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36）を経て、最後は文政の「大日本
沿海輿地全図（伊能図）」に至る計７、
８回といわれます。
　伊能図以前は、大名に命じて作成
させた国絵図を接ぎ合わせて日本総
図を作成していましたが、縮尺が
1里6寸と決められたのは正保元年
（1644）といいますから、それまで日
本総図の編集は大変な難事業だった
ことでしょう。享保８年（1723）完成
の享保日本図は、８代将軍吉宗の命
で登用された数学者、建

たけ

部
べ

賢
かた

弘
ひろ

が国
絵図接合を行ったことが、平成26年
に発見された図面により確認されま
した。複数の観測地点から目標とな
る山や港がどの方向に見えるかを測
量する交会法により、北海道南部か
ら種子島付近まで、それまでより正

江戸幕府の地図事業
　最古の日本地図といわれるのは、
行基図ですが、原本は現存せず、嘉元
３年（1305）に写したとされるもの
が京都仁和寺にあります。平安時代
以後、豊臣政権までは日本国という
概念が希薄で、国家的地図事業は行
われていません。天正10年（1582）、
豊臣秀吉は諸国の生産力を掌握する
ため全国的な検地を始め、同19年こ
の検地がほぼ終了して、全国の大名
に提出を求めた郡

ぐん

絵
え

図
ず

をまとめて全
国的な地図を作ろうとしました。し
かし、豊臣政権は短命だったため、完
結することなく徳川政権になって復
活することになるのです。
　江戸幕府の地図事業には、政権運

営のための実用的目的と、中央政権
として公認させるという目的があり
ました。幕府の日本地図（日本総図）
事業としては、諸説ありますが寛
永期（1624⊖44）から享保期（1716⊖

200年前200年前200年前のの日本地図日本地図日本地図

▲忠敬肖像画
（千葉県香取市　伊能忠敬記念館所蔵）

伊能忠敬が作り上げた「大
だい

日
に

本
ほん

沿
えん

海
かい

輿
よ

地
ち

全
ぜん

図
ず

」（大図214枚・中図８枚・小図３枚）は、

今からちょうど200年前の文政４年（1821）に完成しました。

一介の商人が隠居後の高齢で、精密な地図をどのように作り上げたのでしょうか。
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確な日本地図が作成されました。し
かし、ここまでの江戸幕府の地図は
蝦夷地（北海道）の地形が稚拙なまま
になっていました。ロシアなどの船
舶が出没するようになって危機感を
抱くようになった幕府は、蝦夷地の
地図が必要になっていました。

江戸幕府と忠敬
　伊能忠敬（延享２年・1745～文化
15年・1818）は婿入り先の佐原の
豪商伊能家で、酒造、薪炭、金融な
どで莫大な富を築きました。幼少期
から学問好きで、家業に精を出す一
方で天文学を勉強し、49歳で家督を
息子に譲って江戸に出ました。幕府
天文方の高橋至

よし

時
とき

の門弟となり、深
川黒江町の隠宅に天文観測施設まで
造って天文観測に明け暮れていまし
た。そのうちに地球の大きさを知り
たいと思うようになりますが、その
ために子午線1度の長さを知る必要
がありました。至時から「少なくと
も蝦夷地から江戸のような長距離を
測る必要がある」と言われ、蝦夷地
へ赴くことを強く望みました。しか
し、それには幕府の許可が必要でし
た。そのころ幕府では蝦夷地の地図
が必要になっていたので、至時は地
図作りのために忠敬を測量に行かせ
るという名目でこれを実現させたの
です。
　寛政12年（1800）、こうして幕府
の下での測量事業が開始されること
になります。しかし、初期の測量は
幕府の補助事業にすぎず、忠敬がほ
とんどの経費を負担しました。度重

なるうちに
実績が認め
られ、文化
元年、忠敬
は微禄なが
ら幕臣に登
用され、翌
年の第５次
以降は幕府
の直轄事業
となって経
費は全額幕
府が負担し、

最終の同12年、13年の第10次測量
まで続いたのです。

伊能隊の測量
　忠敬56歳から72歳までの間に、
測量日数は3737日、測量距離は
４万km近くになったといわれます。
江戸初期に、天文学など様々な学問
に精通した渋川春海（安井算哲）を描
いた「天地明察」（原作・冲

うぶ

方
かた

丁
とう

）とい
う映画（滝田洋二郎監督）の中で、江
戸時代の測量風景が描かれていまし
た。隊列を組んだ10人くらいの測
量隊が掛け声とともに同じ歩幅で歩
数を数え、距離を測るのです。忠敬
も第1次測量では歩幅を69cmとし
て訓練し、歩測で測ったようですが、
回を重ねるたびにそれまでの測量法
や道具を改善して、正確な測量を追
求しました。
　まず、梵

ぼん

天
てん

という竹の先にたくさ
んの紙短冊をつけたポールを目印と
して立て、梵天間の距離を間

けん

縄
なわ

で測
りました。間縄は一間ごとに印をつ
けた縄ですが、縄は水分により収縮
する上、強度が弱いので、第3次測
量以降は内法一尺の鉄線を60本つ
ないだ鉄

てっ

鎖
さ

を使いました。傾斜のあ
る坂道では象

しょう

限
げん

儀
ぎ

で勾配を測り、三

角関数表のような数表を使って平面
距離に換算しました。

　導線法と交会法という測量法が伊
能隊の２本の柱でした。どちらもそ
れ以前から行われた田畑を測量する
技術にすぎませんでしたが、測量機
器を改良し、根気強く丁寧に測量を
繰り返すことで精度を高めました。
さらに天文観測によって地球上の位
置を特定する天文測量（天測）で、地
上の測量結果を補正するという作業
を行ったことが画期的でした。恒星
が南中したときの地平からの角度を

象限儀で測り、この角度と予め江戸
で測定しておいた角度を比較するこ
とで、観測地点の緯度を求めました。
伊能図は、国絵図を集大成した享保
期までのものとは全く違っていたわ
けです。そして、念願だった子午線
1度の長さは、江戸在住のころから
終盤の天測まで修正を重ねて、28.2
里（約111km）と割り出しました。こ
れは現在の測定値との誤差はたった
1000分の1ほどだといいますから▲鉄鎖（伊能忠敬記念館所蔵）

