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　江戸東京博物館友の会は今年も定期
総会開催の時期を迎えましたのでご案
内いたします。
　友の会は、平成13年5月に設立総
会が開かれ発足しましたが、当時の会
員数は577名でした。それから6年、
会員数も倍増し1,300名を超えるに
至り、活発な活動が展開されています。
　来年度も多彩な事業活動が予定され
ておりますが、皆さんのご希望やご意
見をできるだけ取り入れ、より多くの
方々の積極的な参加と協力を得て、さ
らに充実した活動を展開していくこと
が期待されています。
　定期総会は会員が一堂に会する年に
1度の機会で、過去1年間の活動を振

◦ 平成19年度　事業予算案
◦ 役員および監事の選出（改選）
■小澤教授記念講演
　総会に引き続き、午後3時15分か
ら約1時間30分、江戸博小澤弘教授
の記念講演「大江戸を歩く―日本橋
通り―」が予定されています。同教
授の講演は昨年もたいへん好評でし
た。どうかご期待ください。
■懇親会
　記念講演終了後、午後5時から館
内2階のレストラン・モアで懇親会（会
費500円）が開催されます。会員同
士が交流し懇親を深める折角の機会で
す。こちらにもぜひご参加ください。

り返るとともに、これからの活動につ
いて率直な意見交換を行う場です。
　同封の議案書をお読みいただき、ぜ
ひご出席ください。
開催要領は次のとおりです。
■平成19年度　友の会定期総会
　開催日時：5月25日（金）
　　　　　　午後1時30分
　会場：江戸東京博物館・1階ホール
●主な議案
◦ 平成18年度　事業報告（事業部会、
広報部会、総務部会）
◦ 平成18年度　会計報告
◦ 平成18年度　監査報告
◦ 平成19年度　事業計画案（事業部
会、広報部会、総務部会）

会員資格継続

手続きの

お願い

　会員資格の有効期限は、入会の日から１年間となっています。間もなく有効期限を迎える
方には「継続手続きのお願い」を郵送いたしますので、継続ご希望の場合は同封の払込用紙
にて年会費の納入をお願いいたします。友の会は会員の皆さまによって支えられていますの
で、1人でも多くの方の継続をお待ちしています。
■継続手続きをされませんと、友の会活動への参加や会員特典が受けられなくなりますので、
ご注意ください。

平成19年度　定期総会に出席しよう
５月25日（金）午後１時30分から開催

～小澤教授の記念講演を予定～



2　江戸東京博物館友の会会報 <えど友>　2007/5　No.37

女髪結はご法度だった江戸時代
　私は、東京都公文書館で「東京市史
稿」（明治44年・1911年編さん事
業が始まる）という東京市の通史のも
とになる膨大な資料の編さんをしてい
ます。江戸時代の終わりころまでの資
料を約100年かけて集めている事業
ですが、この市史稿の中に、江戸の終
わりころの老中水野忠邦の天保の改革
（1841年）に関する資料があります。
風紀取締まりや財政の粛清などをやっ
たわけですが、そのとき大変多くの取
締まり令が出されています。その一つ
に女髪結の禁止令があります。女は自
分で髪を結うべきで、髪結を業とする
ことはぜいたくであり許しがたいとい
うことで禁止令が出されています。
　男の髪結を単に髪結といいますが、
この時代の髪結に関しては資料も多く
研究も多くされています。当時の髪結
という職業は身分としてはひとつ低く
見られており、髪結をしながら町に雇
われた番人の役目も負うこともありま
した。公の仕事を請けながらその町で
髪結をしていくこともあったわけで
す。しかし、髪結も増えてくると、こ
の町で髪結を営む権利は誰のものとい
うかたちで、営業権が一つの商品、つ
まり株として扱われるようになりまし
た。
　髪結株は１つの町の中の内

うち

店
だな

（家の
中での営業）と出床（廻り髪結）の権
利を合わせて、幕末には最低200～
300両といわれていますから、今の
金額にしてざっと千数百万円になるわ
けです。こういう株を買い集める者も
出てきます。髪結はこの株をもつ者に
揚
あげ

銭
せん

を納めて仕事をしたわけです。
　さらに髪結たちは、例えば奉行所が
火事の時には大事な書類を持ち出す仕

事をさせてほしいといった申し出を
し、また他の者が勝手に髪結を始めら
れないよう営業権を固めていったりし
ました。こうした申し出の書類も残っ
ています。
　江戸時代の多くの職業は、仲間を作
り、場所を確保し、その場所の権利を
持つことで仕事の場を確保していま
す。その集団が正統的に認められ、奉
行所などが保障してくれるわけです。
それが安定的に成立ったときに一つの
コミュニティの形で固定化していくと
いう社会の仕組みがあったわけです。
しかし、女髪結はご法度でしたから、
男性の髪結のように仲間として認めら
れることもありませんでした。では、
明治時代になってからはどうなるので
しょうか。

ご法度でなくなった女髪結
　明治になって四民平等とか文明開化
などといっても、すべてがそうそう簡
単に変わることはできなかったよう
で、女髪結にしても表立って仲間を作
り始めたのは、明治10～11年（1877
～ 1878）ころからのようです。ただ
し、東京府はあらゆる職業について同
業組合を作ることを許可したにもかか
わらず、女髪結については許可を出し
ておらず、なぜか相対示談でやるので
あれば良いということにしています。
　明治10年（1877）に ｢女髪結渡世
願｣というものが出されています。内
容は自分は病気で生活が苦しく妻の女
髪結業でしのいできたが、旧幕時代女
髪結は度々渡世差留になって生活が苦
しいので、今後は税を納めるので許可
願いたいというものです。このような
願書はいくつも残っています。
　そのうちに ｢渡世願 ｣ ではなく 
｢女髪結取締願書｣という結社（仲間）

を願い出る文書が出てきます。
その内容は、女髪結の仕事は黙
認されて各自随意に営業してき
たが、中には売春やその取次ぎ

をするものなどがあり、悪弊をもたら
してきたので、同業者でこのようなこ
とを取締まり国のお役に立ちたい、髪
結賃などを定め税を納めるので許可願
いたいというものでした。明治11年
に出されたこの願書には女髪結24人
が名を連ねています。ただこの願書に
ついては、女髪結がご法度でなくなっ
たことをうまく利用したもののよう
で、女髪結自身の要求にもとづいて出
されたものとみることはできません。

したたかに生きる女性たち
　しかし、明治になっても女性につい
てはまだ厳しかったときに、相対示談
であればよろしいということになった
ことは画期的なことで、社会にも変革
の印象を強く与えることになり、当時
の新聞のニュースにもなったわけで
す。
　ところが明治12年（1879）に神田
区の女髪結たちから廃業届が出されて
います。これはこの年から営業税が課
せられることになったためでした。営
業税は理髪床1軒単位で課せられる
ために廃業届が出たわけです。廃業理
由は、自分は病のため自宅営業をやめ、
廻り稼業 (出髪結 )にしたいというも
のです。厳しい生活のなかで、出髪結
だけなら営業税を納めなくてもすむと
考えたからでしょう。
　明治に入っても、江戸の「仲間」の
論理から近代の資本主義の論理にはそ
う簡単には移っていかなかった中で、
女髪結たちは、江戸時代には厳しい取
り締まりのなかで仕事をし、明治に
なって営業税が出てくると廃業届を出
してでも仕事の道を探っていくという
ように、時代の中でしたたかに生き、
女性たちを装う美しい日本髪を結い続
けたのです。
【記録】 文・写真：広報部会・大石憲一

