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江戸東京博物館友の会の第 8 回定

並びに事業予算について

議事終了後、藤村武雄副会長（事業

期総会は、平成 20 年 5 月 23 日（金）

第 4 号議案；役員の補充と選出に

部会長）より提議があり、今年の１月

午後 1 時から江戸博 1 階ホールにお

ついて

に逝去された故大石憲一前副会長をは

いて開催されました。

以上いずれも満場一致で、提案どお

じめこの 1 年間にお亡くなりになっ

柏木静さんの司会により、玉木達二

り可決承認されました。

た会員諸兄諸姉に黙とうを捧げ、総会

会長のあいさつ、来賓の江戸東京博物

このうち、第 3 号議案では今年度

館木村敏弘副館長の祝辞をいただいた

の基本方針として活動の一層の充実、

後、議長団の選出があり、議事に入り

安定的な運営の維持確保とともに「会

記念講演「それぞれの明治維新−高須

ました。

員一人ひとりが高い参画意識をもっ

四兄弟を中心に−」がありました（講

て事業に参加してもらうよう努める」

演要旨は次ページに掲載）
。さらに 4

副議長に山本隆さん（同）
、書記に清

旨掲げられました。また第 4 号議案

時半からは、2 階レストラン「モア」

宮寿朗さん（広報部会）と末永俊幸さ

では佐藤幸彦、鈴木寛、上田太一の 3

で懇親会が開かれ、例年より多い約

ん（総務部会）が選ばれました。

氏が新たに役員に選出されました（7

100 名の会員が参加し、交歓のひと

ページにプロフィール）
。

ときを過ごしました。

議長には清水良男さん（事業部会）
、

はじめに議長より出席者 182 名、

は午後 2 時 15 分に終了しました。
休憩の後、江戸博竹内誠館長による

議決権行使書提出者 749 名、合計
931 名で規定数（3 月末会員数 1,527
名の過半数 764）
を満たしており、総
会が成立した旨の報告がありました。
上程された議案は４つです。
第 1 号議案；平成 19 年度事業報告
並びに収支決算報告について（監
査報告を含む）
第 2 号議案；基金（友の会運営積
立金）の創設と積立実施について
第 3 号議案；平成 20 年度事業計画
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江戸東京博物館友の会第 8 回定期総会

記念講演要旨（2008/5/23）

それぞれの明治維新
―高須四兄弟を中心に―

江戸東京博物館

竹内

誠

館長
獄時に兄を襲継して尾張藩主となり、

に傾いていきました。そして御三家で

江戸博は開館 15 周年を迎え、入館

さらに色々な事情から徳川慶喜が将軍

ありながら反幕府の立場を強め、官軍

者も年間 200 万人にもおよび全国規

即位するにともない、当主不在となっ

にも参加していきました。

模の広がりを持っています。外国人の

た一橋家へ入ります。六男容保は会津

それぞれの明治維新

来場も急増し全体の一割以上に達して

松平へ養子、七男定敬は桑名松平へ養

います。20 周年に向けいくつかの展

子となり、
それぞれ藩主になりました。

川慶喜が謹慎の後も最後まで戦いまし

望と構想を持っていますが、ロンドン

ここで明治維新前夜となるわけです

た。
容保は有名な会津鶴ヶ城で奮戦し、

に大英博物館、
パリにルーブル美術館、

が、慶勝以外の三兄弟はいわゆる「一

定敬は新潟柏崎から会津へさらに五稜

東京には江戸博と言われるような地位

会桑」といわれる強烈な佐幕派で、会

郭にまで転戦しています。両者の謹慎

を確立したいと思っています。ポイン

津･桑名両藩は京都を中心として治安

が解除されるのは明治 5 年
（1872）
、

トは常設展の活性化であり、例えば両

維持活動を行い、尊王攘夷派の取り締

それには弟たちへの慶勝の嘆願運動も

国という地にちなみ
「葛飾北斎」
、
「江

まりをおこなっていました。その実働

奏効したと思われます。その後容保・

戸城の事件」
（吉良邸跡・忠臣蔵関連）
、

隊としては「新撰組」が知られていま

定敬の二人は日光東照宮宮司を勤め、

す。

徳川家臣らしく家康廟を守っていま

戦わない征長軍と勤皇誘引

す。

はじめに

「江戸城無血開城」
（勝海舟）
などをテー
マにリニューアルが考えられます。こ
れからも地域に愛されるだけでなく日

折から禁門の変（蛤 御門の変）に

本全国からも期待され、さらに国際的

おいては会津･桑名両藩と薩摩藩が長

評価も高い存在をめざしていきます。

州藩を壊滅させ、これから第一次長州

高須四兄弟

征伐となります。この征長軍の総督に

幕末から明治にかけてさまざまに活

徳川慶勝が要請されました。慶勝は内

躍した、徳川尾張藩の支藩である高須

戦による混乱と疲弊とは、外夷の侵略

藩（岐阜）出身の四兄弟、徳川慶勝、

をゆるす愚であるとして避戦を模索、

徳川茂徳、松平容保、松平定敬の思

長州藩に対し穏便な処置をおこなおう

想と行動についてお話します。高須藩

としていました。体裁はいちおう大坂

は石高 3 万石と小藩ながらも、尾張

軍議を経て進軍をするものの、広島大

本家に跡取りがない場合はそれを承継

本営にて長州側の恭順の意を受け入れ

すべき家系であり、格式は高くまた水

て、戦闘行為はしないまま直ちに撤兵

戸徳川家との結びつきも強かったので

を指示しました。

す。
当主徳川義達は多子にめぐまれて、

高須家五男の茂徳は、隠居させられ

容保と定敬は幕府軍として、将軍徳

▲高須四兄弟（明治 11 年 9 月撮影）
右から慶勝・茂徳・容保・定敬

とりわけこの四兄弟は英明でした。彼

た慶勝に代わって藩主となった時、藩

ここに貴重な 1 枚の写真がありま

らは長じてそれぞれ雄藩藩主や名家当

の政策をそれまでの勤皇から佐幕へ転

す。高須四兄弟が明治 11 年
（1878）

主となるものの、その思想においては

換しました。やがて慶勝の復活などに

に銀座二見朝隅で撮影したもので、激

勤王と佐幕とに割れていました。次男

より隠居しました（その後は前述の通

動の歴史を生きた兄弟の思いが伝わっ

の慶勝が尾張徳川家を相続しました。

り一橋家へ )。ここで慶勝による佐幕

てくる気がします。なお容保の孫に当

他の兄弟に比べ彼は血筋からも水戸徳

派家臣団の粛清「青松葉事件」があり

たる節子（後に勢津子）が秩父宮妃と

川斉昭（烈公 ) に近い勤皇思想の持ち

ます。慶勝自身もそれまでの「公武合

なり、会津の朝敵の汚名はそそがれた

主であり、幕府体制に危機感をおぼえ

体論」の重鎮としての活動から、近隣

のです。

幕府改革を唱えるようになりました。

諸藩へ勤皇政策を執るよう勧奨するな

五男の茂徳は高須藩主から、安政の大

ど、勤皇誘引をおこない朝廷側へ明確
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【記録】文：広報部会・稲垣武志
写真：同・岡田守弘