▲間縄（伊能忠敬記念館所蔵） 

▲象限儀（中）（伊能忠敬記念館所蔵）

▲葛飾北斎　地方測量之図　（国立国会図書館蔵）



測量場所と期間

回　　数 年　　　代 場　　　所 期　　間 人員

第 1 次 測 量 寛政12年（1800） 蝦夷地南部 180日間   6

第 2 次 測 量 享和元年（1801） 伊豆半島～東日本太平洋側 230日間   6

第 3 次 測 量 享和 2 年（1802） 東北日本海側 132日間   7

第 4 次 測 量 享和 3 年（1803） 東海・北陸地方 219日間   8

第 5 次 測 量 文化 2 年～ 3 年（1805～06） 近畿・中国地方 １年９カ月間 20

第 6 次 測 量 文化 5 年～ 6 年（1808～09） 四国 約１年間 16

第 7 次 測 量 文化 6 年～ 8 年（1809～11） 九州前半 １年９カ月間 18

第 8 次 測 量 文化 8 年～11年（1811～14） 九州後半 913日間 19

第 9 次 測 量 文化12年～13年（1815～16） 伊豆諸島 約１年間 11

第10次測量
文化12年（１回目）

　　13年（２回目）
江戸府内

（１回目）　約半月間

（２回目）約２カ月半
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驚きです。

伊能図と測量日記
　つくば市にある国土地
理院「地図と測量の科学
館」に展示してある伊能
図を見てきました。測量
旅の痕跡は赤い細い線
（測線）で描かれています。
富士山には放射線状に赤
い直線が集まっていて、
交会法が用いられたこと
を物語っています。忠敬
は几帳面な性格だったらしく、ほと
んど毎日測量日記がつけられていま
す。測量についての記録が淡々と記
録され、私情はあまり挟んでいませ
んが、その中にも興味深いエピソー
ドを読み取れます。
　忠敬には喘息と瘧

おこり

（マラリアの一
種）の持病があり、病状の悪化で測
量に参加できず、弟子に任せて休養
したことも度々だったようです。喘
息は、歩き続けたことが幸いして心
肺機能が強化され、改善されたとい
いますが、高齢であったこともあり、
第8次測量が最後の旅になりました。
　伊能隊に対する対応は藩によって
大きな違いがありました。汚れた夜
着を提供するような宿に泊めた津軽
藩や、幕府の役人ではないから測量
以外で厚遇する必要はないと冷淡
だった加賀藩などがありました。一
方、後半の測量では、幕府の直轄事

業となったことが大きく影響したよ
うで、芸予諸島の測量に大船団を組
んで協力を惜しまなかった広島藩や、
屋久島まで大船団を提供した薩摩藩
などがありました。また、多大な贈り
物をした藩が多かったことにも驚き
ます。例えば土佐藩では大量の鰹節、
松山藩では布や紙などですが、これ
らは江戸に送ったり、売り払ったり
したようです。
　伊能図には自然現象によって引き
起こされた現在の地形との違いにつ
いても数多く記載されています。芭
蕉の句で有名な象潟は、当時、砂州
で仕切られたラグーンになっていて、
湖水から小さな島々が頭を出す風光
明媚な所でした。しかし、文化元年
６月４日に象潟地震で隆起して湖水
は姿を消してしまい、現在の姿にな
りました。伊能隊は地震の２年前に
ここを測量しており、地震前の象潟

の様子を見せてくれます。
また、象潟の背後にある
鳥海山は噴煙をたなびか
せており、活発な火山活
動があったことを示して
います。
　忠敬は「大日本沿海輿
地全図」の完成を見ずに、
文化15年４月13日に弟
子たちに見守られながら
74歳で生涯を終えまし
た。伊能図原本は幕府の
御文庫に大切に保管され、

明治になると新政府に移譲されまし
たが、明治６年（1873）皇居の大火
災で焼失してしまいました。現在見
ることができる伊能図は、国内外に
遺された「控えの写し」や「写しの
写し」といった副本なのです。一方、
幕末、英国海軍が日本沿岸を測量し
たいと要求した時、幕府が伊能図を
差し出したところ、その正確さに驚
いて測量をやめて帰っていったとい
います。この時の伊能小図をもとに
作成された日本地図は、今も英国海
軍が所有しているそうです。

参考文献：『江戸幕府の日本地図』川村
博忠著　吉川弘文館
『忠敬と伊能図』江戸東京博物館「伊能
忠敬展」図録　改訂
『伊能忠敬の足跡をたどる』星埜由尚
（元国土地理院長）著　日本測量協会

文：広報部会・大橋弘依

▲伊能小図　富士山付近（ゼンリンミュージアム所蔵）
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　モダン東京のコーナーでは、大正
から昭和前期までの、都市と暮らし
の変化を展示しています。この時期、
東京に住む人々のライフスタイルは
大きく変わり、いわゆるサラリーマ
ン層が現れ、住まいと職場の分離が
進みました。欧米での流行は、すぐ
日本でも取り入れられ、また、欧米
の様式を取り入れた和洋折衷の文化
も一般的になりました。「モボ・モガ
（モダンボーイ・モダンガール）」と
呼ばれる若者たちも登場し、「モダ
ン」という言葉が流行語になりまし
た。
円タク
　このコーナーで最初に目が留ま
るのは、円タクを再現した自動車
（フォードA型4ドアセダン）です。
フォード社の日本工場では、年間約
１万台の車を生産していました。円
タクは、昭和元年（1926）ごろ大阪
に次いで東京にも登場した、市内
（当時の15区内）を均一料金（１円）
で走るタクシーです。庶民も円タク
を利用するようになりました。昭
和13年からは距離制メーターが採
用され、均一１円は終わりましたが、
円タクの名はその後もしばらくタク
シーの通称として残りました。

サラリーマン・職業婦人
　「生活の変化」コーナーの「サラ
リーマンの登場」の展示パネルに、丸
ビルの入り口とエレベーター前の写
真があります。丸ビルは、大正12年
（1923）に竣工し、鉄筋コンクリート
造、地上８階、地下２階で、日本で
初めてビル内を自由に通り抜けでき
るショッピングモールが設けられま

した。丸の内の行幸通り一帯は、鉄
筋コンクリートのビルが立ち並ぶ一
大ビジネスセンターとして発展し、
「一丁紐

㋥ュー

育
㋵ー㋗

」と呼ばれるようになり
ました。
　取材した時は、「サラリーマンと
ビール」というテーマでキリンの
ビール瓶、グラス、ピッチャーなど
が展示されていました。ビール瓶は
丸みを帯びた珍しい形の瓶でした。
カフェー、ビアホールなどでビール
を飲むサラリーマンが増え、ビール
文化は都市部を中心に急激に広まり
ました。ビールを好む人々を指して、
「ビール党」という言葉も誕生しまし
た。

　「職種別にみる職業婦人の姿」の
展示パネルを見てみましょう。女工、
エレベーターガール、電話交換手、
店員、バスの車掌、事務員、タイピ
スト学校で学ぶ生徒の写真が並べら
れています。『婦人職業戦線の展望』
（東京市1931年）によると職業婦人
全体の平均月収は30 . 75円で、タ
イピストの平均月収は40 . 46円と
なっています。大正4年に実用的な
邦文タイプライターが発明され、そ
こからタイピストが職業として広が
り、女性に人気の職業になりました。
生活の変化
　サラリーマンは、民間企業に勤め
る給料生活者、特に事務労働に従事
する会社員を指します。勤務時間の
定められた生活を毎日繰り返す一方
で、勤務時間外や休日を活用して余
暇を楽しむことが増えました。第一
次世界大戦による好景気を受けて、
サラリーマンや工場労働者の賃金が
上昇すると、生活費に占める交際
費・娯楽教養費の割合も大きくなり

