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東日本大震災対応のご報告
江戸東京博物館友の会会長 松原 良
この度の東日本大震災で被災された

3 月 14 日
（月）
には江戸博から「友

多くの方々に心からお見舞いを申し上

の会事務室の利用は最小限にし、利用

もいわれる大地震は平成 23 年 3 月 11

て）を」との連絡があり、江戸博も容

げます。百年に一度とも千年に一度と

の際は事前に届け出（展示事業係長あ

日（金）14 時 46 分に発生しましたが、 易ならざる状況であることを知りまし
このとき友の会では堀井事務局員が執
務中、会議室ではえど友サークル・藩

た。

翌 15 日
（火）
は事務局を開いて友の

史研究会が研究発表会を開催中でした。 会特別観覧会中止連絡のはがき作成・
同日夜には江戸博から
「特別展
（五百

羅漢）延期、観覧会も延期」のメール

発送、電話連絡などを行う予定でした

の検討などを行いました。

3 月 24 日
（木）
には江戸博より「地

震による空調設備等の不具合箇所修理
のため４月末頃まで休館」が正式に発

表されました
（5 月 1 日より全館開館）
。
このため休館中の事務局開設日には役
員が交代で詰めるなどの対応を決めま
した。

4月7日
（木）
には臨時役員会を開催、

が、堀井事務局員が交通事情悪く出勤

4 月中の行事等の中止、5 月 27 日
（金）

当日は携帯電話が不通でしたが、翌 12

で堀井事務局員と連絡を取りながらパ

決めました。またこの度の震災に対し、

員の無事を確認しました（首都圏の交

業を行うことができました。この日の

が私あてにありました
（見たのは翌日）
。 不能となりました。そのため私が電話
日
（土）
朝方に連絡がつき、堀井事務局

通がマヒしたあとの藩史研究会のみな
さんについては 6 ページ参照）
。さっ

そく観覧会中止のはがき発送の手筈を
決めました。

このとき、私は地震の影響で特別展

のみが延期になったものと受け止めて
いましたが、13 日
（日）
に江戸博へ問合

ソコン操作を行い、どうにか予定の作
電話連絡先は 200 人近くにおよび、朝

に友の会も多くの行事を中止せざるを

中の行事はすべて中止と決めました。

ていた会員の皆さんのご期待にそえな

せ、交通事情の混乱なども考慮し３月
さらに、各サークルに３月中の行事

掲載しました。

日
（火）
に電話で行うこととしました。

以上が東日本大震災に関連した友の

同日、３月中の行事担当責任者と打合

中止を決め、担当者より講師への連絡
連絡は郵便では間に合わないので、15

として義援金を送ることとしました。

担当した事業部会の方々は大変でした。 にわたって休館するという不測の事態

を自主的に見合わせるよう要請、ホー

等をしてもらいました。会員への中止

総会で賛同をいただいた上で、友の会

から始めて夕方 5 時近くまでかかり、 会の対応の概略ですが、江戸博が長期

せた結果、休館中と知りました。その
ため、16 日
（水）
予定の古文書講座の

の定期総会の予定どおりの開催などを

ムページにも「３月中の行事中止」を
その後もセミナー、見学会中止のは

がき印刷・発送、行事中止にともなう

『えど友』61 号の予定原稿の差し替え

得ませんでした。各行事を楽しみにし

い残念な結果になりました。各種行事
の中止連絡等で不行き届きがあったと
すればご容赦ください。

友の会も間もなく活動を再開いたし

ますので、
どうか従前同様のご支援、
ご
協力をお願い申し上げます。
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平成 23 年度