賀茂河合といって、河合神社があり、
河合橋がある所です。50 代目が最後
の暦師であり、明治 16 年
（1883）に
廃業しました。このとき全国に 50 か
ら 60 あった暦屋はすべて廃業したわ
けですが、これは明治政府が伊勢神宮

中世（信長時代）から江戸初期までが

66

回 江戸東京博物館友の会セミナー
︵２００８／ ／ ︶

あります。下賀茂神社のあたりは古代

第

賀茂から三島へ下向して作暦されたと

﹁三嶋暦

によれば 780 年頃、山城の国（京都）

〜江戸時代の話をまじえて〜
﹂

ど前にさかのぼります。河合家家伝

河合龍明さん ︵三嶋暦の会会長︶

三嶋暦の歴史は今から 1,200 年ほ

講師

三嶋暦の歴史

最も広範囲にわたっており、岐阜、名
古屋あたりから関東甲信越までのすべ
てが三嶋暦でした。ちなみに朝廷は京
暦でした。江戸末期は相模と伊豆に限
定され、販売部数は現在の伊豆市／伊
豆の国市あたりで 970 部でした（慶
応3年
〈1867〉
2005 世帯）
。
暦の作製方法

４

山桜の木にノミで彫った版木に墨を
塗布し馬連で 1 枚ずつすっていまし

26

た。山桜の木は印刷適性があり保存に

に暦の製造販売の権利を一本化したこ

優れていたため江戸期の版の約 9 割

とによるものです。以後、暦は昭和

を占めていました。形態は巻暦、綴

20 年（1945）まで伊勢神宮以外では

り暦、略暦の 3 種類があり、16 枚綴

作ってはならないことになりました。

りの本暦は現在の価格で約３千円でし

太陰太陽暦とは

た。

現在一般に使われている暦は太陽

る新月から満月を経て、もとの新月に

暦（新暦）であり、1 年は 365 日と

戻るまでの 29.5 日を１カ月の単位と

室町時代末期に朝鮮半島から入って

定められています。よってカレンダー

することとし、0.5 は端数なので 29

きた茶碗を手にとった京の茶人たち

は季節の移り変わりと一致します。し

日（小）と 30 日（大）に分けたので

が、そこに描かれた模様を見て「三嶋

かし太陰太陽暦（旧暦）では、1 年

す。が、このままでは 1 年で 11 日間

暦の文字に似ている」と言ったことか

の日数が六通り（353、354、355、

ほどのズレができ、3 年間では約 1 カ

ら名づけられたとされています。現代

383、384、385 の各日）あり、1 カ

月の差が生じてしまいます。そこで 3

でも全国の陶芸家により三島茶碗が作

月は 29 日（小の月）と 30 日（大の

年毎に 1 度、1 年を 13 カ月から成る

られています。

月）
の二通りがありました。江戸時代、

暦を作って季節の帳尻をあわせまし

陰陽説と五行説

この「大」と「小」には非常に重要な

た。それだけでは足りないので、24

意味がありました。というのも月末は

節気（冬至、春分、啓蟄…）や 72 候

と「陽」で構成されているとする「陰

借金や掛売りの支払いをしなければな

など季節の目安を暦の中に入れていき

陽説」と、万物は「木、火、土、金、水」

らず、武士は 4 月 1 日と 10 月 1 日

ました。月（太陰）の動きを中心に作

の五つの気から成るとする「五行説」

が衣替えにあたっていて「大」と「小」

られていますが、太陽の循環や季節の

があり、これらを組み合わせて「陰陽

を取り違えると大変なことになったか

移動など科学的なことを加味している

五行説」といいました。やがてこの思

らです。

ことから、
「太陰太陽暦」と呼ばれる

想は日本に伝わり、十干（甲、乙、丙、

ようになりました。

丁…）
に当てはめるようになりました。

三嶋暦の特徴

さらに陰陽のまじわりを兄と弟にみた

また 1 年は 12 カ月の年と 13 カ月
の年の二通りで構成されていました。

三島茶碗とは

古代中国では、
天地のすべては「陰」

ではなぜ、これほど現代の太陽暦（新

てて干支と呼ぶようになりました。干

暦）と太陰太陽暦（旧暦）では原理原

支は十干と十二支の組み合わせで、暦

則に違いがあるのでしょうか。

法の柱になるものといえます。

暦は 553 年頃、中国から日本に

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

入ってきました。そのルーツは紀元前

この日の参加者は約 120 名、うち

1300 年頃に中国の黄河中下流域で農

希望者 80 名ほどが講演終了後江戸博

事用に作られたとされています。当時

近くの「新藤暦展示館」を訪れ、世界

の中国人は 1 年が 365 日と知ってい

の暦（カレンダー）を興味深げに見学

▲天保 15 年
（1844）三嶋暦の表紙部分

ましたが、生活の単位としてはあまり

三嶋暦は仮名文字（平仮名）で印刷

に長すぎるので、何とかこれを区切ろ

された暦としては日本で一番古いもの

うとしました。そこで 1 朔望月であ

だとされています。販売テリトリーは

していました。
【記録】文：広報部会・小松美幸
写真：同・福島信一
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第 67 回

江戸東京博物館友の会セミナー（2008/5/24）

「幕臣から見た天狗党」
講師

岩崎信夫さん（小学館アカデミー古文書塾講師）

は筑波山に敗走、官軍に負傷者は出
なかった。しかしこの夜から翌朝にか
けて、賊徒は反撃に転じて来た。たび
たび夜討の注進があり、鬨の声が挙が
るなどして、それらに追討軍が惑わさ
れているうちに賊徒が本陣に突入して