ました。また、住宅の間取りや暮ら
し方にも変化を与え、新しい生活様
式が形成され、家族全員で食卓を囲
む卓

ちゃ

袱
ぶ

台
だい

や茶の間が普及してきまし
た。昭和初期の下町の庶民住宅を再
現した長屋に、夕食の料理が並べら
れた卓袱台が展示されています。

レジャー・スポーツ
　「工場労働者の家計支出構造の動
向」の展示パネルを見ると、「余暇活
動への支出割合は年々増え、さまざ
まなレジャー・スポーツが楽しまれ
ていた」とあります。また、1926・
1927年（大正15・昭和２）の修養・
娯楽費は4.6％とグラフで表示され
ています。パネルにある写真のキャ
プションには、明治神宮外苑野球場、
八ヶ岳下への登山道、大磯海水浴場、
浜町公園水泳場、テレマークを決め
るスキーヤー、蒲田ベビーゴルフ場
とありました。
　昭和４年８月５日付の東京朝日新
聞の記事に、「泳ぐ場所もない�すし
詰の海水浴場」の見出しで、「逗子
の海の家は午前７時には満員締切り、
大森、羽田辺の海水浴場で客止めの
札をかけた所もあり、この日帝都よ
り海辺に排出された人の数は少なく
とも70万人（要約）」とありました。
野球は人気のスポーツで、大正15年
に明治神宮野球場完成、昭和２年に
夏の甲子園大会が初めてラジオで実
況放送、同９年ベーブ・ルースら米
大リーグ選抜チーム来日、同11年に
は７球団による日本職業野球連盟創
立などがありました。

【取材】文・写真：広報部会・前田太門

▲円タクを再現した自動車

▲下町の庶民住宅の室内、卓袱台がある

モダン東京

▲サラリーマンとビール
（現在は展示されていません）
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　閻魔信仰は仏教伝来と
共に始まったとされます
が、広く信仰されるよう
になったのは、末法思想
がはやった平安から鎌倉
時代初めにかけてのよう
です。閻魔大王は、地獄
と浄土を行き来できる地
蔵菩薩の化身とされ、庶
民にも深く信仰されるよ
うになりました。これが
江戸に伝わったのは、江
戸時代も中期以降のよ
うです。『続飛鳥川』（幕末期の随筆　
著者刊年未詳）は「太神楽」の項に、
「普段は天狗の面を被って托鉢する
が、閻魔の縁日である１月と７月
の16日は木造の閻魔を持って廻る」
と書いています。共に藪入りの日で
す。この日は商家の丁稚や女中たち
にとって、年に２日しかない貴重な

休日でした。それにあやかってで
しょうか、地獄も休日で　釜の蓋が
開けられることになっていました。
　この話を画像に描いたのが、英
一蝶（1652～1724）の没後、安永７

年（1778）に刊行された『群蝶画英』
（英一蝶 原画、鈴木鄰松（1732～
1803）筆）です。
　『江戸名所百人一首』に「浅草閻
魔堂」の挿絵があり、「おがまる
る　みればおそろし　大王の　人の
あくじを　すくいたもふわ（拝まる
る見れば恐ろし大王の人の悪事を救
い給うは）」という歌を載せていま
す。右近の「忘らるる　身をば思は
ず　誓ひてし　人の命の　惜しくも
あるかな」の捩

もじ

りです。右近は平安
初期の歌人・藤原季

すえ

縄
ただ

（官位・右近
＝右近衛少将～大将など）の妹とも
娘ともいわれています。当時女性は
名前代わりに父や兄の官位を名のる
ことが多く、本名は伝わりません。
　「切絵図（東都浅草絵図）」に従い、
浅草御門を出て神田川を渡り、現在
の江戸通りを進むと左側に天王社大
円寺（現須賀神社）があります。この
北隣にあった華徳院本尊が、閻魔で
あったことから浅草閻魔堂と呼ばれ
ていました。そのことを示す小さな
石碑が、今は玩具会館となった華徳
院跡地脇に立っています。しかし

それ以上の説明はありま
せん。玩具会館に尋ねて
みましたが、誰も知らな
かったし興味もないよう
でした。
　それでやむを得ず自分
で調べたら、杉並区松ノ
木へ移って現存している
ことが分かりました。一
つ分かると、あとの二つ
が気になります。下谷坂
本善養寺は、寺地が鉄道
線路の用地となったため、

明治45年（1912）に西巣鴨の現在地
へ移転しました。今も本堂には高さ
一丈（約3m）の木造閻魔が祀られて
います。しかし入口から離れ過ぎて
いるため、写真は撮れませんでした。

　内藤新宿太宗寺の閻魔（新宿区民
俗文化財）は、都内最大の閻魔像
（約5.5m）として知られ、唯一昔の
位置にあります。閻魔像は右側（向
かって左側）に奪衣婆（＝葬頭河婆・
新宿区民俗文化財）を従え、偉そう
な顔をして鎮座しています。余談で
すが、閻魔像のうち、当初からのも
のは頭部だけで、それ以外は昭和の
初めのものということでした。

江  戸の  三  閻  魔
光田憲雄

　六地蔵や六阿弥陀など、江戸に暮らしていた
人たちは、数字で表すことが好きでした。六に
限らず「日本三景（松島　天橋立　宮島）」や「三
美人（明和＝笠森お仙　柳屋お藤　蔦屋お芳。
寛政＝難波屋おきた　高島屋おひさ　菊本おは

ん又は豊雛）」など、「三」をかぶせた名所や名
物はもっと多いようです。しかし現在では忘れ
られたものもたくさんあります。「江戸の三閻
魔（浅草華徳院　下谷坂本善養寺　内藤新宿太
宗寺）」もその一つです。

