米が
配られました。「其の日稼ぎの者」と
は、棒

ぼ

手
て

振
ふり

、手間取り職人、道
どう

心
しん

者
じゃ

、
托鉢の者などです。お救い米を受け
た町人は38万1200人余で、江戸の
町方人口の70％に当たります。米�
の量は、男１人（15歳～60歳）白米
５升、女および14歳以下、61歳以
上の者は白米３升ずつでした。

施行
　これまでは幕府の行ったお救いで
したが、裕福な町人による施

せ

行
ぎょう

が
ありました。義援金やボランティア
による救済活動に相当します。施
行町人は255人、その施行額は1万
5,000両にもなりました。今の貨幣
価値に換算すると、1両20万円とし
て30億円となります。幕府は、施
行を行った町人を褒賞し、名前と施
行額を町々の番屋に貼り出しました。
施行はお店の宣伝にもなり、競うよ
うになりました。

地震と『名所江戸百景』
　広重の『名所江戸百景』は、地震
による災害から１日も早い復興を
願って制作されたともいわれていま
す。安政江戸地震に遭った人たちに
向けて、「江戸の名所は残っている」

「壊れた箇所も修復できた」という思
いで描かれたようです。浮世絵には
改
あらため

印
いん

が押されているものがありま
す。改印は、幕府の許可印で、発行
時期の特定ができるそうです。
　江戸の町名主、斎藤月岑がまとめ
た『武江年表』の安政３年５月の記
事に「浅草寺五層塔婆の九輪、地震
の時傾きたるを修理す」と記載があ
ります。その九輪を修理した五重塔
が描かれている「浅草金龍山」には
２カ月後の安政３年７月の改印があ
ります。「下谷広小路」の改印は安
政３年９月です。この絵には再建さ
れた呉服店松坂屋上野店が描かれて
います。松坂屋上野店は、安政江戸
地震で店も蔵も破損した上、火災で
全焼しました。従業員は全員無事で、
敷地内に炊き出し用の小屋を急造し、
罹災者の救済に当たりました。店を
再建するための木材は、全部名古屋
で切り組みして、海路で江戸に運び、
短期間で再建し、安政３年９月28日
に営業を再開しました。新築大売出
しで配った引札は５万5000枚とい
われています。初日だけで1,500両
の売り上げを記録しました。

参考資料：
『災害史に学ぶ』中央防災会議「災害教
訓の継承に関する専門調査会」編
『震災復興～鯰絵と江戸名所絵を読み
解く～1855年　安政江戸地震』北原糸
子

【取材】文：広報部会・前田太門

▲「下谷広小路」歌川広重『名所江戸百景』より
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　近年、従来の江戸絵画史で異端と
されていた絵師たちが「奇想の絵師」
として人気を集めていますが、本展
ではいわゆる「主流派」の絵師や全
国各地の個性的な絵師も含め、斬新
な表現に挑んだ「奇才」の絵師35人
を、活躍した地域別に取り上げてい
ます。
　まず「京」の章では、俵屋宗達・
尾形光琳・狩野山雪・伊藤若冲・円
山応挙・長澤蘆雪・曾我蕭白・池大
雅・与謝蕪村といった有名絵師が並
んでいます。不気味な笑顔が印象
的な山雪の「寒山拾

じっ

得
とく

図」、墨の濃
淡で鶏を描き分けた若冲の「鶏図
押絵貼屛風」、船上の視点から沿岸
を描写した応挙の「淀川両岸図巻」、
様々な画題が楽しめる蕪村の「山水
花鳥人物図」など、いずれも見応え
があります。また、表情豊かな肖像
画の祇園井

せい

特
とく

、狩野派の中でも独自
の様式を見せる狩野永岳は初見です
が、印象に残りました。
　「大坂」の章は初めて耳にする絵
師ばかりでした。中村芳中は丸っこ
い形態が特徴的で、「人物花鳥図巻」
はユーモアにあふれています。鳥羽
絵の名手の耳