これを担いで宇都宮まで押出し、水戸

来たのである。
内部の建物を始め、
坂本

目黒区守屋教育会館郷土資料室に

様家来田丸稲之右衛門という宿札を掛

の町々も放火されて、あたり一面燃え

｢ 武島家文書 ｣ が保管されています。

け、
追々日光方面に出掛けると称した。

あがる中に、勝手を知った賊徒どもが

最近有志の方々とその目録の作成に参

そんな軍勢が日光に参詣に来るわけは

現れて、無二無三と切入ったため、本

加させていただき、
『浮浪追討記』と

なかろうと日光奉行は警護、防御の備

陣は防戦叶わぬ状態に陥った。周辺に

いう冊子に出会いました。

えをし、幕府にも使者を出し、江戸か

いた諸侯軍や幕府諸隊が騒ぎを聞きつ

この冊子の原本の筆者は高橋灌園と

らは日光警護のため、歩兵組、大砲組

け駆け付けて来ると、賊徒はこれまで

いい、幕府追討軍にあってその逐一を

などが出張した。浮浪の群れは道を変

と手軽に引きあげ、未明に戦いは終っ

記録したようです。この人物や原本の

え大平山に集結し、再び筑波山に戻っ

た。官軍は20人ほどの死者と多数の負

所在などは分かっていません。東北大

てきた。これが 6 月のころで、人数

傷者を出して、思いのほかの大敗北を

学の狩野亨吉文庫に同名の写本が架

は 800 〜 900 人になっていた。筑波

喫することとなったのである。

蔵されていることと、
『徳川慶喜公伝』

町に戻ってきた徒党は各地に台場を設

２ 幕臣と天狗党

に『常野浮浪追討記』という引用書目

け、堀を掘り、四方に門を建てて番所

官軍は寄せ集め部隊の上に本陣の防

があるのが注目されるところです。

を構え、大砲小銃を並べて、戦争の準

御が薄い、そこを天狗側の周到な謀略

幕末、70 俵 3 人扶持の旗本武島金

備をし、金策と称して物持ちの家に押

にやられるといった構図が浮かんで来

三郎は、別手組の一員として天狗追討

入り、金銀米穀を略奪、あるいは農夫

るようです。

軍に動員され、各地を転戦し敦賀まで

や町人に無理強いして自党に引入れ、

行きました。その間、多忙な激務の合

従わないときはその場で切り殺し、家

です。
「官軍」としても全く役目が果

間に何度かに分けて筆写したものが

を焼くようなことをしたのである。田

たせず、面目は丸潰れ、このままでは

丸稲之右衛門が総大将であった。

将軍のご威光も地におちることになり

＜幕府追討軍、下妻に到着＞

ましょう。やがて編成される田沼意尊

はじめに

「武島家文書」中の『浮浪追討記』と
推定されます。
本日はこの冊子をご紹介かたがた、

この浮浪の徒は近くの諸侯たちへも

しかし理由はともあれ、大敗は大敗

の第 2 陣は、途中の厳重な警戒振り、

最初の部分を読み、天狗党の悲劇、幕

軍用金や人足たちの強要等、無理難題

陣営の周到な構築振り、松平大炊頭に

府の処断の過酷さを思い浮かべること

を押付け、その乱暴狼藉ぶりは言語

対する厳しい処断など、こうした幕府

が多いと思われる天狗党事件を、幕臣

に絶するものであった。幕府は捨てて

軍大敗の経験を前提とすると、よく説

方の立場からはどう見えたのかという

おけないということで御使番永見貞之

明ができるように思われます。それで

側面から検討してみたいと思います。

丞以下を追討軍として差し向けること

もなお、包囲作戦の裏をかかれたり、

１ 本文概要

となり、追討軍は 6 月 17 日に江戸を

途中行方を見失うなど、幕威を誇る田

出立、7 月 7 日に下妻に到着した。幕

沼軍もほんろうされ続けます。

＜不測の珍事出来＞
古今の治乱を考えるに、平穏が続け

府は追討軍を出すにあたり、近隣諸藩

将軍のご威光が地におちる、という

ば戦いになり、戦乱のあとには平穏が

を動員していたが、この時点では、ま

危機感が、田沼の天狗党に対するしゅ

もどる、一治一乱、一動一静というも

だ着いていない藩もあり、着いてはい

んれつきわまりない処断につながった

のは寒暑の往来のようで、人の力の及

ても遠く離れたところに陣を敷くとい

のではないでしょうか。

ぶところではない。徳川の世が 260

うことで、下妻の本陣周辺は水戸藩の

苦難を極めた厳冬の長途の果てに悲

余年続き、万民が太平の世を謳歌して

追討使の人数と現地下妻の井上伊予守

劇的な結末を迎えた天狗党、これも史

いた折りも折り、不測の珍事が起こっ

の人数以外にはいない状況であった。

実の一面ですが、それと戦った幕臣の

たのである。元治元年（1864）
4 月の

＜賊徒、追討軍本陣を蹂躙＞

立場もまた史実の一面ではないでしょ

頃、野州あたりに浮浪人が多数群れ集

着いた 7 日には早くも賊徒数人と

まり、白木のみこしを造り、｢ 正一位

小競り合いがあり、翌 8 日には、大

前大納言源烈公 ｣ と称して、大勢で

砲小銃を交えた戦いとなったが、賊軍

4
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うか。
【記録】文・写真：広報部会・福島信一

江戸東京博物館友の会特別観覧会
（2008/5/2）

ペリー＆ハリス
～泰平の眠りを覚ました男たち～展

寄港地としての役割を求めていたとい

生きとした庶民の日常を描いた「寺子

うペリー来航の背景を描いていました。

屋」や「大森の茶屋」
、
３ｍに及ぶ「江

日米和親条約締結までの見どころは
ペリー上陸の際に掲げられた
「星条旗」

戸市中俯瞰図」などが印象的です。
安政３年
（1856）
、ハリスが日米修

の実物です。星数 31 個のこの星条旗

好通商条約締結を貫徹すべく来日しま

は、第 2 次大戦終結の日本降伏文書

す。
「老中堀田正睦邸でのハリスの演

調印式の際にマッカーサーによって掲

説」や「中根雪江宛岩瀬忠震書簡」な

げられた因縁の旗でもあります。米国

どの資料からは、ハリスの強固な意志

国立公文書館蔵の「日米和親条約批准

とそれに対応する幕臣たちが、貪欲に

書」は門外不出の原本で、今回の特別

外国情報を収集分析し、開国後の日本

展のため初めて貸し出し許可が出たそ

のあり方を苦悩しながら模索する姿が

うです。ちなみに日本の原本は紛失し

想像されます。源家茂署名の「日米修

ています。

好通商条約批准書」
〔米国国立公文書

江戸博で、4 月 26 日から 6 月 22

次に様々なペリーの肖像画が展示さ

館所蔵で門外不出〕が収められた「外

日まで開催された「ペリーとハリス〜

れています。米国海軍兵学校博物館蔵

箱」に描かれた金箔の菊の御紋が、当

泰平の眠りを覚ました男たち〜」展の

のキリリとした顔立ちの「ペリー肖像

時の複雑な国内情勢を物語っています。

友の会特別観覧会が 5 月 2 日にあり

画」
とは似ても似つかぬ、
「天狗ペリー」

今回の特別展では、国内外の貴重な

ました。参加者は130名ほど、まず担

や古代中国武将ようの「欽差全権国王

文書や絵画が一堂に集められ、幕末歴

当の田中裕二学芸員から見どころや展

使節」など奇想天外な作品ばかり。好

史ファンならずとも満足すると思いま

示資料収集の際の苦労話を伺った後、

奇心のかたまりのような江戸っ子たち

した。開国を迫るペリーやハリス、そ

ゆったりと見学しました。