▲浅草閻魔堂　『江戸名所百人一首』

▲太宗寺閻魔像

▲『群蝶画英』閻魔斉日
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会員からの投稿
新しい古文書？

岡本　脩
　国語は漢文や古文も含め昔から得
意だった。本を読むことも文章を書
くことも好きだ。ところがあの古文
書がどうも苦手だ。
　司馬遼太郎は書いている。「日本
の江戸時代ほど、文書が多かった国
は、同時代の世界にはないのではな
いか」（『街道をゆく37�本郷界隈』）
　武士はもとより、農民や町民にい
たるまで読み書きを学び、世界一の
識字率だった。そのたった150年前
の人々の書いた文書が私には読めな
い。「古文書講座」を受講されてい
る愛好家の方に笑われそうだ。だが、
私は明治以降の文書なら問題なく読
める。何百年後には、明治から昭和
にかけての手書きの文章はすべて古
文書になると思っている。手書きの
文字が消え去ろうとしている今、せ
めて現在残されている文書だけは大
切にしたい。
　先日、NHKスペシャル「銃後の
女性たち～戦争にのめり込んだ “普
通の人々” ～」を見た。陸軍の強力
な支援の下、地域の主婦たちが中心
となって活動した全国組織「国防婦
人会」。普通の主婦が近所の女性た
ちに戦争への協力を呼びかけ、熱狂
的に兵士を戦地に送り出していった。
今回、その活動の記録が多数存在し
ていることを知って本当に驚いた。
あの悲惨な戦争に女性も主体的に関
わっていったという事実、これらは
貴重な資料として残しておくべきだ
と痛感した。
　私が町会の役員をやっていた時、
町会会館の金庫や整理箱に長く保管
されていた古い資料が、ある時、町
会長の判断で廃棄されようとしたの
で、その中の一部を個人的に貰って
きた。

　それは昭和20年代に町内の公園
で毎年、開かれていた町会の運動会
関係の書類である。開催案内、競技プ
ログラム、運営要領、寄付名簿、収
支明細、会計監査、老人会への招待
状などで、当時の町会長が毛筆で書
いた綴込表紙の中に丁寧に仕分けし、
大切にファイリングされていた。
　あの頃、町は外で遊ぶ子供の声で
あふれかえっていた。今では考えら
れないが、学校行事とは別に一町会
が主催して、毎年運動会を催してい
たのだ。もちろん小学生だった私も
参加した。今ではスーパーやコンビ
ニに取って代わられたが、町は八百
屋、魚屋、肉屋など、さまざまなお店
で賑わっていた。その商店主や若い
後継ぎの青年たちが、こぞって運営
委員になって大会を盛り上げた。名
簿を見ると、今はすでに亡くなられ
た人たちがみんな青年部として活躍
していた。私にとってはとても懐か
しく、またこれは町会の歴史資料と
して、これからも大切に保存してお
くべきだと思った。
　戦争の時代から、戦後の復興期、さ
らには高度成長期を経て、たくまし
く生きてきた昭和世代の記録として、
こうした文書を未来へと引き継いで
いきたい。

「オランダ人の江戸参府」を
読んで

天野哲夫
　第122号１面を拝見してとても
興味を持ちました。
　「オランダ人の江戸参府」―私は今
年で16回目の「長崎歴史文化観光検
定」を３年連続で受検しました。例
年長崎市と東京都で実施され､東京
会場は江戸東京博物館に近いビルで
す。
　テキストは16章に分かれており、
その内容は自然、言葉、芸能、年中行
事、神社仏閣、オランダ文化、中国
文化、長崎ゆかりの人物、原爆など
多岐にわたっています。特に覚えき
れないで苦戦しているのは方言、町
名、寺社名あたりですね。方言はテ
レビなどで東北（一部かもしれませ
んが）、関西は身近になっていますが、
長崎言葉は全く見当がつかないもの
が多いです。
　芸能では瀬川瑛子、さだまさし、福

山雅治、前川清あたりは何とか、で
すが渡辺はま子、長崎ぶらぶら節
を初めてレコードに吹き込んだ凸
助（芸妓）や現代のアイドルとなると
……？
　肝心のオランダ人の江戸参府も比
較的よく出題されます。その他福沢
諭吉、大隈重信も長崎に縁があるん
です。３級は１回で合格しましたが、
２級は２年連続不合格。でも学ぶの
は楽しいです。体調が良ければ来年
も挑戦したいです。元々、長崎はサ
ラリーマン時代に一人旅で数回行っ
ていますが、いつもまた行ってみた
い気になる所です。
　そして、もう一つの縁は最大の趣
味、鳩レースです。埼玉県人となっ
てすぐ始めましたので45年を超え
ました。鳩レースはベルギー発祥で、
オランダと２カ国が世界のトップレ
ベルです。
　私の所では、オランダから輸入さ
れた血統がベルギーのものより好成
績を残しており、主流血統になって
います。2005年に三重県伊賀に国
際委託鳩舎ができて､巣立ちヒナを
委託・管理してもらいました（有料）。
その秋、西の岡山、広島、山口から
のレースを経て、11月の最終レース、
長崎からの平和祈念長崎インターナ
ショナル600kmレースに私の１羽
も参加しました。この間､2000余羽
の委託があったのですが、各レース
での未帰還鳩が出るのでメインの長
崎レースの参加は124羽となって
いました。
　当時の鳩雑誌を引っ張り出してみ
ると、当日はテレビ･新聞などの取
材がありセレモニーが行われたそう
です。
　11月26日８時に市内稲佐山公園
駐車場を飛び立った124羽ですが、
伊賀の鳩舎へは翌日８時13分に私
の鳩がトップで帰還しました。その
後は１羽の帰還もなく、劇的な１羽
帰りの優勝となりました。その後、
この鳩は我が家へ戻されて子孫に血
を受け継ぎましたが、昨年大往生し
ました。
　なお、翌年夏の一人旅は伊賀の鳩
舎見学をして長崎へ。稲佐山公園は
前回行ったときと全く違う感慨があ
りました。やはり､長崎とかオラン
ダは私にとって特別な響きがありま
す。
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第 12 回「えど友会員発表会」
◆�当発表会は昨年中止となり、今年
の９月２日の開催もコロナ禍のた
め断腸の思いにて一旦中止とさせ
ていただきましたが、発表者の賛
意とご協力をいただき以下の通り
開催いたします。

•須賀　靖さん
　「妖怪」その魅力と不思議
　�日本のみならず欧米にも伝わる
「不思議」の存在「妖怪」。その大
いなる魅力とは。

•町田菊男さん
　江戸の葬送と墓制
　�墓石文化の転換期にある現代。江
戸時代を中心に墓石文化・葬送方
法の変遷の歴史を俯瞰。

•國定美津子さん／尾形宏さん／鶴
谷博幸さん

　権現様のお引越しと大名旗本
　　－江戸台地の変遷－
　�江戸の歴史は古くて深い。日本武
尊・平将門から徳川まで。江戸の
ルーツと江戸城周辺の実状を探る。

•開催日：�12月１日（水）
13時～16時30分

•申込締切：11月15日（月）必着
•会場：江戸東京博物館・1階会議室
•定員：80人　�同伴者可（はがきに氏

名・電話番号連記）
•参加費：会員・同伴者とも無料

【企画担当責任者】大塚　仁（事業部会）

◆落語と講談を楽しむ会
８月、９月休会。
◆藩史研究会
８月27日（金）皆で調べる宍戸藩（常
陸国・茨城県笠間市）。佐竹義宣は
慶長７年（1602）常陸国54万５千石
から出羽国20万５千８百石に減封
され、代って秋田城主秋田実