第 50回　江戸東京博物館友の会セミナー（2007/1/27）

女髪結の暮らしと働き
講師　横山百合子さん（立教大学兼任講師）
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人気高まる藤沢文学
　最近、藤沢周平の人気が高く、新聞
でも毎日のように紹介され、映画化や
テレビドラマ化もあり、没後10年と
いうこともあるのでしょうが、藤沢人
気はたいへんなものです。かつてこの
友の会で藤沢周平の話をさせてもらっ
たことがあり、そのとき以来藤沢周平
に惚れ込んでしまいました。その理由
の一つに私と年齢が同じで、同時代を
共有していることがあります。また、
彼は山形県鶴岡市の出身ですが、私が
専門にしている横光利一の奥さんが鶴
岡の人で、横光の弟子で作家の森敦さ
んの奥さんも鶴岡の近くの酒田で、当
然私も鶴岡を訪ねる機会が多く、いろ
いろと重なってくるところから個人的
に興味を持つことになったわけです。
　藤沢周平の人と作品がはっきりと定
着するにはまだ時間がかかると思いま
すが、現在は藤沢ブームといえるほど
の人気振りです。それはどうしてなの
か、どんな理由があるのかを、作品を
通しながら探ってみたいと思います。
　今年１月13日の朝日新聞に、初め
て外国に翻訳される作品の一覧表が紹
介されていて、その中に藤沢周平の名
前がありました。彼の作品が英、仏、
独、露の各国語に翻訳されるのは初め
てで、短編集のようです。｢海鳴り｣
や ｢蝉しぐれ｣といった個人的にも
好きな長編小説はもちろんあります。
長編、短編ともに素晴らしい作品ばか
りですが、彼の作品でこれから先も読
みつがれていくと考えられるのはやは
り短編小説ではないかと思います。そ
の一つに「橋ものがたり」があります。
舞台となった場所は江東区の門前仲町
周辺、万年橋周辺、そして墨田区の両
国橋周辺です。これらの場所は｢本所
しぐれ町物語｣の舞台でもあります。
　｢橋ものがたり｣はすべて橋を中心
とした物語で、人が行き来する｢動｣
の世界です。出てくる地名ははっきり
としていますが｢本所しぐれ町物語｣

の地名はほとんど架空の地名です。「本
所」は地名ですが｢しぐれ町｣という
町はありません。｢しぐれ｣というの
は秋から冬にかけて降る雨、また降っ
たり止んだりする雨をいいますが、そ
れは降るときの暗さ、晴れるときの明
るさを表わしています。つまり人生の
喜怒哀楽を意味する、そういうものが
この町の中にあるということを書こう
としたのが彼の意図したところかと思
います。
　しぐれ町は推測するとそこは武家屋
敷と商家が一体となって雑居している
人たちの町で、先程の｢動 ｣に対し
｢静｣の世界です。作品は水と深い関
係があり、地図上にマークをすると現
在の堅川です。東京で江戸時代と変わ
りなく今も掘割が残っているのはこの
辺りで、藤沢周平は丹念にこの辺りを
歩いたようで、作品の風景がよく分か
ります。翻訳される短編小説にはこの
2作品が含まれるのではないかと思い
ます。それは短いけれども密度の濃い、
いろいろな読み方ができる作品だから
です。

時代小説作家・藤沢周平
　藤沢周平は現代小説をほとんど書い
ていないのが特色の一つです。テレビ
の番組で藤沢周平を時代小説作家と紹
介していました。時代小説作家の草分
けは野村胡堂、長谷川伸です。藤沢周
平は時代小説作家のどの系統かという
と私は長谷川伸、山本周五郎の二人を
ミックスしたような系統ではないかと
思います。それは「情」の世界です。
さらに作品に英雄・豪傑は決して出て
きません。名も権力も金もない下級武
士か、ありふれた一般庶民が主人公で
す。これも大切な特色です。

　このように藤沢周平が名もない庶民
を書くのは、古い物語ではなく時代小
説における新しい世界、新しい視点に
目を向けているということです。
　では彼が描く江戸時代はいつごろな
のか。｢海鳴り｣の書き出だしは紙問
屋の会合の場面で、江戸時代の円熟し
た時代の門前仲町の料亭を設定してい
ます。彼はこれを文化11年（1814）
ころだとはっきり言っています。つま
り明治維新まであと50年くらいの時
代で、新しい時代を迎えようとするエ
ネルギーがあるころです。そのころの
庶民をスケッチしたのではないかと思
います。

短編集「本所しぐれ町物語」
　「本所しぐれ町物語」ですが、12編
の短編小説の中に｢猫 ｣を題名にし
たものが4つあります。この4作品
の連作を読むとこの短編集の特色がよ
く分かると思います。さらにこの辺り
の舞台が実に細かく書かれているのが
｢秋｣と「秋色しぐれ町」です。堅川
沿いのしぐれ町の家並みが丹念に書か
れています。この12編を通して親子、
兄弟、夫婦などの人間関係をうまく
やっていくための思いやり、しぐさと
いうものが、制約のある社会の中でい
かに潤滑油として活かされてきたかを
見ることで、現代のカサカサした時代
を見直せるかと思います。
　藤沢周平が多くの人に読まれている
というのは、混とんとしている現代に
失望することなく、現代をよりよく生
きるための一つの手がかりとしてでは
ないでしょうか。今日のお話が多少と
もその参考になればありがたいと思い
ます。
【記録】 文・写真：広報部会・大石憲一

第 51回 江戸東京博物館友の会セミナー（2007/2/24）

藤沢周平の江戸
―「本所しぐれ町物語」の魅力―
講師　井上　謙さん（元日本大学教授、ＮＨＫ文化センター講師）
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　江戸城の大奥の世界では、絵島・生
島に象徴されるイメージだけではな
く、女性同士の実務的な外交のやり取
りがありました。信州・善光寺の古文
書から、江戸時代中期に善光寺上人の
初登城をめぐる女性達の実務を追うと
当時の大奥で生活していた女性達の具
体的な姿を知ることができます。

青山・善光寺と信州・善光寺
　信州・善光寺の史料によると、青山・
善光寺は慶長6年（1606）信州・善光
寺の宿寺として谷中に起立されまし
た。その後、宝永2年（1705）に青山
百人町（現・港区北青山）に移転し現在
に至っています。宗派は浄土宗であり、
将軍家菩提寺の芝の増上寺と関係が深
かったことになります。
　信州・善光寺（大本願）は、歴史的に
みると、代々女性の住職が続き、現在
も女性が住職を務めています。江戸時
代では大名か公家の娘が住職になって
いたようです。江戸時代中期に善光寺
上人となった智観尼は115世であり、
11歳という幼さで住職になってから
48歳で亡くなるまで37年間住職を
務めました。住職が女性であったこと
によるのでしょうか、将軍にごあいさ
つをする際には大奥を通しています。