に

鳥
ちょう

斎
さい

は笑いを誘う画
風で、「別世界巻」は地獄絵巻にもか

かわらず、どこか楽しげです。また、
墨
すみ

江
のえ

武
ぶ

禅
ぜん

の「月下山水図」は月の光
に照らされた幻想的な風景が目を引
きます。
　「江戸」の章は、いきなり葛飾北
斎の祭屋台天井絵（長野県小布施町）
２点で始まります。「女

め

浪
なみ

」は渦の
中に引き込まれるような迫力ですし、
「鳳凰図」は極彩色の姿に目を奪わ
れます。これが最晩年の作品とは思
えないエネルギーです。鈴木其

き

一
いつ

で
は恐ろしい鬼面の「紅葉狩図凧」と、
かっと目を見開いた「達

だ る ま

磨図凧」が
好一対となっています。また、歌川
国芳としては異色の作品である「水
を呑む大蛇」が怪しげな雰囲気を醸
し出していました。懐かしかったの
は狩野一信の「五百羅漢図」で、以
前江戸博で全100幅が公開された
時は、異様な迫力に圧倒されたもの

です。今回見られたのは２幅のみで
すが、前回の感動がよみがえりまし
た。
　「諸国」の章はまるで「全国ご当
地絵師巡り」です。松前の蠣崎波響
がアイヌの有力者を描いた「夷

い

酋
しゅう

列
像図」の描写力、水戸の林十江によ
る筆の勢いを感じさせる南画、飯田
の佐竹蓬平による自由奔放な山水画、
小布施の髙井鴻山による不気味な妖
怪画、鳥取の片山楊

よう

谷
こく

の「竹
ち っ こ

虎図屛
風」に見られる緻密な毛描表現な
ど、百花繚乱の趣があります。中で
も飛び抜けて強烈なのが土佐の絵師
金蔵こと絵

え

金
きん

で、芝居絵でありなが
ら、まるで現実の事件を見ているよ
うな生々しさが感じられます。「伊

だ

達
て

競
くらべ

阿
お

国
くに

戯
か ぶ き

場　累
かさね

」では形相のすご
さと鮮やかな赤が目に焼き付きまし
た。この作品は展示室前の撮影コー
ナーの背景にもなっていて、思わず
前で立ち止まってしまいます。
　新型コロナウイルスの影響で多く
の展覧会が中止・延期となる中、本
展も会期を大幅縮小して開催されま
した。そのため展示予定だった多く
の作品が見られず、残念な思いも残
りました。

【取材】文・写真：広報部会・菊池真一

特別展 「奇才－江戸絵画の冒険者たち－」 観覧記

　20回目の友の会総会は、思いも
寄らない新型コロナウイルスの感染
拡大という事態により、３年ぶりの
江戸博大ホールでの開催が不可能と
なってしまいました。年に１回、会
員の皆さんの顔合わせができる機会
が失われ、来年度の活動予定などを
どのように皆さんと協議できるか役
員会でも頭を悩ませ、苦渋の決断と
して書面議決に至りました。
　緊急事態宣言の解除を受けて、館
が再開後、６月15日の週に総会資料
と『えど友』115号の発送作業が行
われました。議決はがきの戻しの締
め切りは７月10日とされ、その集計

結果が出ましたので、ここにご報告
いたします。
総会議事議決概要

　返送されたはがきは767枚で、会
員数1315人に対して1 / 3以上の
436人の定足数を上回っており、書
面議決による総会は成立しました。
　第１号議案「2019年度事業報告
ならびに収支決算報告」について、反
対は1人、第２号議案「2020年度事
業計画案ならびに事業予算案」につ
いては２人の反対がありました。第
３号議案「江戸東京博物館友の会規
約の改訂について」では、反対はあ
りませんでした。2022年度以降の

長期休館に対する今後の対応につい
てのご理解をいただいたものと感謝
いたします。
　今年度はすでに多くの催事が延期、
中止となっています。新型コロナウ
イルスの感染状況によってはどのよ
うな展開になるのか見通しが立たな
いことも多々あります。今後の催事
についても再度の変更、中止となる
場合もあることをお心に留めていた
だければ幸いです。そして、江戸東
京博物館、友の会の皆さんがご無事
に過ごされますよう、祈念いたしま
す。