定期総会のご案内
・平成 23 年度事業計画案と事業

平成 13 年に発足した友の会は満

す。その皆さんが一同に会する定期総

10 年が経過し、11 年目を迎えました。

会は年に一度の機会で、過去１年の活

その間、数多くのセミナーをはじめ、

動を振り返るとともに、本年度の活動

見学会、特別観覧会を開催してまいり

について率直な意見を交換する場で

ました。それらの催事がいつも満員で

す。同封の議案書をご検討いただき、

総会に引き続き、江戸博竹内誠館

推移しているのも会員皆さんと江戸博

多くの会員の皆さんがご出席ください

長による記念講演「江戸社会の柔

のご協力の賜物と厚くお礼申しあげま

ますようお待ち申しあげます。

軟さに学ぶ」が予定されています。

たが、そのどの事業にも多くの皆さん
が積極的に参加され、成功裡に推移・

・役員および監事の選出について
○竹内館長の記念講演

ご期待ください。

す。特に、昨年は 10 周年記念事業と
銘打って、いろいろな催事を行いまし

予算案について

開催要領は次のとおりです。
○平成 23 年度 友の会定期総会

日時：5 月 27 日（金）13 時 15 分

終了したことに対して重ねてお礼申し

会場：江戸東京博物館１階ホール

あげます。

◇ 主たる議案

友の会は会員皆さんが自ら参加し、

記念講演会終了後、16 時 45 分

より７階・桜茶寮にて会員交流会
（会費 500 円）が開催されます。
会員同士の交流懇親を深める良い

・平成 22 年度事業報告ならびに

創りあげていくボランティア団体で

○会員交流会

機会です。
ぜひともご参加ください。

収支決算報告について

事務局員出勤日変更のお知らせ（毎週火・金に）
これまで友の会事務局員の出勤日は原則として毎週水曜日と金曜日でしたが、都合により 5 月から毎週
火曜日と金曜日に変更いたします。時間は 10 時から 17 時（12 時から 13 時は昼休み）で変わりありま
せん。ご連絡やお問合せは火曜日か金曜日にお願いいたします。

「江戸の町名主」

るい じゅうせんよう

専門研究員

高

山

慶

子･

18 世紀中頃以降の江戸には、1,600

「類 聚 撰要」
（名主の職務別に町触・

室での「江戸の町名主」関連図書コー

～1,700町に対して250名前後の名主

届書などをまとめた記録）の写本、浅

ナーの設置、えどはくカルチャー「江

が存在し、町触の伝達や人別 帳 （戸

草福富 町 一丁目（現在の台東区浅草

戸を読む」やシンポジウム関連講座な

籍簿）の管理など、さまざまな仕事を

橋三丁目・鳥越二丁目の一部）名主の

ど、さまざまな形で多くの方々と名主

していました。

永野又次郎に宛てられた文化人の書簡

に関する知見を共有し、江戸の町や名

集など、江戸の名主に関するさまざま

主について考える機会をもつことがで

な古文書が所蔵されています。

きました。これからも館蔵資料が語る

な ぬし

まちぶれ

にんべつ ちょう

おおでん ま ちょう

当館には、大伝馬 町 二丁目
（現在の
中央区日本橋大伝馬町の一部）名主の
ひ ものちょう

ふく とみ ちょう

馬込家文書、檜物 町（現在の中央区八

昨年度は、これらの館蔵名主文書の

重洲一丁目・日本橋三丁目の一部）名

調査・研究の成果もふまえて、都市歴

主の星野家文書、雉子 町（現在の千代

史研究室シンポジウム「江戸の町名主

田区神田美土代 町 ・神田 司 町二丁

―町の仕組みと名主の生活―」
、常設

目の一部）名主の斎藤月岑が編纂した

展示室の特集「江戸の町名主」
、図書

き じ ちょう

み と しろ ちょう

つかさまち

げっしん

2

へんさん
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声に耳を傾けながら、日々の仕事に取
り組んでいきたいと思っています。
◆･このコラムは江戸東京博物館の学芸員や
専門研究員、事務職など館職員の方に執
筆をお願いしています。

［ 古文書講座 ］
ご好評をいただいている古文書講座
ですが、3 人の先生に 5 月開講の 23
年度講座の概要についてお書きいただ
きましたので、ご紹介します。
◆入門編（担当：田中潤講師）
本講座は、これまでまったく古文書
を読んだことのない方、すでに読める
方でも、基礎から勉強をしなおしたい
方の受講は歓迎いたします。入門編で
すので、進め方はまったくの初心者の
方に合わせたものになります。
講座では簡単なくずし字の古文書を
題材にして、
古文書に書かれた字の
『く
ずし字辞典』での調べ方、基本的な文
字の読み方など、古文書を読んでいく
ために最低限必要となる基礎的な知識
についても、テキストに添いながらご
紹介していきます。そして、博物館・
美術館に展示された古文書をより親し
みをもって見ていただけるように、文
字のみにとどまらず、くずし字が書か
れた古文書の「紙」の話など、書かれ
た文字だけにとどまらない古文書の性
格についても触れていきたいと思いま
す。
○講座の進め方：最初に史料を素読し、
適宜くずし字の解説を行います。そ
の後、史料内容についての解説を行
います。使用史料は事前に一期分
（計 3 回分）を一括して配布し、受
講者の方々が受講以前に目を通し
ていただいた上でゆっくりと進め
ていきたいと思います。