大奥―御年寄、表使、御使番など
　今回の史料では智観尼が上人になっ
て継目御礼として初登場するまでのプ
ロセスと女性達の活躍が浮き彫りにな
ります。時代は、江戸中期の宝暦年間
（1751～ 1763）、たった12歳の智
観尼が将軍に初御目見えする大行事を
実現するために周囲の女性達は実にき
め細やかな配慮で準備をしました。
書状には、数ある大奥の役職の中から、

奥女中の権力者である「御年寄」と諸
大名などからの女使の接待役である
「御客応答」、大奥の外交係の「表使」、
広敷役人との取次ぎ役であった御目見
以下の「御使番」などが登場します。
　善光寺側では、智観尼につかえる「老
尼」が担当者として登場します。大奥
との外交は思慮深くかつきめ細やかな
配慮に満ちたやりとりが浮き彫りにな
ります。以下、継目御礼のときの古文
書を読みながら順を追って詳しく見て
みましょう。

住職継目御礼
　まず、智観上人から「宝暦四年甲戌
五月二十八日、御本丸御表使衆へ文を
もって善光寺住職継目の御礼先格の
通り　御目見願いたてまつりたく候。
内々にてあい伺い候ところ近日の内に
願書さしあげ候よし御老女方仰せられ
候よう御表使衆より返書に申し来りて
候」と、特徴のある女筆で記載されて
います。書状は表使にあてたもので、
将軍に御目見えしてごあいさつしたい
旨、大奥の御年寄にお伝えくださいと
お願いをしているものです。返事は御
年寄あてに願書を出しなさいというも
のでした。あて名は表使の六名全員で
あり、全員への気配りの様子がうかが
われます。当時の表使全員の名前を確
実に把握していることから、日頃から
確実な大奥情報を入手していたことも
わかります。

お目見えの内諾
　その後、「八月十三日、御本丸御老
女方並びに表使衆より御文にて御書
付」が届き、「願いの通り公方様、大
納言様へ御目見献上物など先例の通り
仰せつけられ候。」とあり、九代将軍

家重と西の丸にいた世子家治に御目見
えできること、そして具体的な登城日
は後ほど伝える旨、連絡が8月13日
に入ったことがわかります。

登城の直前
　初登城直前の9月25日、本丸大奥
の表使より、登城日を10月１日にす
る旨の連絡がはいり、9月28日には、
大奥御使番より善光寺の老尼あてに、
登城時の御切手口を通過する供人の人
数に関する問い合わせがあります。
　御使番は御目見以下の地位であり、
御目見以上の格式をもつ智観尼ではな
く同等の善光寺老尼を相手にしている
ことから、女性同士の連絡にも地位や
身分が配慮されていたことがわかりま
す。
　この問い合わせに対して、「上人乗
物を担ぐ者6人、御付の駕籠を担ぐ
者6人、供侍2人、等々合計26人」
と報告されています。また、登城時の
献上物の目録からは、将軍への信州・
善光寺ならではの名物、蕎麦を始め、
御付のものまで細々と献上物がされて
いることが確認できます。

登城の当日
　登城当日は、公方様（家重）、大納言
様（家治）、萬次郎様（家重の次男）の3
人に御目見えし、白銀、御酒、御菓子
などを拝領しました。継目御礼の大行
事をたった12歳の智観尼が無事に終
えたのは八つ刻（午後2時か3時頃）
でした。退出時には大奥女中達に扇子
などが贈られています。
　このように、江戸時代は、女性が登
城することがあり、そのために大奥の
役割に外交的機能があったことが具体
的に明らかになりました。今後、全国
の古文書を探っていくことにより、江
戸城の大奥という空間を彩る女性達の
実務的な世界がより具体的に明らかに
なる可能性があり、非常に興味深いこ
とといえます。
【記録】 文・写真：広報部会・深尾恵美子

第 52回 江戸東京博物館友の会セミナー（2007/3/6）

善光寺上人と江戸城「大奥」
―長野・善光寺の史料を中心に―
講師　菅野俊輔さん（小学館アカデミー「古文書塾てらこや」講師）
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　3月20日から開催されている「ロ
シア皇帝の至宝展～世界遺産クレムリ
ンの奇跡～」の特別観覧会は3月23
日（金）午後5時から開催されました。
参加者は約100名。最初に、会議室
で岡本純子学芸員の解説を聴き、見学
に入りました。
　クレムリンとは「城壁」のことでロ
シア各地にあります。特にモスクワの
クレムリンと言えば「革命」、「血の粛
清」、「秘密警察」、城外の「赤の広場」
など、いろいろな暗いイメージを持つ
人も多いことでしょう。モスクワのク
レムリンは、三角形状の敷地面積29
万㎡を囲い、全長2230ｍ、その中
には多数のロシア正教会の聖堂、赤い

星を頂いた五つの尖塔、大統領府や大
統領官邸などがあるのです。
　今回のテーマは「皇帝の至宝」です
から、19世紀以前の宝物が陳列され
ています。まず第１章は「ウラジーミ
ル公国とモスクワ」です。12世紀の半
ば、考古学によって検証された銀細工、
金メッキの装身具等が陳列されていま
す。
　第2章は「14-15世紀、大公国モ
スクワ」。モンゴルの征服したキプ
チャック汗国では建築物はほとんど破
壊され、職人による工芸も伝承が危機
にさらされたのですが、奇跡的に無事
だったイコンや写本など、小さいけれ
ど貴重な品々が伝えられました。
　第3章は「16世紀の首都モスクワ」
です。モスクワはこの時期に強大な国
家の首都となりました。印刷技術が開
発され、壮大な挿絵つき年代記などが
作られました。キリスト教の教理に関
しいろいろな議論が行われ、それを表
したイコン(聖像 )が見られます。
　第4章は「17世紀ボリス・ゴドゥ
ノフからピョートル大帝の時代まで」
です。飢饉やポーランドの侵攻など苦
難が続き、次々と王が代わった不安定

な時代です。陳列の品には、ピョー
トル1世の胸間十字架、皇帝イワン5
世のダマスカス鋼製サーベル、外国の
王や使節から贈られた工芸品、クレム
リンの工房で作られた金工品、武器・
武具、豪華な祭衣などが並びます。
　第5章は「18世紀の古都モスクワ」
です。ピョートル大帝や女帝エカテリ
ナ2世の肖像画が並びます。皇后マ
リア・フョードロヴナが彫ったカメオ
など、近世の職人芸はますます高度な
ものになります。
　第６章は「19世紀における国民的
伝統の復活」てす。19世紀のロシア
は複雑で矛盾に満ちた時代であり、陳
列品は細密画の肖像、戴冠式用のマン
トなど、そして本展覧会の目玉「モス
クワ・クレムリンエッグ」、それがど
んなものか、ぜひ江戸博にお出かけく
ださい。会期は6月17日までです。
 最終章は「絵画と版画におけるクレ
ムリンのイメージ」です。
　この展覧会の図録は、翻訳も大変
だったと思いますが、ロシア側の執筆
者の凄まじい意欲を感じさせます。