文：広報部会・中村貞子

第 20 回 定 期 総 会 報 告

友の会初めての書面議決によって議案可決
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館蔵古文書翻刻プロジェクトの２書籍が刊行

　友の会館蔵古文書翻刻プロジェク
トが翻刻を行ってきた『新古改撰誌
記』と『米屋田中家文書』が、2020
年４月に江戸東京博物館から出版さ
れました。『新古改撰誌記』は江戸
博・史料叢書、『米屋田中家文書』は
江戸博・研究紀要として、監修いた
だいた江戸博の市川寛明学芸員の名
前で、翻刻協力者としてプロジェク
トメンバーの名前を入れて刊行され
ました。
　このプロジェクトは、Ａ班とＢ班
に分かれて江戸博の支援をいただき
ながら、館が所蔵する古文書を翻刻
するもので、Ａ班は今回の『新古改
撰誌記』が初めての出版ですが、Ｂ
班は2018年４月に『大伝馬町名主
馬込家文書　旧記』を江戸博・史料
叢書として出版しており、『米屋田中
家文書』が２冊目になります。
　『新古改撰誌記』は、江戸城の下級
役人である中

ちゅう

間
げん

頭
がしら

が書いた控書です。
江戸城内には、目付が支配する雑役
を担当する五

ご

役
やく

之
の

者
もの

（中間・小
こ

人
びと

・

黒
くろ

鍬
くわ

之
の

者
もの

・掃除之者・駕籠之者）が
いました。この記録はその下働きの
役人の職務に伴って発生する諸々の
事柄について、彼らの中心的存在で
あった中間頭がまとめたものです。
江戸城内の下働きは幕臣中でも最軽
格に位置するので文書などがほとん
ど残されておらず、その面からも『新
古改撰誌記』は貴重な史料といえま
す。
　全34巻（内十二・廿三・廿六巻が
欠本のため全31冊）からなり、寛政
年間から幕末までの諸触

ふれ

達
たっし

、伺書、
願書、日光御参詣、小

こ

金
がね

御
お

鹿
しし

狩
がり

、天
保の改革に関する事項などが幅広く
記載されています。この度は、翻刻
したもののうち「巻之一」から「巻
之四」までを刊行しました。
　『米屋田中家文書』は、江戸の人

ひと

宿
やど

（武家奉公人の派遣業）を営んでいた
米屋田中家の江戸中期から幕末、明
治に至る由緒・家業についての記録
です。江戸では珍しく（再々の大火
で江戸にあった記録はほとんど残存

していない）、地元の記録が残って
いる点が貴重です。
　米屋の創業は、元禄のころのよう
で、越前・府中（現武生市の近郊）出
身の久右衛門が、丹後田辺藩牧野家
の縁で江戸へ出てきて開業しました。
最初は、牧野家の舂

つ

き米
ごめ

と扶持米の
世話から始めて、２代目の時には陸

ろく

足
しゃく

・手回り・日雇い・道中通し日
雇いなどの武家奉公人の派遣や、大
名・旗本の幕府の役としての番所詰
め・御門詰めなどへの焚

たき

出
だ

し御用も
請け負うようになりました。今回出
版した翻刻は、そのうちの田中家の
由緒の部分と延享２年（1745）・同
４年の記録です。
　最後に、この翻刻を行ったメン
バーは、Ａ班：石本礼二、加藤喜代
子、齊藤紀子、笹原一徳、瀬谷葉子、
髙澤金吾、新倉隆一、本庄文江、宮　
俊の9人、B班：上田洋子、加藤　孝、
早田晴子、高橋さとり、角田　勉、
鶴尾淳子、丹羽髙利、平川亮一の８
人でした。

館蔵古文書翻刻プロジェクト　平川亮一

◆落語と講談を楽しむ会
４月、５月、６月、７月中止。
◆藩史研究会
４月、５月、６月中止。
７月31日（金）小関征三さんが福岡
県「久留米藩」を発表。参加者10人。
◆｢米屋田中家明治日記｣を読む古
文書の会
４月、５月、６月、７月中止。
◆『江戸名所図会』輪読会
４月、５月、６月、７月中止。
◆日本の大道芸伝承会　
４月、５月中止。（自主練）
６月17日（水）発声練習「外郎売り」
と「がまの油売り」参加者３人。