平 成 23 年 度 講 座 の 概 要

『旧幕引継書』を基本史
○使用史料：
料として、都市としての江戸を中心
にその他の関連する史料も適宜取
り上げます。
◆初級編（担当：吉成香澄講師）
今年度より初級編を担当させていた
だくことになりました、吉成香澄です。
この講座では、武家の史料を読んで
いきたいと思います。
とくに、
大名家の
江戸藩邸の記録を中心に進めるつもり
です。大名の江戸藩邸は、大名やその
家族の住まいとして、広大な敷地に御
殿や庭園を有していました。さらに藩
邸の内部には、藩主の参勤交代に伴っ
て国元からやってきた、大勢の藩士が
生活していました。史料に記されてい
る大名家のさまざまな出来事や事件は、
大名藩邸におけるルールを垣間見るこ
とができる、とても興味深いものです。
ほかにも、五節句をはじめとする年
中行事などにおける、武家の儀礼を紹
介します。儀礼は主従関係や上下の序
列を再確認するという、武士にとって
重要な意味をもつものでした。こうし
たものを主に取り扱いながら、武士の
実態について話をしていく予定です。
この講座を通じて、武士の生活とは
いかなるものであったのかという知見
を広めていただければ幸いです。
○講義の進め方：事前に目を通してい
ただけるよう、解読する古文書３回
分を初回に配布して一緒に素読し
ながら内容を解説します。

○使用史料：江戸の大名屋敷の出来事
に関する史料。
◆中級編（担当：長坂良宏講師）
○受講対象 : 古文書の基本的な読み方
がわかり、ある程度くずし字が読め
る方。
○講座の進め方：最初に史料を素読し、
適宜くずし字の解説を行います。そ
の後、史料内容についての解説を
行っていきます。使用史料は事前に
一期分 ( 計 3 回分 ) を一括して配布
し、受講者の方々がご自宅で予習さ
れてくることを前提に進めていき
たいと思います。
○使用史料：江戸町奉行所の史料を中
心とした「旧幕引継書」を基本史料
として、関連史料も適宜取り入れて
いきたいと考えています。またその
史料に関係ある史料やより理解を
深めるのに必要な史料なども多く
取り上げます。
○史料の内容：基本的には巨大都市江
戸に関する史料を取り上げます。昨
年度は、江戸の町にある神社・神職
地や江戸府内の高札・掛札などに
ついて取り上げてきました。今年度
も同様に江戸特有の史料を読んで
いきたいと思います。受講者の方々
のご要望あるいは諸般の事情など
によっては変更もございますが、そ
の点はご了承いただければと思い
ます。

第3回「えど友研究発表会」の発表者を募集します
ご好評をいただいております「えど
友研究発表会」を今年度も行います。
「えど友研究発表会」の主旨は、長年
の研究・調査の結果を発表したいとい
う会員のニーズに応えるとともに、質
疑応答・討議を通じ会員相互の交流を
深め、友の会の一層の活性化に資する
というものです。発表テーマは「江戸
東京の歴史と文化に関するもの」とし、
特定の政治・宗教・信条・事業等の宣
伝・広報に類するものは不可とします。
また、発表者は友の会会員に限るもの

とし、講演料等のお支払いはいたしま
せん。
今回も３テーマ程度を予定し、１
テーマにつき質疑応答を含め約１時間
とする予定です。
第 3 回発表会は 8 月 2 日
（火）
の
13 時 30 分から江戸博１階会議室で
開催の予定です。日頃の成果発表に
奮ってご応募ください。
発表を希望する方は、はがきに「氏
名、会員番号、電話番号、テーマ」と
発表会応募の旨を書いて事務局あてお