江戸東京博物館友の会　特別観覧会
（2007/3/23）

ロシア皇帝の至宝展
～世界遺産クレムリンの奇跡～

【取材】 文：広報部会・佐藤幸彦
 写真：同・稲垣武志

◆このコラムは江戸東京博物館の学芸員や
講師など館職員の方に執筆をお願いしてい
ます。

　春といえば出会いと別れの季節で
す。江戸博でも、今年久しぶりに新規
採用がありました。かれらの姿に新鮮
さを感じるとともに、長年一緒に働い
てきた同僚が退職したり異動したり
し、若干の寂しさを覚えたりもしてお
ります。
　私は現在、主に展示室関連の部署で
仕事をしておりますが、かつて収蔵庫
関連の部署に所属していたことがあり
ました。18室ある収蔵庫には、さま
ざまな資料が保存されています。温度、
湿度、紫外線などをコントロールして
資料を守り、展示や貸し出しで資料が
出ていく際には行き先を管理し、資料

が戻ってきた時には、状態の変化がな
いか観察し元の場所に戻すという、あ
る意味、地味な作業を繰り返すのが収
蔵庫の仕事です。
　そのなかで、資料を効率よく収蔵す
るため、資料の収蔵場所を組みかえる
庫内整理の仕事があります。繰り返し
が基本の業務のなかで、創造性が発揮
できる仕事です。
　職員の多くが入室を敬遠する収蔵庫
がありました。カタカタと棚を鳴らす
細かな振動が、建築構造のためとは思
えない雰囲気だったのです。気が進ま
なかったのですが、そこの整理を行う
ことにしました。

　第六感が弱いほうでもない自分は、
そこで、明らかに単純な「もの」以外
の力が感じられる資料を見つけまし
た。その資料を、棚の奥から空調の吸
気と排気の経路上に移動したところ、
振動が収まり、照度は変わらないのに
以前より明るくなったような印象とな
りました。以後、この収蔵庫で長時間
作業する職員が増えました。
　今春の組織変更で、展示室と収蔵庫
の仕事を一つの係で行うことになりま
した。また、こうした収蔵庫があるか、
じっくり探してみようと思います。

人事異動で思い出すこと 学芸員　新田太郎
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　1月から3月まで開かれた特別展
「江戸城」は大人気で、友の会でもこ
の特別展に関連してセミナーなどを開
催してきました。そして江戸城やその
周辺を実地に見学する計画を進め、そ
の事始めとして江戸城そのものとその
周辺を探訪することとしました。東京
駅から江戸城本丸跡を通り二の丸から
北の丸まで、約3時間半のコースです。
申込者が多く当日参加者は約150名
という大勢、7班に分けて集合順に東
京駅を出発しました。

　まずは丸の内から大手町側へ進み、
かつての道三堀が現在の永代通りの北
側に平行して走り和田倉濠と接する辰
口まで続いていた様子をしのび、評
定所跡や伝奏屋敷跡などをめぐりまし
たが、これらは標識もなく案内者の説
明だけが頼りです。そして和田倉濠を
木製の橋を渡り和田倉門跡へと進みま
した。江戸城への荷物運搬用水路とし
て活躍し、経済と戦略上大きな役割を
担っていた当時がしのばれます。和田
倉門跡を抜けると噴水公園となってい
て、皇太子殿下御成婚記念碑（今上天
皇の御成婚時のもの）などがあります。
濠を渡りいよいよ大手門から江戸城へ
の入城です。入口で公園の係官から
カードを渡されます。これを出口で返
すのですが、紛失すると不当入場者と
して厳しく問われ、厄介なことになる
そうです。私たちはグループとして集

団をなしていますが、一緒に入城する
一般客も多くいます。
　大手門は三百諸侯が威儀を正して登
城した門ですが、大名と御三家などの
一部の重臣を除いてここで、馬、乗り
物を下りたといいます。ここの櫓

やぐら

門は
昭和42年（1967）の再建ですが、昔
の櫓門を飾っていた明暦3年（1657）
の銘をもつ鯱

しゃち

が枡形広場に展示してあ
りました。
　三の丸尚蔵館を右手に見て大手三の
門跡に進むと同心番所があります。そ
の屋根瓦には徳川家の葵と皇室の菊の
ご紋が刻まれていましたが、説明を受
けないと普段気付かないところです。
さらに百人番所、大手中の門跡・大番
所へと向かいました。当時警備上最重
要視した場所のようですが、石垣や底
石が当時のままであり、門柱跡などか
ら門構えの大きさが想像できます。

　坂を登り、中雀門跡から本丸御殿跡
へと進みます。約1万坪という広大
な芝生の北端に天守台がそびえていま
す。早咲きの桜が満開となっており、
のどかな春の気分です。資料片手に本
丸をぐるりと回りながら、現存する唯
一の三重櫓である富士見櫓やこれも現
存する唯一の多聞（防御を兼ねて石垣
の上に建てられた長屋造りの建物）で
ある富士見多聞、用途がなぞに包まれ
た石室などを見学しました。途中にあ
る松の大廊下跡は誰でも見逃しません
が、これらの遺構見学は友の会ならで
はのものと思いました。
　そして海抜20mという天守台へ登
り、周囲の風景を見渡しました。東南
側は広場や遠くビルなど眺められます
が、西側は皇居であり常緑樹の大木で
覆われてまったく見えません。足元の

石垣は白い花こう岩でできているそう
です。天守台から降り、大奥跡で往時
をしのび、二の丸を眼下にできる展望
台に寄ったあと塩見坂を下って二の丸
跡へと向かいました。

　二の丸は、はじめ城内の別邸・別荘
といった風雅な趣きをもつ御殿でした
が、その後世子（将軍の後継者）が大
奥で育ったあとここに移り住むように
なったそうです。現在の庭園は将軍家
重の時代の絵図をもとに昭和40年に
復元した見事なものです。
　そして梅林坂下から平川門へ、この
門は皇居東御苑の北側の門で枡形が完
全な形で残っています。死者や罪人が
出る不浄門もここです。ここから梅林
坂をのぼって北桔

はね

橋
ばし

へ出ました。こ
の橋は防御のため非常時に橋をはねあ
げる構造になっていたそうで、今もは
ねあげ用の金具が残っていて見ること
ができました。
　そして竹橋へと下り一次解散となり
ました。健脚組はさらに国立公文書館
を通り北の丸へ、清水門と田安門を
じっくり見学して九段へと向かい解散
となりました。
　東京駅から大手門・東御苑とごみ一
つ落ちていないこのコース、要所に警
官や職員がいるものの最も手入れの行
き届いた地域です。雨の降りそうな曇
天でしたが降られることもなく、暖か
い春の午後、快適な探訪を終えること
ができました。

江戸東京博物館友の会　見学会（2007/3/24）

江戸城周辺の探訪 ― その１
富士見櫓、富士見多聞、石室などの遺構も見学

【取材】 文・写真：広報部会・林榮二

▲本丸跡の広場を前に

道三堀跡を経て大手門から入城

いよいよ本丸跡、天守台へ

二の丸跡と庭園など

▲大手門から入城
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　会員の自主的サークル・「えど友サークル」の最近の活
動状況をご紹介します。