サークルだより
えど友

７月８日（水）「日本大道芸 ･大道芸
の会」との合同練習。参加者３人。
７月22日（水）同じく合同練習。参加
者３人。
◆江戸を語る会
４月中止。
６月27日（土）大森美恵子さんの案
内で目黒の江戸散歩を実施。参加者
６人。
◆太田道灌ゆかりの地を訪ねる会
４月、５月、６月、７月中止。

◆Ｂ班『文久三御用日記 上洛記』
家茂の上洛に関して、1月に当記録
作者の御中間頭・高橋平之丞が、御
法令10カ条と御下知状２カ条の写
を添えて、「掟書」を中間各組へ配布
し受領印を取るよう通達した（最近
企業は行動基準を作成し、社員に徹
底するため署名を求める事があるが、
江戸時代に実施していたとは）。掟
書の内容は、法令・下知状を遵守し、
将軍の行列に狼藉者が出た時は担当
する鎗・旗・馬等を大切に守り、散

館蔵古文書翻刻だより

り散りにならず頭
かしら

の指示を待つ事。
また道中及び在京中は、掛で買い物
をする事、酒を嗜む事、女色に心を
移す事、遊里に行く事を禁じている。
当初、３月４日京着から10日程で帰
府する予定が孝明天皇から引き止め
られ、３カ月も滞在することとなっ
た。今にすると、サラリーマンが居
酒屋・スナック・カラオケを３カ月
も禁じられたようで、お気の毒です。

友の会めも（開催日と人数）
令和２年４月～７月

◆役員会4月、5月中止。6月16日
（火）7人。7月14日（火）10人。◆事
業部会4月、5月中止。6月9日（火）
10人。7月7日（火）14人。◆広報部
会4月、5月中止。6月16日（火）11
人。7月21日（火）9人。◆総務部会
4月、5月中止。6月16日（火）16人。
7月休会。◆古文書講座�入門編、初
級編、中級編とも第1期中止。◆館
蔵古文書翻刻プロジェクト4月、5
月、6月、7月在宅で活動。A班8人。
B班6人。
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　葛飾区の北端、三郷市と接する辺りに23区中最
大の面積を誇る都立水元公園があります。園内中央
にある駐車場から20分ほど歩いた北西端を出たと
ころの、埼玉県境の大場川に架かるのが「閘

こう

門
もん

橋
ばし

」
です。レンガ造りの大変美しくきれいなアーチ橋で、
東京に現存する数少ないものの一つです。橋脚部に
鳶職風のブロンズ像が設置されているのがすごく印
象的です。これは風雨と戦いながら「角落とし」と
呼ばれる閘門の堰板を操作する様子を再現している
姿です。橋の反対側は全然違う意匠でバルコニーの
ような張り出しがあります。この橋は、正式名称を
「旧弐

に

郷
ごう

半
はん

領
りょう

猿
さる

又
また

閘門」といい、土木学会が選定し
た「日本の近代土木遺産」では、Aランクに評価さ
れています。
　この地域はかつて中川の氾濫多発地であり、その
逆流水が大場川に流れ込むのを防ぐため造られ、現
在の橋は明治42年（1909）に完成しました。その後
新大場川に水門が完成してから閘門としての役割を
終え、現在は人道橋となっています。都・埼玉県境
を越えたところにも同じレンガ造りの２橋が架設さ
れています。同時期に建設されたもののようです。
いささか不便な場所にありますが、ウォーキングを
兼ね水元公園を訪れた際に、足を延ばしてみるのも良い
のではないでしょうか。今年は春の西側道路沿いの桜堤、
都内最大規模20万本を誇る６月の花菖蒲の時期も、コ
ロナ禍のうちに過ぎてしまいました。しかし、晩秋の紅

え ど 東 京 一 景

葉シーズンには200本のポプラ並木が色づき、1500本
のメタセコイアの森が鮮やかなレンガ色に染まっておす
すめです。
【取材】文：広報部会・福田　徹／イラスト：同・福島信一