がペリーの風聞を元に想像たくましく

れに苦悩しながらも意欲的に対応して

描いたに違いありません。

いく幕臣たち、見守る庶民たち、それ

この特別展は日米修好通商条約締結
150年を記念して企画されたものです。

ドイツ人ハイネはペリー艦隊に随行

ぞれの立場で精いっぱい生きた幕末人

序章では、欧米列強国が産業革命の

して来日し、日本の風景を描いた画家

たちの息遣いと鼓動が感じられる素晴

成功によって大型蒸気船を建造し、ア

ですが、彼がミュンヘン民俗博物館に

らしい特別展でした。

ジア海域に遠征し植民地化していくな

寄贈した油彩画の展示もありました。

かで、米国は日本に対して捕鯨産業の

モノクロ写真のような精密さで、生き

図書室に新検索システム現る

【取材】文：会員・高澤美恵子
写真：広報部会・佐藤幸彦

学芸員

みなさんは、“灰色文献” という言

ソコンで、“妖怪” とか “幽霊” とい

葉があるのはご存知でしょうか。一般

うキーワードで検索すると、たくさん

の流通ルートに乗らず、存在確認の困

の展覧会カタログが出てきます。それ

OPAC（オーパック）といわれる新し

難な本を言うのですが、
例をあげれば、

は、つまり、それほど多くの博物館や

い検索システムが設置され、ますます

展覧会カタログとか、地方自治体や企

美術館が、妖怪や幽霊についての展覧

便利に図書の検索ができるようになり

業の出した出版物などです。“灰色文

会をしているということであり、先人

ました。
（ただし、
江戸博のホームペー

献” …、なかなか素敵な言葉ではない

たちが、それほど妖怪や幽霊を身近に

ジには、すでに、この OPAC があり

でしょうか。

感じながら、生活をしていたというこ

ます）現代の技術を駆使した新検索シ

当館の図書室には、
その “灰色文献”

とです。今の世の中にも多くの妖怪や

ステムは、現代の技術によって摩滅さ

がたくさんあります。
展覧会カタログ、

幽霊はいるはずですが、私たちは昔の

せられてしまった感覚を少しでも取り

東京都や市区町村の出した自治体史や

人々のようには、彼ら、彼女ら、
（あ

戻す手助けをしてくれるでしょう。乞

調査報告書など、文字通りあふれんば

るいは「それら」？）を身近に感じて

うご期待。

かりに所蔵しています。

はいません。科学技術の進歩は、人間

私は個人的に、妖怪や幽霊にとても

の感覚を鈍感にし、私たちの感覚をせ

魅かれるのですが、当館の図書室のパ

ばめるに大いなる役割を果してくれま

した。

行吉正一

さて、この６月、当館の図書室には、

◆このコラムは江戸博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。
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江戸東京博物館友の会

見学会（2008/5/31）

深川の史跡 ― その２
洲崎神社から松平定信海荘跡へ
昨年 11 月に続いて深川の史跡をめ

たりにありました。ここから東側を見
ると洲崎神社の鳥居がかすかに見え、

八幡橋、深川不動、永代寺跡など
ほどなく「八幡堀跡」ですが、ここ

ぐる 2 回目が 5 月 31 日
（土）
に催され

空き地の両端という距離が実感されま

は今遊歩道になっています。
そして
「八

ました。あいにく小雨模様の天気でし

した。

幡橋（旧弾正橋）
」をくぐることにな

たが、木場駅 1 番出口そばの沢海橋

さらに西へ進み右折して少しの東富

ります。この橋は都内最古の鉄橋で、

第一児童遊園には続々と人が集まり、

橋のたもとに「松平定信海荘跡」とい

明治 11 年
（1878）工部省赤羽鉄工所

深川への期待を胸に順次出発しまし

う説明板がありました。海荘は「はま

（港区）でつくられたそうです。技術

た。スタートしてすぐの沢海橋で南北

やしき」と読むそうで、隠居後の定信

的価値も高いらしくアメリカ土木学会

にまっすぐの大横川を渡りましたが、

が文化 13 年
（1816）に入手して造っ

からの表彰もあり、歴史的にも貴重な

江戸時代の地図では南北は横の線で表

た庭園の跡です。私たちも、おそらく

橋です。そんな説明板が 2 ヵ所あり、

され、それで「横川」との説明に、こ

華やかに彩られていただろう庭園に思

一つは人力車のモニュメントの上に

のあたりが江戸城の東南（辰巳）の方

いをめぐらせました。

乗っていました。さらに遊歩道を行く

角になることとともに納得でした。

富岡八幡宮は見どころいっぱい

と右手に先ほど渡った「新田橋」の初

そしてまず着いたのが「洲崎神社」
。

ここからちょっとまわり道をして古

代が置かれていて何となくなつかしい

かつての「洲崎弁天」で当時はこの南

石場川親水公園へ。江戸城築城の際の

側は海だったそうです。
境内にある
「波

石の置き場だったところですが、遊歩

除碑」の説明板に「寛政 3 年
（1791）

道やモニュメントが整備されていて、

9 月 4 日台風による高潮が押し寄せ

雨の中のせせらぎの音もオツなもので

…」と津波による惨事が記され、以後

す。親水公園に別れを告げて少し進む

人の住むことを禁じ、二度と惨事が起

と佃の住吉神社の末社・住吉神社で

▲三十三間堂跡

きないことを願って空き地の両端に津

す。そして巴橋を渡って永代通りを東

気分になりました。

波警告の碑を建てたとあります。その

へちょっと行くと富岡八幡宮です。

一つがこれで、もう一つは後ほど行く
ことになります。

富岡八幡宮は見どころがたくさんあ

遊歩道から高速道路の下へ出て右折
し、もう一度右折してやや行ったとこ

ります。
「大関力士の碑」
（武双山がな

ろに「三十三間堂跡」がありました。

ぜ載っていないのという陰の声あり）

京都に模して浅草につくられ、元禄

“木場の赤ひげ先生” 新田医師が事故

や「伊能忠敬銅像」を見て、小休止を

14 年
（1701）深川に移されたそうで

で亡くなった夫人の霊を慰めるために

とることになりました。

す。この手前をもう１回右折して進む

その前に渡ったのが「新田橋」です。

つくったとかで、まわりの景色にも

そんな休憩の間にも、本殿手前の

マッチしていて「まちかど景観賞」に

享保 12 年
（1727）
奉納という「狛犬」

選ばれています。今かかっている橋は

の年号を確かめたり、弁天池入口にあ

そしてこの日の終点「深川不動」で

二代目で最初の橋にはこれまた後ほど

る「庚申塔」の 3 匹の猿そのものが

す。折から 310 年記念事業とかの工

お目にかかることになります。

本尊という珍しい形を確認したり、本

事中で、
「石造燈明台」や記念碑など

殿左手の「力持の碑」に見入ったりと

も移動・整備するとのことでした。隣

皆さん実に好奇心旺盛です。

の深川公園で「永代寺跡」の標柱と「水

さて「波除碑」のもう一つですが、
平久小学校のそば、平久橋を渡ったあ

やがて休憩タイムも終り、再びみん
なで「横綱力士の碑」
（こちらは白鵬
まで載っていて一同納得）から「関
八州漁師の総領の碑（和田氏歴世記）
」
や「木場の角乗の碑」を見て、富岡八
▲洲崎神社、ここが海岸だったとは！