さね

季
すえ

が
５万石宍戸城主として入部したが、
正保２年（1645）実季の子俊

とし

季
すえ

の時
に陸奥国三春に移封された。宍戸は
幕府直轄、水戸藩領の時期を経て、
天和２年（1682）水戸藩主徳川頼房
の第７子松平頼雄が水戸藩から連枝
として１万石を分知され、宍戸に陣
屋を設けて再び立藩。天保後期まで
藩主は在城せず江戸詰。行政は水戸
藩で執り行い、治安維持も水戸藩が
担当した。元治元年（1864）、幕府
は９代頼

より

徳
のり

に天狗党の争乱の鎮撫を
命じたが、宍戸藩が天狗党と共に幕
軍に敵対したとして頼徳は切腹、改
易となり、幕府領となった。慶応４
年（1868）朝廷の計らいにより父の
頼
より

位
たか

が再び立藩した。頼位の娘、高
は作家三島由紀夫の曽祖母として知
られる。参加者８人。
９月24日（金）野川陽一さん担当の
尾張藩（愛知県）徳川家下屋敷周辺
の見学会。尾張徳川家下屋敷（戸山
荘）（戸山1～3丁目）は北の諏訪通
り、西の明治通り、南の大久保通り、
東の早稲田大学～国立国際医療研究
センター病院を結ぶ通りで囲まれ
た13 . 6万坪（44 . 9万㎡）の江戸随
一の大名屋敷であった。池泉、枯山
水、筑山、渓谷、滝、茶屋、社寺な
どあらゆる要素が配され、多くの見
どころが存在した池泉回遊式の大庭
園で、中でも小田原宿を原寸大で再
現した「御町家」は特に名高かった。
現在は庭園の池の掘土にて築いた人
工の山、標高44.6m山手線内で最
高点である、玉円峰（現箱根山）以外
は面影をとどめない。玉円峰の東側
を御殿方向へ続く茯

ぶく

苓
りょう

坂
ざか

跡、養老
泉・養老水御茶屋跡にある２ｍ近い
赤紫色の石をくり抜いた井戸跡、瀧
門の滝跡（早大学生会館内）、荘内の
深山渓谷を模した渓谷跡などを巡っ
た。ほかに陸軍戸山学校跡、放生寺、
穴八幡宮を回った。参加者９人。

サークルだより
えど友 ◆  ｢ 米屋田中家明治日記 ｣ を読む古

文書の会
８月、９月休会。
◆『江戸名所図会』輪読会
８月、９月休会。
◆日本の大道芸伝承会　
８月18日（水）練習会場である烏山
区民センターが非常事態宣言の間も
時短ではあるが再開したままなので、
通常通り練習した。参加者３人。
９月８日（水）12日に開催の深川江
戸資料館主催イベント「江戸の物売
りと大道芸」が迫っているため、力
を込めて練習した。参加者３人。
９月12日（日）イベント「江戸の物
売りと大道芸」当日。前回同様客席
との間にパネルを置いての実演。今
回も椅子を次々に追加する程の入り
であった。参加者３人。
◆江戸を語る会
８月休会。
◆太田道灌ゆかりの地を訪ねる会
８月、９月休会。

●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（必須）③氏名を記入の上、友の
会事務局へお申し込みください。

◆Ａ班『新古改撰誌記』
文政三年二月の病気による休暇願。
中間押松永清四郎「私儀久々痔疾相
煩色々養生仕候得共、次第ニ相募難
儀仕候ニ付、湯治仕候ハヽ宜可有御
座与奉存候ニ付、依之信州上之諏訪
渋之湯江湯治仕度奉存候、何卒御憐
愍を以三廻之御暇被下置候様奉願
候」
たまには原文を読むのもよろしいの
ではと思い、大事な箇所へは下線を
施しました。下線の箇所だけでほぼ
文意が分かると思います。三

み

廻
めぐり

の意
味は七日間を一区切として「ひとま
わり」というところから廿一日間を
いいます。
「辰二月廿四日御月番忠兵衛江差出、
即日勝手次第与御同人被仰渡」
廿四日に清四郎が願を提出したとこ
ろ即日、目付花村忠兵衛より願通り
にしてよろしいと言い渡された。指
示が早くて痔疾にも良さそう！！
原文の読み方は、返り読みなども分

館蔵古文書翻刻だより

かりやすく修正して以下に記載しま
した。
「私儀、久々痔疾相煩い、色々養生
仕
つかまつ

り候え共、次第に難儀相募
つの

り仕
り候に付、湯治仕り候はゞ宜しく御
座有る可

べく

と存じ奉り候に付、之によ
り信州上の諏訪渋の湯へ湯治仕りた
く存じ奉り候、何卒御憐

れん

愍を以て三
み

廻
めぐ

りの御暇
ひま

下
くだ

し置かれ候様願い奉り
候」

友の会めも（開催日と人数）
令和３年８月～９月

◆役員会8月10日（火）12人。9月
14日（火）11人。◆事業部会8月3日
（火）13人。9月7日（火）14人。◆広
報部会8月17日（火）8人。9月21日
（火）8人。◆総務部会8月24日（火）
8人。9月休会。◆館蔵古文書翻刻プ
ロジェクト8月在宅作業でメール連
絡。A班6人。B班6人。9月在宅作
業でメール連絡。A班5人。B班6人。
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◆長期休館まであと5カ月！
休館対応プロジェクトからのお知らせです

　休館対応プロジェクトチームは、「博物館の長期休館中の友の会」について、検討を重ねています。
最終的な方針は、来年3月の臨時総会で発表いたしますが、ここではその途中経過を、順次お伝えして
いきます。まずは、皆さんの関心も高いと思われる友の会の催事：「セミナー・学習会」「見学会」「古文
書講座」についての「休館中の実施イメージ」をご紹介します。

１．セミナー・学習会
１）�セミナーは年間５、６回程度、テーマを絞り数回の
シリーズ物を主とし、会員が関心のあるテーマを模
索する。例えば江戸幕府・江戸社会制度・江戸文化
関係、浮世絵・名所図会関係、江戸城を含む城郭関
係、歴史上の人物など。講師は上記テーマをシリー
ズで講演いただける先生方として、江戸博の元学芸
員、古文書講座の先生、大学の先生や他博物館の学
芸員などにお願いする。

２）�会場として江戸博では大ホールを11カ月前から予
約可能で、利用料金の優遇もあった。一方、外部会
場では予約や利用料において条件は厳しいが、以下
の会場を候補に利用を行う。

　　　①�千代田区立日比谷図書文化館　日比谷コンベン
ションホール（定員200人）、7カ月前予約可

　　　② �JR水道橋駅近くの貸会議室 内海（定員110
人）、12カ月前予約可

３）�友の会のセミナー担当チームメンバーが中心になっ
てセミナー・学習会を企画立案、実施に移す。テー
マごとに、企画責任者が講師とセミナー内容や日
程調整の打ち合わせ、会場確保、「催事ホームペー
ジ」及び「友の会だより」で参加者募集、参加者名
簿作成、HP受付の場合はWebで参加票送付（郵送
受付の場合は原則申込者全員受け付け、参加票送付
なし）、ただし定員を超える場合は抽選もあり得る、
セミナー資料準備、催事開催、催事報告などを行う。
なお、セミナー実施に当たっては部会員、休館対応
チーム及び会員から募るサポートメンバーと協力
して実施する。