（23）－水元公園　閘門橋－

　今、日本だけでなく世界全体が大
変な状況となっていますが、今回は
改めて自分自身に言い聞かせるとい
う意味も込めて、ちょっと精神論的
なことを書きたいと思います。
　さて、生きていると、嬉しいこと、
楽しいことばかりではなく、全く想
像すらできなかった出来事が突然
やってきて、どうしようもなく辛く、
苦しくてやり切れないこともありま
す。そんなとき、みなさんはどうし
ますか？
　私はそういう時は無理に我慢する

ことなく、きちんと向き合い、自分の
気持ちにとことん寄り添うことが重
要だと思っています。何が悲しかっ
た？　どう辛かった？　どんなふう
に感じたの？　そうだよね、よく頑
張ったよね。大丈夫だよ。そう自分
自身に都度語りかけます。ノートに
書くのもいいですね。誰も読まない
から何を書いてもいいのです。自分
の気持ちが落ち着くまで、思いつく
まま書くのがおすすめです。自分の
感情をしっかり受け止め感じ切ると、
意外と立ち直りは早いものです。

それから自分のご機嫌は自分で取る。
相手がしてくれないことを嘆く時間
があるなら自分で行動する。誰かの
言動に感情を左右されまくるなんて
時間がもったいないです。だって自
分の人生ですから。まずは自分を大
切に扱う（実際できてないことも多
いですが）。それができてこそ心に余
裕が生まれるし、大切な人たちにも
しっかりと寄り添うことができるの
ではないでしょうか。

自分ファースト？ 管理課長　松井 るな子（まつい　るなこ）
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　全７巻20冊の『江戸名所図会』を
歩く企画も、巻之五「玉

ぎょっ

衡
こう

之部」に
入ります。「玉衡」は北斗七星の柄
の部分を作る星の一つで、中国の呼
び名です。江戸とその近郊を北斗七
星の星々に見立てた名所図会も柄の
部分にやってきました。巻之五は14、
15冊目となり、湯島から始まって上
野、日暮里、駒込などを経て赤羽ま
で北上します。
聖堂
　JR御茶ノ水駅聖橋口を
出て聖橋を渡り、聖橋門か
ら聖堂に入ります。入

にゅう

徳
とく

門
もん

をくぐって石段を登り、杏
きょう

壇
だん

門
もん

から前庭を隔てて建つ
のが孔子像を祀る大成殿で
す。内部正面には中央に三
体の孔子像が、その右には
子思、顔子、左に曾子、孟
子の四賢像が置かれていま
す。中央には孔子祭（釈

せき

奠
てん

）
で使用する器具類が台上に
設置されています。出入口近くには
ひときわ異彩を放つ青銅製の置物が
２体ありました。関東大震災で焼け
落ちた大成殿や杏壇門の屋根に鎮座
していた鬼

き

犾
ぎん

頭
とう

と鬼
き

龍
りゅう

子
し

です。鬼犾
頭は想像上の神魚、鬼龍子は霊獣で
す。一部破損していますが、寛政11
年（1799）、聖堂の規模が史上最大規
模になったときに鋳造された数少な
い往時を偲ばせるものです。現在は
昭和10年（1935）に鉄筋コンクリー
トで再建された大成殿と杏壇門の屋
根の上で、復元された潮を吹く鬼犾
頭と鬼龍子がしっかりと建物を守っ
ています。（タイトル写真）
　大成殿と杏壇門は、寛政のころの
基壇、基石上に規模・構造ともに忠

実に復元されました。境内には中華
民国から贈られた巨大な孔子の銅像
があり、その近くには孔子の墓所の
楷
かい

樹
じゅ

（トネリバハゼノキ）の種から
育った神木が、整然とした姿を見せ
ています。
神田大明神社から萬昌山圓満寺
　聖堂の仰

ぎょう

高
こう

門
もん

から正門を出た東
側の坂は昌平坂です。やや急なこの
坂を登って本郷通りに出ると、すぐ
に鳥居と赤い建物が右手に見えてき
ます。「聖堂の北にあり。唯一にして
江戸総鎮守と称す」で始まる神田大
明神社（現神田神社）です。鳥居の後
ろに見えている赤い建物は総檜、入
母屋造りの随神門。その奥が鉄骨鉄
筋コンクリート、権現造・総朱漆塗
の御社殿です。
　神社の祭礼は、図会のころは９月
15日、永田馬場山王神社と隔年で行
われていました。「練