◎活動概況
◆江戸・東京を巡る会：2月16日（金）王子からバス、都
電を利用して、江戸六阿弥陀第1番・西福寺、同第2番・
恵明寺などを巡った。参加者13名。
◆落語・講談を楽しむ会：2月20日（火）江戸博会議室で
落語「花見の仇討ち」「貧乏花見」（上方）「長屋の花見」
などのビデオを鑑賞・参加者8名。3月27日（火）特
別企画として、講釈師の田辺一邑さんをガイドに迎え
て、芝増上寺の徳川将軍家霊廟特別参拝、増上寺境内
および芝神明周辺の落
語と講談の舞台になっ
たところを散策、メン
バー以外の会員も募り
参加者は58名と盛況。
急遽ガイドに一龍齋貞
橘さんを追加依頼した。
◆藩史研究会：2月21日（水）「讃岐丸亀藩」の研究発表・
参加者15名。3月23日（金）「肥前平戸藩」の研究発表・
参加者17名。この日第20回を迎えた。
◆古文書で『八丈実記』を読む会：2月8日（木）、2月
23日（金）、3月8日（木）、3月23日（金）開催。参加
者は各8名、8名、7名、7名。

■□■新サークルのメンバー募集■□■□■□■□□■

◆江戸御府内八十八カ所をめぐる会：［主旨］四国の
八十八カ所になぞらえて、江戸御府内（江戸とその周辺）
の八十八カ所をめぐる江戸（東京）遍路というのがあり
ます。宝暦年間（1751-64）からおよそ250年の歴史が
ありますが、その八十八カ所を3年位かけてめぐろう
というサークルです。毎月1回数ヵ所をまわることを
予定しています。なお、遍路といっても「特に宗教的
動機もなく、グループで街歩き感覚で八十八カ所をめ
ぐる」会で、「それでもよい」と１番札所の高野山東京
別院で確かめてありますので、どうかお気軽にご参加
ください。参加ご希望の方は5月末までに友の会事務
局へお申込みください。［発起人（世話人）］松原良さん

● 各サークルとも引き続きメンバーを募集しています。
奮ってご参加ください。参加ご希望の方は、はがきに①
サークル名、②会員番号、③氏名をご記入の上、友の会
事務局へお申込みください。また新しいサークルの立ち
上げ希望の方は友の会事務局へお問い合わせください。
申込・問合せ先　〒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　Tel.03-3626-9910

◆事業部会　
　 2月1日（木）17時から開催。今年度
の各種催事の実績について報告が
あった。セミナーを初めほぼ順調な
参加状況が見られた。出席16名。
　 3月1日（木）17時から開催。来年度
の部会予算案について審議し、原案
どおり承認された。4月以降の事業
内容について報告があった。出席
14名。
◆広報部会　
　 2月16日（金）13時開催。『えど友』

会議・会合日誌
2007/2 ～ 2007/3

36号について反省を行った。会員
数の増加に合わせて印刷部数を若
干増刷することとした。来期の部会
長の選任を行った。出席10名。
　 3月16日（金）13時開催。今年度の
事業報告と来年度の事業計画につ
いて検討した。『えど友』の発行部
数を1800部として予算化するこ
ととした。出席6名。
◆総務部会　
　 2月23日（金）13時開催。『えど友』
36号等の発送と在庫管理を行った。
また、当面の活動計画・予定につい
て情報交換を行った。出席9名。

◆役員会　
　 2月8日（木）18時開催。「規約の改
定」が追認された。総会関連の準
備状況、および『入会案内』の内容
変更について報告があり、了承され
た。出席9名。
　 3月8日（木）18時開催。「入会案内」
の発注について了承された。連絡協
議会の進め方について協議した。ま
た、総会の講演についても小澤教授
の内諾が得られたとの報告があっ
た。『えど友』の発送にメール便を使
用したらとの提案があり、総務部会
で検討することとした。出席10名。

サークルだより
えど友

問　友の会セミナーなどで特に興味のある内容の場合、
録音はＯＫですか？
答　現在友の会としては、会としての記録を残すととも
に会報に要約を掲載するため講師の了解を得て録音を
とっておりますが、一般聴講者が録音をとることはお断
わりしています。

◆◇ご意見・ご要望にお答えします◇◆

▲その一コマ
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映画『あかね空』を見て
清水良男

　映画は山本一力さんの直木賞受賞作
品で、山本周五郎、藤沢周平スタイル
の人情時代小説の流れをくみ、作品に
は類似性が多く映画としてはいかがな
ものかと思っていたが、試写会を見る
となかなか良くできていて、観客を大
いに魅了したのではないかと思われ
る。
　京都で豆腐つくりの修行を積んだ永
吉と長屋住まいの江戸っ子おふみ、深
川の長屋に豆腐屋を出し、長屋のやさ
しい人々に支えられて結婚し、二人の
努力で店は次第に繁盛し、そして子供
にも恵まれ…ここからドラマは一転、
思いがけない方向へと展開していく。
　いまＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」
の内野聖陽がここでも主役の『永吉』
を演じている。面白いことに監督の浜
本正機は、スクリーンの中でこの内野
に二役をやらせている。
　霊巌寺の賭場を仕切る大親分『傳蔵』
役である。主人公永吉の長男『栄太郎』
がそそのかされて次第に博打にはまっ
ていく情景と博打の親分傳蔵のすごみ
がドラマをいっそう盛り上げていく。
　主人公内野は永吉の役よりも、むし
ろ傳蔵の悪役の方がはまり役で、この
悪役傳蔵を見事に演じている。筆者は
この傳蔵役の内野を買いたい。映画は
波乱万丈の展開をみせて、観客を放さ
ない、まさに息をのむシーンの連続で
ある。脇を固めるのが実力派助演陣、
中村梅雀、泉谷しげる、石橋蓮司、岩
下志麻たちである。永吉役の固い演技
をする内野をこの人達がどれだけ助け
ているか、この映画では脇役あっての
主役とさえ言える。
　舞台あいさつで、山本一力さんが「自

分の作品が映画でこのように違って見
えるのは、映画が別の芸術であり、も
はや自分の作品ではなくなっている」
と言ったのが印象的であった。
　本を読んだ時の感動と、映画を観た
時の感動とは別で、見る人の感性に
よって映画は生かされていると思う。
筆者も本では泣けたけれど、映画では
泣けなかった。皮肉である。
　筆者はこの映画の至るところに江戸
博の館内展示物をダブらせて見ること
ができると思う。長屋の風景も、町屋
の情景も、江戸っ子気分も。加えて現
在は特別企画『映画「あかね空」の世
界展』が開催されており（5月27日
まで）、江戸・深川の豆腐屋などの雰
囲気にひたることができる。ぜひ皆さ
んも再度江戸博を訪れて、「あかね空」
を味わっていただきたい。