４）�セミナー参加費は1,000円程度。　講師謝礼、会場
費、資料印刷費、雑費などの必要費用は参加費から
賄う。

５）�学習会については、郷土資料館などを訪れ、学芸員
の解説、講演や見学会などを企画する。

２．見学会
１）�見学会は年間４回、暫定として気候の良い３月、５
月、９月、11月に開催する。定員は50人とするが、
参加申し込みが多い場合は最大80人まで可とする。
テーマとして「定番、再訪」シリーズ（名所江戸百景、
江戸名所図会、江戸城周辺、江戸四宿など）を原則と
するが、年間１回は新規、単発のテーマで実施する。

２）�友の会の見学会プラン作成チームメンバーが中心に
なって、見学会を企画立案、実施に移す。企画から

実施までは企画者が担当幹事となる。
　　・告知：友の会だより、催事ホームページなど
　　・�申込受付：郵送（受付は江戸博内友の会ポスト）、

催事ホームページ
　　・�参加票送付：郵送受付の場合、原則申込者は全

員受け付けるため参加票はなし。HP受付の場合、
webで参加票送付

　　・スタッフ：案内人（最大10人）�
　　・�資料関連：参加者用資料原本作成は原則企画担当

者が行う（標準化したフォーマットに基づき作成。
モノクロ、20ページ以内、写真少なめを基準とす
る）。参加者用資料作成は外注

３）�参加費＝会員、同伴者同額で、１,000円程度
３．古文書講座
１）�現在古文書講座を担当していただいている、入門編
の田中潤先生、初級編の安藤奈々先生、中級編の吉
成香澄先生には休館中の講座担当も了解をいただ
いている。各講座とも春講座（４、５、６月）と秋講
座（９、10、11月）の２期制（1期3回、年間6回）と
して開講する。

２）�会場は早期予約が可能、アクセスが良い、費用が安
いという点を考慮し、JR水道橋駅徒歩１分の貸会
議室「内海」を候補とする。定員は入門編、初級編、
中級編とも、2階会議室定員に合わせて60人（２人
掛）とする。参加人数が多い場合は午前・午後の２
講座とする。年間計画に基づき幹事と担当は会場確
保を行う。

３）�運営は友の会の古文書担当者が主体で当たるが、サ
ポートメンバーとして部会員や休館対応チーム及
び会員から募り、講座ごとに担当幹事・受付・資
料配布係などを決め、数名程度のスタッフで行う。　
講座担当者は講座の開催通知作成、「催事ホーム
ページ」及び「友の会だより」で参加者募集、参加
者名簿作成、HP受付の場合webで受講票送付、郵
送受付の場合受講票郵送（会場定員の関係で午前・
午後と分かれる場合の確認のため）、資料準備、催
事・収支報告などを行う。各期途中から及び新規の
参加申し込みは、それぞれの講座に空席がある場合
に受け付ける。

４）�参加費は1期3,000円とし、期初めに参加費3,000
円を新たに開設する友の会催事口座に振り込んで
もらう。講師謝礼、会場費、資料印刷費、雑費など
は参加費から賄う。



◆ このコラムは江戸東京博物館のいろいろ
な職務の方々に執筆をお願いしています。
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　総武線浅草橋駅を降りて、隅田川に出る途中に大
都会の喧騒やビル群からかけ離れた一角がある。流
れているのは神田川、そこには多くの屋形船やボー
トがもやわれ、静かな波に揺られている。そばに並
んでいる建物からは時代がかった風情が漂ってくる、
そこが柳橋である。水墨画を習っていた時期、浅草
橋駅から近い画材屋によく行っていたので、機会あ
れば柳橋を抜けて両国橋を渡った。
　柳橋は江戸時代には吉原へ向かう舟の発着場とし
て賑わっていたが、水野忠邦による天保の改革が行
われた際、営業できなくなった深川の芸者たちがこ
の柳橋に移ってきたため、幕末から明治時代にかけ
て都内でも有数の花街として栄えた。
　柳橋自体が造られたのはかなり前の元禄11年
（1698）で、神田川が隅田川に流れ込むところに
あったため、当初は “川口出口の橋” と呼ばれた。
しかし、近くに幕府の矢の倉があったため “矢の倉橋”
とか “矢の城橋” とも呼ばれており、後年、柳橋と呼ば
れるようになったという（諸説あり）。それまでは木橋で
あったが、明治20年（1887）に初めて鉄橋が架けられた
が、大正12年（1923）の関東大震災により崩落した。そ
の後、種々のデザインが検討された末、ドイツのライン
河の橋を参考にした永代橋の形を取り入れて昭和４年
（1929）に現在の橋に架け替えられた。欄干には 簪

かんざし

の

え ど 東 京 一 景

レリーフが飾られ、花街として賑わっていた昔の面影を
残している。
　ここの景色に魅せられてペン画を描き、それを投稿
し、初めて読売新聞朝刊に掲載されたのが平成18年12
月、後になって気付いたのだが、奇しくも私が友の会に
入会した年月であった。それから早くも15年がたとうと
している。

【取材】文・イラスト：広報部会・福島信一

（29） ―柳　橋―

　今年4月に管理課管理係に着任い
たしました。庭園美術館、事務局庶
務係と異動し、今回博物館の管理業
務に携わるという貴重な機会にあた
り、少しでも館に貢献できるよう頑
張りたく思います。よろしくお願い
致します。
　ところで、新たな仕事環境は多少
なりともストレスが溜るものです。
ビールで一杯！の解消法はもちろん
最高ですが、ステイホームの世の中、
おうちで癒しをくれるのが私の心の
オアシス、文鳥です。
　文鳥は東南アジア原産の全長

15 cm程の小鳥です。文鳥を知ら
ない方から「喋るの？」とよく聞か
れますが、喋りません。喋りません
が、賢い鳥で顔や名前も覚え、芸も
覚えるので鳥占いができます。人懐
こく、姿や鳴き声が愛らしいので、
夏目漱石作『文鳥』では淡雪の精と

美しく表現さ
れています。
日本には江戸
時代に愛玩鳥
として渡った
といわれてい
ます。葛飾北

斎や歌川広重も浮世絵に描いており、
人々の生活に深く馴染み愛された存
在だったと想像できます。なお、個
人的には広重の文鳥の絵姿は味があ
り、お勧めです。文鳥の記念日もあ
ります。10月24日でテニシアワセ
という語呂合わせからとのことです。
　密になれないこのご時世、文鳥を
手に握り、温もりと鳥の匂いを存分
に吸引するという、幸せで至福の
日々を過ごしています。長生きして
もらいたいものです。