ねり

物
もの

、車
だん

楽
じり

等善
尽くし、美を尽くし、町中を引渡す。
是一時の壮観也」とあり、江戸の人

たちが桟敷をかけて見物する様子が
８頁にわたって挿し絵に描かれてい
ます。
　御社殿の左側から背後にかけては
江戸神社などの摂社や境内末社があ
り、七つの石鳥居をくぐってお参り
できます。図会には「祇園三社　本
社の西に並ぶ。当社地主の神。毎年
六月祇園会あり」とある辺りです。
さらにその裏の宮本公園には、江戸
時代以来材木商を営んだ遠藤家（屋
号井政）が移築されていました。昭
和２年の建造ですが、江戸の雰囲気
を伝える建物でホッとさせる雰囲気
があります。
　公園を蔵前橋通りに出て本郷通り
との合流点近くのビルに、圓満寺と

名
所
図
会
を
歩
く
…
㊿

［聖堂から妻恋大明神社］
いう看板が掛かっています。圓満寺
は、足利義輝の孫、木

もく

食
じき

義
ぎ

高
こう

僧正が
開山となり、宝永７年（1710）に創建
したといわれるお寺です。図会の挿
し絵では「俗に木食寺といへり」とあ
り、仁王門、護摩堂、本堂などが描
かれています。聖堂の挿し絵の遠景
にも圓満寺の本堂屋根と多宝塔の相
輪が見えます。現在は仁和寺の東京
事務所となって、おむろビルの８階
に存在しています。８階でエレベー
ターを降りると、小さなテーブルの
上に圓満寺のパンフレットと、御朱
印を印刷した紙が積まれていました。
寶林山霊雲寺から妻恋大明神社
　合流点に戻り、北に傘谷坂（現
サッカー通り）を下って５本目の通
りに入ると、「旧湯島新花町」とプ
レートのある土塀が見えてきます。
ここが、寶林山霊雲寺です。関東真
言律の惣本寺で、真言律中興の高
僧といわれた浄

じょう

厳
ごん

和尚の開基です。
元禄４年（1691）、綱吉から現在地

を賜り、将軍家の武運長久
と天下泰平のための祈願所
として創建されました。
　挿し絵には惣門、潅頂堂、
大元堂、鐘楼、開山堂など
が描かれています。現在は
惣門、地蔵堂と本堂のみで
すが、今でも隆盛の一端が
うかがえるほどの広さはあ
ります。このお寺には多く
の寺宝がありますが、国の
重要文化財として指定され
た「諸

しょ

尊
そん

集
しゅう

会
え

図
ず

」「十六羅
漢像」など５点は東京国立博物館に
寄託されています。
　霊雲寺を左に出て三組坂上から右
に清水坂を下り、蔵前橋通りの１本
手前、妻恋坂を左に入ると妻恋大明
神社（現妻恋神社）」です。ヤマトタ
ケル伝説の伝わるこの神社は、日本
武尊と妃である弟橘媛を祀っていま
す。この二柱をお祀りしているのは、
東征途中の行

あん

宮
ぐう

の地であった湯島と、
東京湾を船で渡る出発の地であった
横須賀の走水にある走水神社だけだ
と、神社の方が話していました。

【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

聖堂大成殿の屋根

▲長谷川雪旦：聖堂
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◆�９月から本年度最初となる第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。新型コロナ感染防止に留意してご参
加ください。
◆入門編
•講師：田中潤さん（学習院大学非常勤講師）
•開催日：９／９（水）、10／７（水）、11／11（水）
◆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：９／16（水）、10／21（水）、11／18（水）
◆中級編
•講師：吉成香澄さん（徳川林政史研究所非常勤研究員）
•開催日：９／19（土）、10／17（土）、11／21（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：各講座とも江戸東京博物館・１階会議室
•参加費：各講座とも全３回2,000円（初回一括払い）