が良く伝わってくる。翌日の新聞に
は、近くのホテル・ピーターセンハウ
スに担ぎ込まれた大統領の容態が詳し
く報道されている。脈拍・呼吸数が5
～10分おきに記録されており、大統
領は午前7時22分に死去した。南部
連合のリー将軍が降伏してから僅か6
日目のことである。「勝利の歌は悲し
みの中にかき消されてしまった」とい
う見出しが重い。
　1865年にこれだけの情報が国民に
伝えられていたことを、生の新聞を見
ることによって知ることができる。少
しそれるが、南北戦争を扱った映画
は「風とともに去りぬ」（1939年・
昭和14年）が有名であるが、南北戦
争後50年、まだ戦いの記憶も生々し
い兵士達が生きていた1915年（大正
4年）の無声映画「国民の創生」監
督D.W.Griffithはもっと知られてよ
い。1895年（明治28年）にフランス
のリュミエール兄弟がスクリーン投影
の映画を映してから20年後、大勢の
エキストラを使った戦闘場面などもあ
る初めての超々大作である。
　一方1865年・慶応元年の日本。南
北戦争と時を同じくして幕府勢力と新
興薩長連合が開国を迫る外国勢力を交
えて血みどろの戦いを行っていた時代
である。江戸時代には日本でも瓦版と
いう情報紙があり、また1860年代
になると日本に居留していた外国人達
により英字新聞が作られていたようだ
が、この新聞が伝えるような膨大な情
報ではなく、一般に売られたものでも
なかった。アメリカの新聞の古さに

アメリカの新聞と瓦版
田中文彬

　手元に２部の新聞がある。1865年
（慶応元年）4月15日と16日のNew 
York Times紙。表裏各4ページを
つながったままで印刷・販売されて
いた。（最近文京区の印刷博物館でこ
の新聞が刷られた印刷機が判明した。）
15日付けには、リンカーンが前日に
撃たれたこと、翌16日付けには15
日午前7時22分にリンカーンが死去
したことを報じている。事件のわりに
は比較的小さな活字である。紙面およ
び技術的な制約なのだろうか。リン
カーンは4月14日午後10時半ごろ、
ワシントンのFord劇場2階のバルコ
ニーで夫人と観劇中に、警備官が席を
はずしたすきをぬって背後から侵入し
てきた親・南部連合の俳優J.W.ブー
スに1.2ｍの至近からデリンジャー
ピストル（護身用で小型ながら殺傷力
は強い）で左耳後ろ5cmのところを
撃たれた。犯人は１階に飛び降りて舞
台沿いに逃げ、観客は舞台に殺到して
Hang him!　Hang him!と叫んだ、
と書いている。劇場が騒然としたこと

1865.4.15 付けのNew York Times 紙
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ついていうと、手元にもう一つ1841
年（天保12年）のBoston Courierが
ある。1839年（天保10年）にフラン
スのルイ・ジャック・ダゲールによっ
て発表され、たちまち欧州で広まり、
画家不要論まで勃発して大騒ぎとなっ
た〈ダゲレオタイプ銀板写真〉が早く
も1841年にアメリカで広まっていた
（機材販売の広告が出ている）証拠と
して求めたものである。
　江戸時代の日本は最初と最後を除
いて全体としては大きな争いのない
平和な社会であり、また世界でもま
れに見る高い識字率により、高度な
文化国家を築いたが、ことジャーナ
リズムに関しては体制の問題もあり、
「知らしむべからず」の政策がとら
れ、ここに見るような巨大なPublic 
Communicationは育たなかった。
　繰り返すが我々は生の資料を見るこ
とにより真実に近づき得、真実に近づ
く悦びを覚えるのである。

れているが、この中で化粧品を扱って
いる店に、花の露店1軒、白

おしろい

粉紅店
14軒、伽

きゃら

羅の油店35軒、紅屋1軒、
白粉店（仙女香）1軒、化粧水店（江
戸の花）1軒、白粉歯磨店1軒など
がある。その中に「十組　日本橋通二
丁目　白粉紅問屋　柳屋五郎三郎」が
のっている。
　この白粉紅問屋・柳屋五郎三郎店は
日本橋通2丁目西角に店を出してい
た。その店標（図のA）は、「源氏香
之図」中の一つ〈花散る里〉である。
　源氏香とは香道で使われる組香の一
つで江戸時代の考案、その成立は享
保年間（1716～ 36）まで遡

さかのぼ

れるとい
われている。組香は基本的には、何種
類かの違った香木を聞き（匂いをか
ぐ）当てる遊びである。源氏香では、
5種類の香木を各5包、計25包が用
意される。これを混ぜ合わせて中から
5包を取り出して順に焚くのである。
25包の中の5包であり、全部同じこ
ともあれば全部異なることもある。全
部同じものは図のB〈手

てならい

習〉であり、
すべてが違うものは図のCで〈菷

ははきぎ

木〉
と名づけられている。
　源氏香は、『源氏物語』54帖にならっ
て54通りの香木の組み合わせがあり、
物語にあてはめた名がそれぞれにつ
けられている。これを「源

げん

氏
じ

香
こう

之
の

図
ず

」
と称している。5本のタテ線を組み合
わせてつくられている。図案としても
簡潔で優れており、現代でも菓子の被
包、包装紙の図案、建築の意匠などに
利用されており、見かけることができ
る。〈花散る里〉はその一つである。
　ところで『江戸買物独案内』が出さ
れた文政7年より約100年前の享保・
明和期（1716～ 72）に活躍した浮世
絵師に鈴木春信がいる。春信に「柳屋
見立三美人」という浮世絵がある。そ
の真ん中に描かれている「およし」と
されている美人の着物には、「源氏香
之図」中の〈竹河〉が描かれている。
春信はある時期、描く浮世絵に「源氏
香之図」を点描することが多かった。

他の浮世絵師にも同様の例があり、こ
の頃の美人画浮世絵になぜ「源氏香之
図」が利用されたのか、私には分から
ないがちょっと興味を引いた。
　平成 15年に江戸博で「大江戸
八百八町展」が開催された。そこに梅
沢晴蛾の「江戸失火消防の景」（文政
12年・1829）が展示されていた。こ
れは文政12年3月に神田佐久間町か
ら出火し、37万戸を焼失したという
佐久間町火事に題材をとって描いたも
のと推定されているものだが、この絵
には火事場の手前に幟

のぼり

旗
ばた

が 3本並ん
で描かれ、左側の旗には明らかに「源
氏香之図」中の〈初音〉が描かれている。
そして、その左手に2人の男が長い
棹
さお

で水桶を担ぎ、火元へ向かって駆け
出していく様子が描かれているが、水
桶の側面にも明瞭に〈初音〉が描かれ
ている。
　「源氏香之図」の中の〈花散る里〉
と〈初音〉は、鏡像のように左右をひっ
くり返すと同じ図となるので、この〈初
音〉は実は〈花散る里〉ではないか、
だとしたら柳屋五郎三郎店の水桶では
ないかと、ふと思った。
　時代は若干違うが、日本橋繁盛絵巻
「煕

き

代
だい

勝
しょう

覧
らん

」（文化2年・1805）を見
ると、各町に木戸番小屋、火の見台
屋、風見鶏とともに水桶が描かれてい
て、当時の江戸の町では水桶（防火用
水桶）が町々に常備されていたと分か
る。「江戸失火消防の景」の水桶を担
ぐ2人の男は、日本橋南詰め通2丁
目の柳屋五郎三郎店に備えてあった用
水桶を担いで佐久間町の火事場まで駆
けつけたのではないだろうか、と想像
すると大変興味深い。日本橋通2丁
目と神田佐久間町とはわずかの距離で
ある。