6

江戸東京博物館友の会会報 < えど友 > 2008/7

幡宮をあとにしました。
No.44

と先ほどくぐりぬけた「八幡橋」を今
度は渡ることになります。

準標」
（津波の高さの説明）を確認し、
解散となりました。
今回の参加者は約100名、津波に始
まり津波に終わった深川探訪でした。
【取材】 文：広報部会・松原良
写真：同・岡本静雄

新役員紹介
（私のプロフィール）

5 月 23 日開催の第 8 回定期総会で補充・選出された
新役員 3 名の自己紹介です。
よろしくご支援をお願いいたします。
＊イラストは会員の藤井文乃さんに描いていただきました。

副会長
（広報部会長）

佐 藤幸彦

会

計

運営委員

鈴木

寛

上田太一

小児ぜんそくで年間 50 日は学校を

友の会に入会して５年が経過し、そ

欠席し、その間、
「少年講談」を読破

の間、主に古文書講座でお世話になっ

すが、
就職先が江東区亀戸でしたので、

しました。大学の時、学校の正門前か

てきましたが、昨年から総務部会の一

いわゆる下町界わいをはいかいする機

ら人形町方面直通の都電があり、末広

員となり、この度、会計を担当するこ

会も増え、両国界わいも親しみを覚え

に通いました。65 才まで会社勤めの

とになりました。今年度の予算がはじ

るようになりました。その後勤務先の

技術屋でした。昨年「日本刀研究」と

めて 1 千万円を超え、何かと大変か

移転で新潟県新発田市に移住しました

いう本を作り全国の主な図書館に（江

と思いますが、友の会発展のため、微

が、平成 13 年に東京に戻り下町の情

戸博にも）
配布しました。その中で
「享

力ながらお役に立てればと考えており

緒が残る江戸川区小岩に居を定めまし

保諸国鍛冶御改めの研究」は画期的な

ます。よろしくお願いいたします。

た。
古文書に接する機会を持ちたく
「友

論文です。

学生時代は渋谷区に住んでいたので

の会」に入会し、以降「古文書講座」
のお手伝いをしています。不慣れです
がよろしくお願い致します。

◆役員会

4 月 9 日（水）17 時開催。会長よ

り会員数が 1,527 名になったとの
報告があった。20 年度総会の資料

料のとじ込みなどの準備作業を行

会議・会合日誌

った。出席者 11 名。
4 月 23 日（水）13 時開催。発送業

2008/4 〜 2008/5

務を行った。連絡協議会の打ち合わ

を全員で検討した。出席者 12 名。

せを行った。出席者 13 名。

5 月 14 日（水）15 時開催。総会の

めた。印刷費値上げについての話が

5 月 9 日（金）13 時開催。総会に

進行と係の分担について話し合っ

あった。出席者 9 名。

ついての話合いを行った。出席者

た。出席者 13 名。

5 月16 日（金）13 時開催。前回に

15 名。

続いて 44 号の担当者未定の部分

5 月 28 日（水）13 時開催。総会運

4 月 3 日（木）17 時開催。3 月のセ

を決めた。45 号担当者を一部決め

営の反省を行った。出席者 10 名。

ミナー、古文書講座などについての

た。総会の書記1名の推薦を決めた。

報告があった。4 月の事業確認と 5

次回より 14 時開催とした。出席者

月以降の計画について話し合った。

10 名。

り役員補充の理由についての説明

◆総務部会

があり、
候補者 3 名の推薦を決めた。

◆事業部会

出席者 15 名。
5 月1日（木）17 時開催。新規入会

4月4日
（金）13 時開催。発送業務、

◆役員等候補者推薦委員会

4 月10 日（木）16 時開催。会長よ

出席者 6 名。
◆江戸博と友の会との連絡協議会

部員の紹介があった。5 月の事業確

備品在庫確認を行った。総会までの

認と 6 月以降の事業計画と担当を

日程、その他の検討を行った。総会

決めた。出席者 21 名。

の書記 1 名の推薦を決めた。新入

館長と友の会会長のあいさつがあ

会員 1 名の紹介があった。出席者

り、友の会より事業の報告、計画の

4 月18 日
（金）13 時開催。
『えど友』

12 名。

説明を行った。友の会の要望につい

44 号のスケジュールと担当者を決

4 月18 日（金）13 時開催。総会資

て意見交換を行った。

◆広報部会

4 月 25 日（金）13 時開催。江戸博
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佐賀藩主から非番の福岡藩主に速達で
知らせる文化 3 年
（1806）
頃の文書で