【企画担当責任者】川上由美子（事業部会）

第196回「立花宗茂―その迷いなき生涯」
講師　立花宗鑑さん

（立花家17代当主、立花財団理事長）
◆�立花宗茂は10万石の地方大名ながら、海音寺潮五郎、
葉室麟氏など数多くの小説で取り上げられ、また、もし
宗茂が関ヶ原の戦いに間に合っていたなら結果はどうで
あったろうか、など多くの人の想像をかき立てる魅力あ
る武将といえましょう。九州戦国時代では大友家の家臣
として島津勢から立花城を守り抜き、秀吉のもとで大名
に取り立てられた後は、文禄・慶長の役などに参戦し、
不敗の武将として名を上げますが、関ヶ原では西軍に参
じたため、領地は取り上げられ浪人生活を余儀なくされ
ます。しかし、20年後に旧領地に大名として奇跡の復
活をする稀有な武将でもあり、なぜこのような復活が果
たせたのか、人物としての魅力はどこにあったのかなど、
お話していただきます。

◆講師略歴：たちばな・むねあき
　�昭和12年生まれ。小・中学校は柳川。同35年慶應大学
経済学部卒。三井物産、日本ユニシス役員など。現在、
（公財）立花財団理事長、軽井沢美術文化学院理事・事務
局長。

•開催日時：10月24日（土）　14時～15時30分
•申込締切：10月８日（木）必着
•会場：江戸東京博物館・１階大ホール
•定員：170人　同伴者可（はがきに氏名・電話番号連記）
•参加費：会員500円・同伴者600円（当日払い）

【企画担当責任者】國定美津子（事業部会）

第197回「�廃仏毀釈－明治維新は、
なぜ寺院を破壊したのか－」

講師　鵜飼秀徳さん（作家、浄土宗僧侶）
◆�明治維新政府によって出された神仏分離令をきっかけに
して火がついた、仏教に対する破壊運動「廃仏毀釈」。
日本のおよそ半分の寺院が消滅し、数百万体の仏像が灰
になった。鹿児島県では寺院と僧侶がゼロになり、今で
も仏教空白地となっている。伊勢神宮や出雲大社、太宰
府天満宮など名だたる神社は、一体だった寺院を無きも
のにした。奈良の興福寺の阿修羅像や五重塔は危うく焼
かれる寸前までいき、シカはすき焼きにされた。京都で
は仏具が溶かされ、橋になった。３年の歳月をかけて、
廃仏毀釈の痕跡を訪ね歩いた知られざる明治の暗部を、
ここに浮かび上がらせる。

◆講師略歴：うかい・ひでのり
　�新聞、雑誌記者を経て、実家の京都正覚寺副住職に。「宗
教と社会」をテーマに発信を続ける。著作に『寺院消滅』
（日経BP）や『仏教抹殺』（文春新書）など多数。最新刊に
『ビジネスに活かす　教養としての仏教』（PHP）。今秋『仏
具とノーベル賞　京都・島津製作所創業伝』（朝日新聞出
版）を出版予定。東京農業大学・佛教大学非常勤講師。

　催事開催は、博物館から要請の新型コロナウイルス感染防
止ガイドラインに沿って行うことになります。館貸出施設の
定員は大ホール172名、小ホール60名、会議室40名です。
また、館外活動の見学会もグループ編成を６名程度とし定員
は80名以下とします。催事申込者が定員超過の場合、同伴
者は除き会員優先の抽選になることをご了承ください。
　催事参加にあたっては、下記事項にご協力願います。
１．次の①から④に該当する場合は来場・参加を控える。

①発熱があり検温の結果、37.5度以上　②咳・咽頭痛
などの症状がある　③新型コロナウイルス感染症陽性
とされた人との濃厚接触がある　④過去２週間以内に
政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて
いる国・地域への訪問履歴及び当該在住者との濃厚接
触がある。