　江戸博のある横網町より程遠からぬ
深川清澄庭園のわきに本誓寺という寺
がある。この寺は江戸期の国学者・村
田春海の墓があることで知名である
が、この墓所の門前に「柳屋業祖　呂
一官の墓」と記された碑が建ってい
る。碑文には、過去帳によると「元祖
唐人一官」とあり、五代目から「堀氏」
となっている。文政5年（1822）堀氏
十三代目の頃、近江商人・外池宇兵衛
の子、正義が紅屋をついだ、とある。
柳屋は日本橋の化粧品店で創業は元和
元年（1615）、碑文にあるように唐人
の呂一官が始めたと伝えられている。
　日本橋界隈には、江戸時代の昔から
商いを続けている老

しにせ

舗が多く点在して
いる。たとえば、西川、にんべん、千
疋屋、山本山、うぶけや等々、あげれ
ばきりがない。文政7年（1824）に出
された店舗案内書である『江戸買物独
案内』には2,622軒の商店が収録さ

浮世絵と「源氏香之図」
手島義之

▲源氏香之図

Ａ CB
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　前回は蔵前橋を渡って大川を越えま
したが、今回も同じ蔵前橋を渡り、江
戸通りの交差点、浅草の天文台跡から
蔵前橋通りをもう少し西へ、白鳥の里
まで足を運んでみました
　といっても、この地名は千年近い昔
の呼び名で現在の台東区鳥越のことで
す。景行天皇の皇子・日

やまとたけるのみこと

本武尊が東
夷征伐のときこの地に立ち寄ったこと
から、白

はく

雉
ち

2年（651）に白鳥山と呼ば
れた小高い丘に白鳥神社が祭られたと
のこと。時代は下って永承年間（1046
～ 1052）に奥州・安倍氏の反乱鎮定
のため兵を進めていた源頼義、義家親
子が、この地で大川を越えるのにどこ
を渡ればよいか苦しんでいたおりに、
一羽の白鳥が現れ大川の川中の浅瀬に
降り立ったのを見て、浅瀬の位置を知
り兵を渡らせることができた。これは
白鳥明神のご加護というので鳥越大明
神の御社号を奉ったことから、現在の
社名になったとのこと。詳しくは鳥越
神社のホームページなどをご覧くださ
い。
　蔵前橋通りに面した現在の鳥越神社
は丘ではなく平地になっています。江
戸時代に町づくりのために湿地を埋め
立てたり、御蔵前の造営で丘を切り崩

した結果平地になってしまいました。
ところで鳥越神社といえば鳥越祭りで
す｡東京でも有数の重さがあるとい
われる千貫御

み

輿
こし

夜祭には、お祭りファ
ンが大勢つめかけます。祭礼は毎年6
月9日に近い日曜日です。

　さて、蔵前橋通をもとに戻り交差点
から北に、江戸通りを浅草方面に進ん
でみたいと思います。ここから厩

うまや

橋
ばし

が
架かる春日通りまで、かつては道の両
側に玩具問屋が軒を連ねていましたが、
今ではずいぶんと少なくなりました。
　春日通りと交わる交差点まで来ると
右側に隅田川に架かる厩橋がありま
す。この橋を渡ると墨田区本所です。
厩橋は3連アーチのきれいな橋です。
明治7年（1874）に民間の手で木橋が
架けられるまでは、御厩の渡しという
渡船がありました。「御厩」はオンマ
イと読むそうです。このあたりに幕府
の厩舎が置かれていたことからの名称
です。厩橋は明治26年（1893）に架
けられた鉄橋が関東大震災で壊れ、昭
和4年（1929）に現在の第三代目の橋
が架けられました。
　交差点から左に少し行くと池中山正
覚寺があります。寺に榧

かや

の大木があっ
たことから通称榧寺と呼ばれていま
す。鬼平犯科帳にも登場する寺です。

　さて、江戸通りをさらに北へ、隅田
川に架かる次の橋、駒形橋へと進みま
しょう。この道すがら食べ物屋さんの
有名店があります。といっても有名す
ぎで、道の左側に｢駒形どぜう｣、右
側橋の手前に｢鰻蒲焼・前川｣、交差
点を過ぎると「麦とろ」。いずれも歴
史と味を誇るお店で、すでに食事を
楽しまれた方は多いでしょう。もう1
軒、少し戻って都営地下鉄浅草線蔵前
駅に近く隅田川寄りに道を1本入っ
た小さな十字路の角にラーメン専門店
｢元楽｣があります。ウイークデーの
お昼時は行列のできる人気店で、ずい
ぶん遠くからもラーメンを食べに来る

下町の勢い見せる夏祭り

大
川
を
渡
�
て
�
③

［蔵前・駒形界隈］

とか。個性豊かなお店です。
　江戸通りを進んで駒形橋交差点に来
るともう浅草です。五叉路になってい
て左は上野、正面は二手に分かれ左側
の突き当りが雷門、右は東武鉄道のあ
る浅草松屋方面、右に折れると駒形橋
があります。
　駒形橋の名称は、橋の西詰めにある
駒形堂に由来しています。関東大震災
後に掛けられた橋で昭和2年（1927）
6月竣工。それまでは駒形の渡しで対
岸を結んでいました。
　推古天皇36年（628）3月、漁師の
檜
ひの

前
くま

濱
はま

成
なり

・武
たけ

成
なり

が隅田川で網を打っ
ているときに聖観世音菩薩を引き上
げ、これを豪族の土

はじの

師直
あたい

中
なか

知
とも

が自宅
を寺とし安置したのが浅草寺の始まり
とのことです。中知の子がこの3人
を神として祭ったのが浅草神社で、三
社様と呼ばれる由縁です。今では三社
様といえば浅草神社例大祭の壮大な神

み

輿
こし

で広く知られています。例大祭は5
月17、18日が本来ですが、この日に
近い土・日曜日に執り行われ、今年は
5月17～20日が三社様の日です。
　駒形堂は馬頭観音世菩薩が本尊で、
天慶5年（942）に浅草寺観音堂が造営
されたときにこのお堂も建立されたと
いいます。小さなお堂で隅田川に面し
た公園にもなっています。付近に浅草
寺領殺生禁断の碑や遊女・二代目高尾
が伊達綱宗公を思って詠んだ「君はい
ま駒形あたりほととぎす」の句碑など
があります。
　この界隈は5月は夏祭りでにぎわ
いますが、一息ついて夏は隅田川の
花火大会です。下町の諸所を歩きイベ
ントを楽しんでみてはいかがでしょう
か。