江戸へちょっとタイムトラべル

清宮寿朗

す。
それから 2 年後、イギリス軍艦フ

江戸東京博物館５階に天保の改革前

ェートン号がオランダ国旗を掲げて

の両国橋を 30 分の 1 で復元した模型

長崎に侵入する事件が発生、長崎奉行

が展示されている。それを眺めている

はその事態に何ら対応することができ

うちに、突然、空想の世界が頭の中で

ず、
奉行の松平図書守康平が割腹自害、

広がった。江戸へのタイムトラベルの

制の文書を求めて長崎に行った際、そ

佐賀鍋島藩主松平肥前守斉直も老中牧

空想である。

の帰途福岡市の古美術商で購入し、現

野備前守に怠慢の責による逼塞（門を

在私が所有している文書があります。

閉じ出入禁止、江戸時代の刑罰）を命

江戸時代前期の元禄期もいいが、
「爛

佐賀鍋島藩主松平肥前守斉直
［九代、

じられています。後任の奉行として曲

熟した庶民文化期」といわれている文

文化 2 年
（1805）
〜天保元年
（1830）
、

渕甲斐守景露がすぐ着任しています。

化・文政年間
（1804 〜 29）が良さそ

ヨーロッパではこの時期、フランス

うである。もしそのまま江戸で暮らし

備前守斉清［十代、寛政 7 年
（1795）

革命からナポレオン戦争に至り、オラ

てもいい、
ということになれば、
ちょっ

〜天保 5 年
（1834）
、50 万 2 千 石 ］

ンダ本国が占領され、東インド植民地

と勇気はいるが暮らしてしまうだろ

に伝達された情報文書で、下の図は

ジャワ島もイギリスの支配となり、地

う。家族と一緒に。

その写しです。大きさは縦 23 ㎝、横

球上でたった長崎の出島だけにオラン

53 ㎝ほどのものです。

ダの三色旗が翻っていた状況でした。

屋暮らしの始まりである。長屋は葛飾

そして 1815 年
（文化 12）
のウィーン

北斎や勝海舟が住んでいる本所で探そ

26 日午後 6 時 阿蘭陀二番船 1 艘長

会議でオランダ王国が成立しました。

う。ひょっとしたら、葛飾北斎や勝海

崎に入港いたしましたが、それは貿易

その間オランダは、やむを得ずアメリ

舟と近所づきあいができるようになる

船で、別にかわったようすもなく、た

カの商船を雇って、オランダ船の名義

かもしれない。そうだ、いろいろな人

だ阿蘭陀新商館長が乗船しておりませ

で長崎に派遣していました。しかし

と会うためにも、
商いは貸本屋がいい。

んでした。もっともこの船は去る 11

商館長（カピタン）の来日もなく、孤

当時の貸本屋は本を背負って 100 軒

日入港の跡船で、ほかに同様の船はな

立のなかでオランダ商館長ヘンドリッ

以上の得意先を回っていたという。い

いとのことです。早飛脚でこのことを

ク・ドゥーフは辛苦に耐えながら、オ

ろいろな人に会えて面白そうだ。息子

お知らせいたします。以上」というこ

ランダ通詞と協力して和蘭辞書を編

にはさっそく寺子屋に通わせよう。寺

とになります。

纂、幕府に献上して蘭学に貢献したの

子屋の教育は、現代のように画一的な

です。

ものではなく、一人ひとりの子どもの

大名の情報伝達文書

橋浦

稔

昭和 28 年
（1953）
、キリシタン禁

35 万 7 千石］から福岡黒田藩主松平

内容は現代文にしてみますと「昨

この文書は季節風の関係からバタビ

江戸時代といっても 265 年ある。

さて、わが家族、親子 3 人での長

ア（現ジャカルタ）を出航して、6 〜

そして文化 14 年
（1817）
、10 数年

必要性に根ざした個別指導が基本だと

7 月頃長崎出島に入港するオランダ船

ぶりにオランダ商館長ヤン・コック・

いう。自由そのもので楽しそうだ。息

の動向と、2 年交替で当時世界の情勢

ブロンホフが赴任しました。この情報

子と一緒に通ってみたくなる。

を記した風説書を持参赴任するはずの

伝達文書は、こうした空白前の貴重な

新商館長（カピタン）が乗船していな

文書です。

いことを、長崎警備を担当する当番の

息子が 12、3 歳で寺子屋を卒業し
たら、こんどは出版業者の板元にでも
就職してもらったらどうだろう。そ
して、いずれ家業の貸本屋を
手伝ってもらえるようにでも
なれば、貸本屋の事業だって
大きくすることはできるだろ
う。
平穏で、なかなか楽しい長
屋暮らしになりそうだ。
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サークルだより
◎活動概況

●各サークルとも引き続きメンバーを募集しています。奮

◆江戸東京を巡る会：4 月 15 日
（火）
三軒茶屋駅から三軒

ってご参加ください。
参加ご希望の方は、
はがきに①サ

（教学院）を訪ね、住職からレクチャーを受け、小田原

務局へお申込みください。また新しいサークルの立ち

茶屋碑などを見たあと、五色不動の一つ「目青不動尊」
城主・大久保氏歴代ほかのお墓に案内していただいた。
さらに円泉寺（太子堂）
、世田谷観音寺、駒繋神社、西
澄寺などをめぐった。参加者 16 名。

ークル名、②会員番号、③氏名をご記入の上、友の会事
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

◆落語と講談を楽しむ会：4 月 8 日
（火）
2 月にビデオで鑑
賞した落語「阿武松」の舞台となった板橋宿を散策し

た。あいにくの雨の中、板橋本町駅からスタート、縁
切 榎では落語「縁切榎」を思い出し、上宿、仲宿、平
尾宿と歩き、高野長英が一時潜伏していた水村玄洞宅
跡なども見て、板橋駅で解散。参加者 5 名。5 月 27 日
（火）江戸博会議室で前回散策関連の講談「高野長英の
青春時代」
、
次回散策予定の講談「八百屋お七」
、
落語「く
しゃみ講釈」
、
講談「大つごもり」
、
次々回関連の怪談「四
谷怪談・お岩誕生」のビデオなどを鑑賞した。参加者
24 名。
◆藩史研究会：4 月 11 日
（金）
豊臣家と異なり江戸を生き

ぬいた織田家の一つである出羽天童藩織田家について
野川陽一さんが研究発表。参加者 22 名。5 月 9 日（金）
筑前福岡藩黒田家について土屋献一郎さんが都内菩提
寺の港区祥雲寺、天真寺での取材結果などをまじえて
研究発表。参加者 21 名。

◆古文書で『八丈実記』を読む会：4 月 10 日
（木）
、4 月

25 日
（金）
、
5月8日
（木）
に例会を開催。参加者は各 9 名、
9 名、10 名。

◆江戸御府内八十八ヵ所をめぐる会：第 11 回として 4 月

24 日
（木）と 4 月 27 日
（日）に「第 9 番龍巌寺」
（渋谷
区神宮前）など 4 ヵ所をめぐった。参加者は各 22 名、
10 名。また、第 12 回として 5 月 25 日
（日）
と 5 月 29
日
（木）
に「第 42 番観音寺」
（台東区谷中）
など 7 ヵ所を
めぐった。参加者は各 12 名、24 名。なお、これで発
足から 1 年を経過し、88 ヵ所の半数を超える 47 ヵ所
の札所をめぐった。

企画展と特集展のご案内

●企画展 熱き心展
〜寛斎元気主義〜
開催期間
会
場

残り会期わ
ずか、
お見逃しな
く！

2008 年 4 月 15 日（火）〜 7 月 6 日（日）
常設展示室内（6 階、5 階第 2 企画展示室
ほか）

●特集展
江戸の華〜熱き心・火消と祭〜
開催期間
会
場

2008 年 3 月 27 日（木）〜 7 月 6 日（日）
6 階常設展示室

●次回企画展
発掘された日本列島 2008
―新発見考古速報・特別史跡高松塚古
墳・世界文化遺産石見銀山遺跡とその
文化的景観―展

開催期間 2008 年 7 月 19 日（土）〜 8 月 31 日（日）
会
場 5 階常設展示室内 第 2 企画展示室
※ご覧のように今年は長いサブタイトルがついています。
※以下今回の展示についてもう少し詳しくご紹介します。
展示は、
「中核展示」と「地域展示」により構成されます。
⑴中核展示 全国の最新の発掘調査資料のうち、特に注
目される出土品を紹介するとともに、話題性のある遺
跡・高松塚古墳と石見銀山も詳しく紹介されます。
⑵地域展示 東京地域の発掘調査資料による展示。今
年の地域展示は、「発掘された近世都市 “江戸” の誕
生」。寛永 13 年（1636）の江戸城外堀完成に至る築城
過程をもとに、城と城下町の整備について近年の発
掘資料やこれまであまり紹介されていなかった資料
をもとに展示されます。