手に幸せ
 

管理課管理係　藤原　百合子（ふじわら ゆりこ）
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　今回は駒込駅から北区の西ヶ原を
経由し、飛鳥山の手前までを訪ねま
す。駒込駅前の染井吉野桜記念公園
に立ち寄って出発です。
藤林山西福寺から佛寶山無量寺
　本郷通りを渡って北西方
向に進むと、10分もかか
らず染井坂通りに突き当た
ります。その手前左手に
は「門と蔵のある広場」が
あります。染井の植木屋と
して活躍した旧丹羽家の門
と蔵が移築され、小さな公
園になっている広場では親
子連れがくつろいでいまし
た。門は旧藤堂家下屋敷の
裏門を移築したものといわ
れ、豊島区の指定文化財に
なっています。
　染井坂通りを右に行くとすぐ左側
が西福寺です。山門の右手に無縁塚
があり、一枚石に可愛らしい６体の
地蔵が刻まれた六地蔵があります。
明暦元年（1655）に造られた、豊島
区内では最古の六地蔵です。墓地に
は徳川将軍家の御用植木師として名
高かった４代目伊藤伊兵衛政武（宝
暦７年・1757没）の墓があり、これ
は東京都の史跡に指定されています。
染井村の鎮守で、西福寺と同じ境内
にあった染井稲荷社（現染井稲荷神
社）は本堂左の隣地にあります。昔
この地にあった、染井と呼ばれた泉
は図会の頃すでに涸れていましたが、
「村を染井と云もこの泉によるとぞ」
とあるように、神社入り口を入って
すぐ右側、泉のあった場所に「染井
の里」の石碑があります。傍らには
水屋のように岩が積まれ、竹筒から
細々と水が流れていました。

　染井坂通りに戻り、西ヶ原の旧古
河庭園方向を目指します。無量寺は
その左側にあります。佛寶山西光院
と号し、真言宗豊山派に属する寺院
で、前述の西福寺は末寺となります。
図会の挿絵では本堂、阿弥陀堂、観音
堂などが描かれていますが、現在は
本堂のみで、正面には六阿弥陀第三
番目の阿弥陀如来座像、その右手に
は本尊である不動明王像が安置され
ていると、入り口前の説明板にあり
ました。その右側に「六阿弥陀三番
目」の比較的大きな石標が立ち、左
側には昌林寺が左一町と案内する小
さめの石標があります。山門を入り、
竹林の爽やかな参道を進むと中門で、
その右手前に立つ石碑は六阿弥陀最
古の石碑といわれています。

　中門の前には竹の棒が渡され、墓
参と御朱印以外は進入禁止の看板が
あり、写真撮影、SNS厳禁ともあり
ます。コロナ禍での対応なのか、そ
れとも以前から一般人を拒否してい
たのか分かりませんが、ドナルド・
キーンさんのお墓にお参りさせても
らいたかったけれど、声をかける雰
囲気は皆無でした。
補陀山昌林寺
　無量寺は広大な敷地を持っていた
ので、切絵図では西隣の昌林寺との
間は道１本と畑しかありません。無
量寺入り口正面の石標に「昌林寺に
六阿弥陀末木の観音がある」と彫ら
れているお寺です。無量寺から少し
戻って右折、広い通りに出て、西ヶ
原三丁目14の角で右折すると昌林
寺です。補陀山と称し、古は補陀落
寿院と呼ばれていました。一時荒
廃同然となりましたが、応永年中

名
所
図
会
を
歩
く
…
�

［藤林山西福寺から犬追物上覧の地］ （1394 -1428）に再興されて昌林寺
と改め、同18年足利持氏母堂の帰依
により再営、文明（1469-87）の頃に
は太田道灌の寄進もありました。し
かし、大永年間（1521-28）の兵火で
堂塔はことごとく失われ、図会では
「今はいにしへの 俤

おもかげ

のみを存せり」
とあります。本尊は末木観音と称し、
六阿弥陀に用いた末木を以て彫刻し
たと伝えられ、補陀山の扁額を掲げ
た本堂の前には「南無末木観音大菩
薩」の碑が立っています。
平塚明神社から犬追物上覧地
　昌林寺から西ヶ原の貝塚広場の前
を通って本郷通りに出ると、こんも
りとした緑の滝野川公園が見えます。
中に入って、体育館を過ぎた辺りで
平塚明神社（現平塚神社）の参道途中

に突き当たります。源義家
が奥州征伐の凱旋途中に
当地を訪れ、その歓待の礼
に領主豊島太郎近義に鎧
一領と義家の守本尊十一
面観音像を与えました。そ
の後、元永年中（1118-20）
に近義は拝領した鎧を清
浄な地に埋めて塚を築き、
自分の城の鎮守とします。
塚は甲冑塚と呼ばれ、高さ
がないために平塚ともい
われました。この塚は本殿
裏側の丘のようです。さら

に近義は社を建てて義家・義綱・義
光の三兄弟を平塚三所大明神として
祀り、一族の繁栄を願いました。こ
れが平塚神社です。平塚神社参道入
口の右側石垣に「平塚城伝承地」の
説明板がありました。
　平塚神社西方に続く、滝野川公園
から現在の国立印刷局東京工場（旧
滝野川工場）の辺り一帯は将軍遊猟
地でした。３代将軍家光がこの地で
鷹狩を行う際の休憩所として御殿が
設けられたため、御殿山と称されま
した。滝野川公園入口には御殿前遺
跡の碑があります。犬追物は正保４
年（1647）11月13日に行われたこ
とが林春斎の『犬追物御覧記』に記
されています。

【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

西福寺の六地蔵

▲長谷川雪旦　平塚明神社
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◆来年１月から第３期を開講
　第３期の日程は以下の通りです。受講は自動継続ではあり
ません。改めてお申込みください。
◆入門編
•講師：田中潤さん（学習院大学非常勤講師）
•開催日：１／12（水）、２／２（水）、３／２（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：１／19（水）、２／16（水）、３／16（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：１／15（土）、２／19（土）、３／５（土）

•時間：午前の講座は10時30分～12時30分
　　　　�午後の講座は14時～16時
　　　　 （注意）午前か午後かの希望を忘れずに明記
•会場：江戸博１階会議室（中級編2月19日のみ学習室）
•定員：各講座�午前、午後とも　80人：会員のみ
•参加費：全３回2,000円（初回一括払い）
•申込締切：12月２日（木）必着
◆第２期の残日程
　�入門編11／10（水）、初級編11／17（水）、中級編11／20
（土）