２．来場時（見学会も同様）に守っていただくこと。�
①入館時に検温を受け、マスクを着用、手指を消毒する、
見学会参加時には自宅で体温チェックし、マスク着用　
②会場内及び見学時の会話を極力控える　③咳エチケッ
トを守る　④入場前待機、トイレ待機、終了後の退出な
どの際は社会的距離を保つ　⑤会場内や見学時に体調
が悪くなった場合、速やかにスタッフに伝える。

　催事参加者の氏名及び緊急連絡先を記載した名簿を作
成・保存し、有事に保健所などに提供する場合があることを
ご承知願います。

事業部会長　待場　浩

新型コロナウイルス感染防止にご協力を
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●特別展「�市民からのおくりもの2019�
―平成 30年度 新収蔵品から―」
特別企画「『青』でみる江戸東京」

会　期：８月４日（火）～９月27日（日）
観覧料金：無料（観覧券あり）
　　※チケットうりばにて観覧券をお受け取りください。
以下の特別展は、来年度の開催を検討しております。
●特別展　「大江戸の華―武家の儀礼と商家の祭―」
●特別展　「縄文―東京の縄文人、１万年の暮らし―」

企画展のご案内

●大東京の華－都市を彩るモダン文化
会　期：８月25日（火）～11月23日（月・祝）
会　場：常設展示室　５Ｆ企画展示室

次回予告

●徳川宗家2020展（仮）�
会　期：１月２日（土）～２月23日（火・祝）
会　場：常設展示室　５Ｆ企画展示室

会員優待のお知らせ会員優待のお知らせ
好評

開催中！

再訪　広重『名所江戸百景』周辺探訪�
� ―その１（王子周辺）―
◆�広重が描いたと思われる場所とその周辺の再探訪シリー
ズの１回目です。探訪では広重『名所江戸百景』の世
界にタイムスリップして、江戸の町の成立や発展、人々
の生活や声などを身近に感じていただければ幸いです。
今回は飛鳥山から滝野川流域を巡り、王子神社・王子稲
荷などを経て王子駅北口まで歩きます。関八州の狐が、
何千と榎の下に集まり、装束を整え狐火を発しながら、
王子稲荷に向かったという、「王子装束ゑの木大晦日の
狐火」絵や、飛鳥山山頂からの眺望を背景に、酒宴を張
り、花見に浮かれ踊る人たちを描いた、「飛鳥山北の眺
望」絵、などを訪ねます。所要時間は約３時間、JR京
浜東北線「王子」駅北口で解散となります。
　�（今回、訪ねる広重の作品）「飛鳥山北の眺望」、「王子音
無川堰埭�世俗大瀧ト唱」、「王子瀧の川」、「王子不動之
瀧」、「王子稲荷の社」、「王子装束ゑの木大晦日の狐火」
•開催日：10月18日（日） 小雨決行、受付後順次出発
•受付開始：12時15分　受付終了：12時45分（時間厳守）
•集合場所：JR京浜東北線「王子」駅中央口改札出口
•申込締切：10月８日（木）必着
•定員：80人　�同伴者可（同伴者の住所・電話番号を必ず連

記、コロナ対策で、応募者多数の場合は抽選）
•参加費：会員、同伴者とも500円（当日払い釣銭なし）
•注意事項：�当日体調不良、体温37.5度以上の方はご遠

慮下さい。参加中マスク着用・会話は小声
で願います。

【企画担当責任者】小島裕一（事業部会）

•開催日時：11月15日（日）　14時～15時30分
•申込締切：10月29日（木）必着
•会場：江戸東京博物館・１階大ホール
•定員：170人　同伴者可（はがきに氏名・電話番号連記）
•参加費：会員500円・同伴者600円（当日払い）

【企画担当責任者】横山昌弘（事業部会）
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催事のお申込方法
◆ 普通はがき（63円）に、 

①催事名（略名可）・開催日 
②会員番号（必須）　　���
③氏名（同伴者連記） 
を明記して下記の「友の会事務局」へ。

◆申込は、催事ごとに会員１人１通。
◆友の会へのご意見・ご要望があれば記入して下さい。
◆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」
＊「えどはくカルチャー」など江戸博への申込とは違います。

＊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、受付で登録して下さい。

　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、それまでお待ち下さい。

＊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
らご参加下さい。