■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

会員資格継続
手続きの
お願い

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を受けられなくなりますので、
ご注意ください。
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落語で

江戸散歩�

［道 灌］

らかし、訳が分らねえと言う友達に ｢
おめえはよっぽど歌道に暗いな ｣ とい
えば、
「角が暗いからちょうちんを借
りにきた」とスッキリとサゲます。

今回の噺枕は『山吹の里』

▲大聖院にある紅皿の碑

ご隠居さんの家へぜひ訪ねたいとこ

いちばん高い山といわれる ｢ 箱根山

ろです。八つぁんは「へんてこな天気

（標高 44.6m）｣ があり、しかも流れ

だもんで仕事を休んじまいました」と

の痕跡と思われる川筋が、復元されて

言い訳しているところから、たぶん大

一部残っています。これぞ金川の水源

工などの職人に違いありません。す

だぁ、まさに月岑先生のご指摘どおり

るってぇと隠居の住み家も近所でしょ

です。さらに山吹の里については「高

八つぁんがふらりと寄った隠居の家

うから神田あたりかな。残念ながらお

田馬場より北の方の民家の辺りを唱

で、はり交ぜのついたてが目にとまり

宅訪問ができないので、道灌話にまつ

ふ」とあります。穴八幡神社から高田

ました。そこに描かれた様々な絵柄に

わる ｢ 山吹の里 ｣ てぇのを歩いてみ

馬場跡（路地形に一部名残がある）を

ついて説明され、太田道灌と賤の女と

ましょう。ある人が調べたところ、
「山

とおって北へゆくと、神田川を渡った

の逸話も教えられます。ご隠居さんの

吹の里」伝説の地は 20 ヵ所あまりも

面影橋のたもとに「山吹の里」なる石

教養と博識に対し、即妙の駄ジャレで

あって真偽はとんと分からない。みん

碑があります。よく見ると観音さまを

まぜっかえす八つぁんの掛合いが小気

なでこの問題をどうかんしたいもんだ

彫った供養碑を利用したもので、もっ

味よく笑えて、これぞ落語の原点で

と頭をひねったが、未だに決まらない

ともらしいけれど作為的な仕掛けと思

しょうか。

そうです。

われ、
かなりうさん臭い感じもします。

③

面影橋そばの山吹の里碑

ある日鷹狩に出掛けた道灌が突然の

傍の説明板にもあくまで言伝えである

村雨にあい、仕方なく近くのあばら家

旨が書いてあります。もともとこのエ

でみのを借りようとしたところ、若い

ピソードそのものがまゆつばでは、と

女が出てきて古歌を添えつつ、山吹を

いう説もあるので、まぁいいか！

紅皿の言い伝え

一折差し出したという有名な話です。

１㎞ほど南の新宿西向天神の境内に

この話にすっかり感心した八つぁ
ん、ならば傘を借りにくる連中にそれ

▲『江戸名所図会』より

大聖院というお寺があり、
「紅皿の碑」

を断る口上として、くだんの歌を使お

『江戸名所図会』で月岑先生は、村

なるものがあります。紅皿とは道灌へ

うってんでさっそく紙に書いてもら

雨にあったのは早稲田穴八幡近くと強

山吹を差し出して、謎かけをした賤

い、家に帰りつくや折からのにわか雨

引に決めています。その場所は金川、

女の名前だそうです。太田道灌の村雨

「文明年間太田道灌遊猟の時、急雨に

の逸話は作り話ではないかと言われて

「みんなあわてているぜ。いろんな

逢しハ此処にして…穴八幡の前を早稲

いますが、この一帯ではこれをめぐっ

道灌がいっぱいいるなぁ。子連れの道

田の方へ流るる小川なり、水源は戸山

て山吹の井（甘泉園内とか）
、山吹町、

灌、色っぽい年増の道灌、おやおや犬

御庭中より発するところなり」と記し

山吹坂、紅皿の碑など、傍証
（？）
をそ

の道灌まで走っていやがる」と見てい

ています。さらに各地に伝承があるよ

ろえてがっちりとガードを固めていま

ると、友達が飛びこんできたが、こい

うだが、
「是非は詳らかにせずといへ

す。旧地ならんとの強い自負と気魄を

つが傘ではなくちょうちんを貸してく

ども」本場はここにしておく、と言い

感じさせられ、
ここがあの「山吹の里」

れという間抜けなやつ。そんな相手で

切っています。志ん生は噺のなかで牛

と思わざるを得ません。

もかまわず、紙に書いた古歌「ななへ

込あたりと言っていますが、ここでは

さらに驚いたことに、新宿駅へ向

やへ…みそ一だると鍋と釜しき」をや

あまりせんさくせず（したくとも出来

かって帰るさに、だんご店へ立ち寄っ

ない）月岑先生に敬意を表しつつ、現

たところなんとここにも、その由来記

場は江戸の早稲田周辺ということにし

に太田道灌鷹狩にまつわる口碑がある

て散歩に出かけます。

とのこと、とても因縁ふかい散歩とは

…。

山吹の里

戸山御庭は尾張徳川家の下屋敷のこ

▲復元された金川の源流

と、現在の戸山公園です。山手線内で
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なりました。
【取材】 文・写真：広報部会・稲垣武志
イラスト：同・松原良

各編とも９月から第 2 期を開講

今年から各期ごとに改めてお申込みいただくことにな

りましたのでご注意ください。自動継続はありません。

◆入門編 講師：小松賢司さん（学習院大学大学院史学専攻）
開催日：9月3日㈬、
10月1日㈬、
11月5日㈬各 A、P 講座

時間：A講座は10：30〜12：30 P講座は14：00〜16：00
（注意）A 講座か P 講座かの希望を明記

◆初級編 講師：長坂良宏さん（学習院大学大学院史学専攻）
開催日：9月17日㈬、
10月15日㈬、
11月19日㈬
時間：いずれも 14：00 〜 16：00

◆中級編 講師：小宮山敏和さん
（徳川林政史研究所）
開催日：9月20日㈯、
10月18日㈯、
11月15日㈯
時間：いずれも 14：00 〜 16：00
会場：各講座とも江戸博 1 階会議室または学習室 1、2
定員：各講座とも 80 人
（会員のみ）
参加費：各講座とも全 3 回 1,500 円
（初回一括払い）
申込締切：各講座とも 7月31日㈭
◆第１期の残日程
入門編7月2日㈬、初級編7月16日㈬、中級編7月19日㈯
【企画担当責任者】上田太一（事業部会）