【企画担当責任者】川上由美子（事業部会）

第 210 回「江戸湊と江戸の川」
講師　菅原健二さん（東京都市史研究家）
◆�江戸という都市の特徴の一つに、都市が海岸に面した場
所＝臨海部に成立したことがあげられます。江戸城と市
街地が海岸に面した場所に建設され、その海岸を埋め立
てて陸地を増やし大都市へと発展した場所。江戸城や市
街地の建設に必要な大量の物資の輸送には、水運を利用
するしかない時代でしたから、都市機能を具体的に支え
る手段＝舟運（湊の具体的施設である運河と河岸地を利
用）に便利な都市造りが行われました。

◆講師略歴：すがわら・けんじ
　�2020年3月まで中央区立京橋図書館勤務。司書。在職
中に『中央区沿革図集（京橋編・日本橋編・月島編）』の
企画・編集、『Jr. 中央区文化・歴史ずかん』の執筆・編
集などを担当。主な著書に『川の地図辞典　江戸・東京
23区編』、『川の地図辞典　多摩東部編』、『川跡からた
どる江戸・東京案内』、共著に『東京の地理がわかる事
典』など。

•開催日時：12月10日（金）　14時～15時30分
•申込締切：11月25日（木）必着
•会場：江戸東京博物館・１階大ホール
•定員：200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】待場　浩（事業部会）

　「おごれるコロナも久しからず」を信じつつ、引き続き、
催��事参加時には、下記のご協力をよろしくお願い致します。
１．�①から④に該当する場合は来場・参加はご遠慮ください。
� ①発熱があり検温の結果、37.5℃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
れた者との濃厚接触がある　④過去2週間以内に入国制
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（見学会参加時も同様）は①から⑥を守ってくださ
い。①入館時、参加時に検温を受け、マスクを着用し、手
指を消毒する　②受講票参加票下部の健康チェック票に
記入提出する　③会場内及び見学時の会話は極力控える　
④咳エチケットを守る　⑤入場前・トイレ待機・終了後
退出などの際は社会的距離を保つ　⑥会場内や見学時に
体調不良の場合、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の作
成・保存が要請されています。名簿は有事に保健所など
に提供する場合があることをご承知おきください。

事業部会長　川上由美子

新型コロナウイルス感染防止にご協力を

「渋沢栄一の足跡を訪ねて」（王子・飛鳥山周辺）
◆�今年のＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」の主人公であり、
2024年に登場する新１万円札の顔でもある渋沢栄一は、
約500の企業、約600の社会公共事業に関わったスケー
ルの大きな経済人であり、「近代経済の基礎を築いた」「日
本資本主義の父」といわれています。

　�パリ万博に同行して体験した近代化の拠点として、王子
に抄紙工場を設立。「職住接近」の考え方で別荘・本邸を、
隣接する飛鳥山に構えています。以後54年にわたりこ
の地に住み、終焉の地ともなりました。内外の著名人を
ここで接待し、渋沢栄一の人生の拠点ともいえる場所で
す。渋沢栄一の生涯・人間性に触れながら、周辺のゆか
りの地を巡ります。解散は飛鳥山の渋沢史料館前です。

•開催日：11月27日（土 )�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
•申込締切：11月15日（月）必着
•定員：80人　�同伴者可（保険の都合上、申込はがきに氏

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】相羽久男（事業部会）

常設展見学会
◆�江戸東京博物館は、来年４月から長期休館に入ります。
日本橋を渡って行けば、いつもそこには楽しさと発見が
ある常設展ともしばらくの間お別れです。友の会では、
常設展をもっと知り、よりお楽しみいただくために「常
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●特別展「縄文 2021 －東京に生きた縄文人－」
会　期：10月９日（土）～12月５日（日）
会　員：�一般650円、65歳以上330円、大・専門生520円�

高・中・小学生330円
同伴者：一般1,040円、65歳以上520円、�

大・専門生830円、高・中・小学生520円
●（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

●「ひきつがれる都市の記憶－江戸東京３万年史」
会　期：９月18日（土）～12月５日（日）
会　場：常設展示室　５Ｆ企画展示室

次回予告

●「徳川宗家 2021（仮）」
会　期：１月２日（日）～３月６日（日）
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　�設展見学会」を企画しました。お誘い合わせのうえ、残
り少ない常設展を十分にお楽しみください。いつもと少
し雰囲気が違う室内を巡る見学会です。ご案内時間は、
１時間半程度を予定しています。
　※�本見学会は、２カ月分のご案内となります。申込は各
月ごとにお願いします。

•開催日：12月18日（土）東京ゾーンのご案内となります
　　　　　�1月22日（土）江戸ゾーンのご案内となります
•受付開始：11時
•集合場所：江戸東京博物館　正面玄関入口外

そと

、ポスト前
•申込締切：12月開催分　　12月6日（月）必着
　　　　　　１月開催分　　� 1月10日（月）必着
•定員：各回30人　�同伴者可（はがきに、氏名、住所、

電話番号を連記）
•参加費：�無料（会員は会員証を忘れずに持参してくださ

い。同伴者は常設展観覧券を購入の上集合し
てください）

【企画担当責任者】中山和巳・阪上克弘（事業部会）

「元祖山手七福神」を歩く
◆�恒例の七福神巡り、コロナでの延期を受けて来年はリベ
ンジの「元祖山手七福神」となります。江戸から目黒不
動瀧泉寺への参詣道沿いに祀られた七福神を巡拝するも
ので、「江戸最初」を名乗る由緒ある七福神です。白金
高輪駅を出発、覚林寺清正公（毘沙門天）→瑞聖寺（布袋
尊）→妙円寺（福禄寿、寿老人）→大円寺（大黒天）→蟠龍
寺（弁財天）→瀧泉寺目黒不動（恵比寿神）→東急目黒線不
動前駅で解散となります。「密」を避けやすい山手にあり、
またほとんどが独立したお堂に祀られているのも特徴で
す。巡り方によってご利益が違い、今回の白金から目黒
のコースは「無病息災、長寿祈願」。逆の目黒から白金
は「商売繁盛祈願」とのことです。（コロナ下での団体
行動であるため御朱印はご遠慮いただいています）
•開催日：１月６日（木）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：�東京メトロ南北線、都営三田線「白金高輪」駅�

1番出口地上
•申込締切：12月９日（木）必着
•定員：80人　�同伴者可（保険の都合上、申込はがきに氏

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】川上由美子（事業部会）

好評開催中！

◆えど友会員発表会は、７ページをご参照ください。

好評開催中！
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催事のはがきによる申込方法
◆ 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）　　　　④電話番号 
を明記して下記の「友の会事務局」へ。

　＊同伴者がいる場合は、その氏名、電話番号を連記する。
　　見学会の同伴者のみ保険の都合上、住所の明記も必要。
◆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」
＊「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、切り取り線下部のチェック表を提出し
てください。

　なお「受講票参加票」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。
＊「受講票参加票」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（11 時～12 時、13
時～16 時）にお願いします。
＊「受講票参加票」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。

インターネットによる催事の申し込み
「催事案内」ホームページ
https://sites.google.com/view/edotomosj2104b