駒形堂

【取材】 文・写真：広報部会・大石憲一
 イラスト：同・松原良

3連アーチの厩橋

江戸博から

三社祭と駒形堂

3連アーチの厩橋は三代目

鳥越神社
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第54回「奉公人の犯罪取調帳」
　　　　―白木屋『明鑑録』より―
講師　油井宏子さん
◆ 『明鑑録』は、江戸の大呉服商である白木屋日本橋店に関
する文書です。5冊の分厚い迫力ある帳面からは、店に
対して何らかの不正を働いた奉公人たちの姿が浮かびあ
がってきます。その数、120件余り。商品を背負ったま
ま持ち逃げした台所衆、家出して隠れていた所から見つ
かって店に連れ戻された若衆、店の商品を大量に横流し
した手代、残掛回収祈願のために日光まで旅に出てし
まった手代、など様々な人間模様を見ることができます。
それと同時に天保期から安政期にかけての店の対応、江
戸の町の様子、街道のありさまなども読みとれる貴重で
興味が尽きない史料です。
○講師略歴：あぶらい・ひろこ
　 NHK学園古文書講師、市川市博物館協議会委員。著書
に『古文書はこんなに面白い』『古文書はこんなに魅力的』
『江戸が大好きになる古文書』（柏書房）。監修に『古文書
検定入門編』（柏書房）。
•開催日：5月17日（木）14：00～ 15：30
•申込締切：5月8日（火）必着
•会場：江戸東京博物館・１階会議室
•定員：100名　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】山口千恵子（事業部会）

第55回「講談を通して江戸の環境問題を考える」
　　　　―講談「もったいない善兵衛」―
講師　神田紫さん
◆ 今年は暖冬といわれ、地球全体の環境問題が大きくク
ローズアップされています。本セミナーでは、江戸時代
の環境問題・リサイクルについて、環境講談「もったい
ない善兵衛」を通して考えていきたいと思います。
○講師略歴：かんだ・むらさき
　 日本講談協会副会長、落語芸術協会（会長・桂歌丸）にも
所属。松戸市環境大使。環境講談と銘打って、環境問題、
特にリサイクルについて分かりやすく語っている。
•開催日：6月23日（土）14：00～ 15：30
•申込締切：6月12日（火）必着　　　
•会場：江戸東京博物館・１階会議室
•定員：100名　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】藤村武雄（事業部会）

大鉄道博覧会展
～昭和への旅は鉄道に乗って～
◆ 輸送力が膨大で利用率の高い鉄道は、現代における重要
な社会基盤として、人々の生活を支え、変化させてきま
した。現代日本の最も大きな変革期である昭和30年代
の上野駅をモデルに、当時の社会や暮らしの変化に果た
した鉄道の役割が、ジオラマや実物大の車両再現をはじ
め、鉄道関連資料、生活民俗資料等によって検証・紹介
されます。
•開催日：7月13日（金）17：00～
•申込締切：7月3日（火）必着　　　
•会場： 江戸東京博物館・１階映像ホール／1階企画展示

室
　＊  開催日、解説の会場は変わる場合があります。その場
合申込まれた方には受講票でご連絡します。

•定員：100名　同伴者可（はがきに氏名連記）
•参加費：会員500円、同伴者700円

【企画担当責任者】伴野睦雄（事業部会）

原稿を募集します

　会員の投稿欄「えど友プラザ」への原稿を募集
しています。戦前戦後の思い出、名所めぐりの感想、
趣味や所属サークルのできごと、あるいは東京や
江戸に関することなどを 1000 字程度にまとめて
事務局宛お送りください。採用分については記念
品を差し上げます。なお、原稿はお返ししません。

発掘された日本列島2007
―新発見考古速報展―
◆ 平成18年度の発掘調査の中から、特に注目される出土
品を中心に展示され、「埋蔵文化財保護」に対する理解を
深めることができます。あわせて、江戸博独自の地域展
として「武蔵府中展」も開催されます。
•開催日：6月4日（月）15：00～
　＊  開始時間は変わる場合があります。その場合申込まれ
た方には受講票でご連絡します。

•申込締切：5月24日（木）必着　　　
•会場： 江戸東京博物館・１階ホール／5階常設展示室・

第2企画展示室
•定員：100名　同伴者可（はがきに氏名連記）
•参加費：無料

【企画担当責任者】伴野睦雄（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

＊ 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。
＊ 「受講票」未着のお問合せや参加予定変更のご連絡などはなる
べく事務局員出勤の水曜日か金曜日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。

◆ 普通はがきに、①催事名・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。
　 なお、見学会に限り傷害保険の関係で同伴者の氏
名、住所、電話番号も書いてください。

◆締切：各催事の案内をご覧ください。
◆申込は、各催事ごとに会員 1人 1通。
◆友の会へのご意見・ご要望もご記入ください。
◆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

お申込方法

●特別展　ロシア皇帝の至宝
　～世界遺産クレムリンの奇跡～
会　期　2007年3月20日（火）～6月17日（日）
休館日：毎週月曜日（4月30日、5月14日、21日は開館）
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

次回予告

●特別展　大鉄道博覧会展
　～昭和への旅は鉄道に乗って～
会　期　2007年7月10日（火）～9月9日（日）
休館日：毎週月曜日（7月16日は開館）
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

企画展と特集展のご案内企画展と特集展のご案内

●企画展　ロマノフ王朝と近代日本
開催期間　2007年4月10日（火）～5月27日（日）
会　　場　5階常設展示室内　第2企画展示室
●特別企画　映画「あかね空」の世界展
開催期間　2007年2月27日（火）～5月27日（日）
会　　場　5階常設展示室内「町の暮らし」コーナー

●次回企画展
　発掘された日本列島2007
　―新発見考古速報展―
開催期間　2007年6月5日（火）～7月15日（日）
会　　場　5階常設展示室内　第2企画展示室

３講座制で５月から開講
◆入門編　第 1期
•開催日：5/9㈬、6/6㈬、7/4㈬、14：00～ 16：00
•会場：江戸博1階会議室
•講師：小松賢司さん（学習院大学大学院史学専攻）
•定員：80人（会員のみ）
•参加費：全3回　1,500円（初回一括払い）
•申込は締切りました。
◆初級編　第 1期
•開催日：5/31㈭、6/20㈬、7/18㈬　14：00～ 16：00
•会場： 第 1回は江戸博1階学習室1・2
 第 2回、第3回は江戸博1階会議室
•講師：長坂良宏さん（学習院大学大学院史学専攻）
•定員：80人（会員のみ）
•参加費：全3回　1,500円（初回一括払い）
•申込締切：5月8日㈫
◆中級編　第 1期
•開催：5/19㈯、6/16㈯、7/21㈯、14：00～ 16：00
•会場： 第 1回，第2回は江戸博1階学習室1・2　
 第 3回は江戸博1階会議室
•講師：小宮山敏和さん（徳川林政史研究所）
•定員：80人（会員のみ）
•参加費：全3回　1,500円（初回一括払い）
•申込は締切りました。

【企画担当責任者】上田太一（事業部会）

好評開催中！

　事業部会＝友の会セミナーや見学会、古文書講座など、

事業の企画から運営までを担当。広報部会＝会報『えど

友』の編集・制作、ホームページ『えど友 Web 版』の

制作・運営などを担当。総務部会＝友の会の運営全般、

総会の運営、会報の発送、催事の受付などを担当。

普通はがきに希望部会、会員番号、氏名を明記して「友

の会事務局」へご応募ください。

活動に参加しよう 各部会員を募集！各部会員を募集！