第 71 回「天璋院―幕末の大奥と薩摩藩―」
講師 畑 尚子さん（江戸博学芸員）

◆ NHK の大河ドラマにあわせて著わされた岩波新書
『幕末
の大奥―天璋院と薩摩藩』に基づいてお話しいただきま
す。天璋院の生涯を中心に、奥向の役割という視点で見
ていき、性格や女性としての生き方、考え方などその人
間性にも迫り、具体的には、二の丸引移り問題から見る
天璋院と和宮、天璋院と３人の将軍
（家定・家茂・慶喜）
、
幕末の薩摩藩大奥と天璋院、徳川宗家相続への尽力を取
り上げていただきます。また時間があれば、史料活用の
難しさやテレビドラマとの比較も加えていただく予定で
す。

○講師略歴：はた・ひさこ

昭和 36 年
（1961）生まれ。國學院大学大学院文学研究科
日本史学専攻終了後、昭和 61 年
（1986）から江戸東京博
物館の建設準備に関わる。現在國學院大学非常勤講師。
著書は
『江戸奥女中物語』
（講談社）
、
『幕末の大奥―天璋
院と薩摩藩』
（岩波書店）
。
開催日：8 月 5 日
（火）14：00 〜 15：30
申込締切：7 月 24 日
（木）
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】
清水昌紘
（事業部会）

第 70 回「江戸のエコとスローライフ」
講師 菅野俊輔さん（小学館アカデミー講師）

◆江戸に暮らす人々が誇りをもって
「御江戸」
とか
「大江戸」
と美称を冠して呼んだ大都会は、世界史に類のない今風
の
「エコ」に満ちた不思議な社会でした。近刊の
『江戸の
元祖エコ生活』
（青春出版社）
の監修で見いだした、
衣・食・
住の
「エコ」生活を紹介しながら、御江戸の人々の基本
的な生き方
「スローライフ」
に言及し、失われたワンダー
ワールドの解明にせまっていただきます。

○講師略歴：かんの・しゅんすけ

江戸歴史文化研究家。古文書塾
「てらこや」
で講師を務め
ながら、くずし字解読と御江戸歩きを案内する本の刊行
にはげむ団塊の世代。主な編著に
『江戸名所図会くずし
字入門』
『東海道五十三次くずし字入門』
（柏書房）
など。
開催日：7 月 21 日
（月・祝）14：00 〜 15：30
申込締切：7 月 10 日
（木）
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】清水昌紘（事業部会）

第 72 回「寄席の華！寄席囃子とその魅力
（実演あり）」
講師 古今亭駿菊さん（落語家）

◆１年 365 日、１日も休まず営業している東京の
「寄席」
。
その高座で演じる芸人を盛り上げるためになくてはなら
ないのが寄席囃子です。普段間近で決して見ることので
きない
「太鼓と三味線」
の実演をまじえて、その魅力を皆
様にあますことなくお伝えいたします。演者の登場を告
げ、そしてマジックや太神楽の高座に花を添える寄席囃
子をどうぞお楽しみください。

○講師略歴：ここんてい・しゅんぎく

昭和 63 年
（1988）
古今亭圓菊に入門
（前座名：古今亭菊ぼ
う）
、平成 4 年二ッ目昇進、平成 13 年真打昇進、古今亭
駿菊に改名。CD に
「古今亭駿菊１」
山崎屋・鶴亀
（ワザオ
ギレーベル）など、DVD に
『ワザオギ落語会
「近江八景」
』

（同）
。
「噺家に見捨てられた落語」を再構成して、現代に
蘇らせる
「落語再生運動」を続けている。近年は側面から
の落語普及に心掛け、
一般の人への
「落語」
「太鼓」
「三味線」
の指導をしている。
開催日：8 月 19 日
（火）14：00 〜 15：30
申込締切：8 月 7 日
（木）
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】
柳坂尚美
（事業部会）
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特別展「北京故宮

会員優待のお知らせ

書の名宝展」

◆北京オリンピックが開催される今年、北京故宮博物院
所蔵の中国書法史を彩る唐時代から清時代にいたる名
品 65 件が特別公開されます。これらは日本初公開の
『蘭
亭序』
をはじめいずれも中国の書の中で逸品といわれる
作品で、中国の書の歴史をたどりながら、中国の書が
日本に与えた影響を探る特別展です。担当の橋本由起
子学芸員による
「見どころ解説」をお願いしてあります
ので、ご期待ください。
開催日：7 月 18 日
（金）17：00 〜 19：00

次回予告

「ボストン美術館

会場：江戸東京博物館・１階学習室 1,2 ／企画展示室
※解説の会場は変わる場合があります。
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
（当日払い）
【企画担当責任者】
松原良（事業部会）

発掘された日本列島 2008 展

◆平成 19 年度の発掘調査の中から、特に注目される出土

浮世絵名品展」

会 期 2008 年 10 月 7 日（火）〜 11 月 30 日
（日）
休館日：毎週月曜日、10 月 14 日、11 月 4 日、11 月
25 日
※ただし、10 月 13 日、11 月 3 日、11 月 24
日は開館

「四谷周辺散策と講談鑑賞」

◆えど友サークル
「落語と講談を楽しむ会」主催の全会員

品を中心に展示され、
「埋蔵文化財保護」に対する理解

対象の見学会。講釈師の神田すみれさん
（真打）案内に

を深めることができます。また今年は注目を集めてい

よる、講談に登場する四谷周辺の寺社などの散策と上

る史跡・高松塚古墳や世界文化遺産・石見銀山も詳し

野広小路亭での
「すみれ一門会」
講談鑑賞
（怪談物）
です。

く紹介されます。

雨天決行。

開催日：7 月 19 日
（土）10：00 〜

開催日：7 月 29 日
（火）9：40 集合、10：00 出発

※開始時間は変わる場合があります。その場合申込ま

集合場所：東京メトロ丸の内線
「四谷三丁目駅」2、4

れた方には受講票でご連絡します。

出口側改札前
（消防博物館側）

申込締切：7 月 8 日
（火）
必着

申込締切：7 月 17 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・

定員：60 名 同伴者可
（はがきに氏名、住所、電話番

第２企画展示室

号連記）
、申し込み多数の場合は先着順とします。

定員：100 名 同伴者可
（はがきに氏名連記）

参加費：昼食弁当・寄席入場料を含んで会員、同伴者

参加費：無料

とも 2,500 円
（当日払い）
【企画担当責任者】松原良（事業部会）

お申込方法
◆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
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会 期 2008 年 7 月 15 日（火）〜 9 月 15 日（月・祝）
休館日：毎週月曜日、7 月 22 日
※ただし、7 月 21 日、9 月 15 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
●江戸東京博物館開館15周年記念特別展

申込締切：7 月 8 日
（火）
必着

企画展

●江戸東京博物館開館15周年記念特別展
「北京故宮 書の名宝展」
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【企画担当責任者】鈴木秀明
（落語と講談を楽しむ会）

＊
「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 !
＊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
事務局員出勤の水曜日か金曜日
（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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