申出ください。なお、昨年応募されて
発表に至らなかった方で再度応募され
る場合も改めてお申し出ください。
折り返し
「えど友研究発表会申込書」
をお送りしますので、所要事項をご記
入の上事務局へご返送ください。同申
込書の提出をもって正式応募といたし
ます。応募締切りは５月末日です。
なお、応募多数の場合は調整させて
いただきますが、その結果については
６月上旬に応募者にご連絡いたします。
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第 回 江戸東京博物館友の会セミナー（２０１１ ／

「日本騎兵の父・秋山好古」

101

１

／

22

）

～東京陸軍士官学校時代から 
習志野騎兵旅団長時代を中心に～

（東邦大学付属東邦中・東邦高等学校教諭、習志野市文化財審議会会長）
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講師

司馬遼太郎の『坂の上の雲』で有名
よし ふる
な秋山好 古は伊予松山藩士・秋山家
の三男坊として、安政６
（1859）
年に
生まれました。当時の日本は、安政元
（1854）
年に開国、安政 5
（1858）
年に
は各国と修好条約を締結、という具合
に、幕末の一番大変な時期でした。秋
山家には 6 人の子供がいましたが、
上 5 人が全部男で、好古は 3 番目で
さねゆき
信三郎、5 番目の真之は淳五郎と、江
戸時代の名残である幼名が付いてお
り、しんさん、じゅんさんと呼びあっ
ていたようです。
教員の道から士官学校へ
松山藩のすぐ南には倒幕派の土佐藩
があり、佐幕派に付くか、倒幕派に付
くか、松山藩は藩論がまとまらないま
ま維新を迎えてしまい、罰として新政
府から莫大な課徴金を課せられまし
た。藩主はそっくりそれを民百姓に課
税しましたので、たちまちどの家も大
変な貧乏に陥りました。秋山家も例外
ではなく、成長した好古が家の窮状を
なんとか助けようと、手っ取り早くお
金を得られる教員になるため、年齢を
2 歳詐称して大阪の師範学校に入った
のもこのせいでした。この好古と弟の
真之が陸軍と海軍であのように大成し
たひとつに、幕末維新における松山藩
の位置関係が大いに影響したことは否
めません。
明治 9
（1876）
年に師範学校を卒業
した好古は、いったんは愛知県の教師
に任用され赴任します。が、ここでが
らり運命が変わるのです。同僚から、
先生なんかよりもっと稼ぐには士官学
校に入ることだ、そのためには東京に
そそのか
出なくては、と 唆 されたのです。こ
うして東京に出た好古は、翌年の明治
10
（1877）
年 5 月に陸軍士官学校の 3
期生として入学、この期は 200 人ほ
どの受験生に対して合格者は 37 人、
好古が選んだ兵科は最も早く出世でき
そうな騎兵科で、37 人中 3 人だけの
少なさでした。明治 12
（1879）
年 12
月には陸軍士官学校を卒業、陸軍騎兵
少尉の誕生です。このとき好古は 21
歳でした。
酒が強かった好古
士官学校を出たあとは陸軍大学（１

期生）に入り、松山藩主・久松家の跡
取りに随行してフランス留学をし、フ
ランス騎兵を学び、フランス語がペラ
ペラになって帰国、34 歳で少佐、明
治 27
（1894）
年には日清戦争が起こ
ります。フランスで騎兵のことを学ん
だ好古は、日本の騎兵についていろい
ろと研究しました。当時はまだサラブ
レッドは日本にはほとんどいなくて、
いるのは日本馬、今のポニーのような
小型馬でした。この馬でどうやって戦
うか、という命題が出てきます。日清
戦争で戦っているうちに、騎兵だけで
戦っていては駄目だ、歩兵と砲兵と共
に戦わなくては効果がない、と会得し
ます。銃については操馬に厄介な長い
銃身を持つ村田銃から、短い騎兵銃を
考案しました。また、斥候騎兵をひん
No.61

ぱんに出して、敵の情報をたくさん集
めました。これは、のちの日露戦争で
こっ こう だい
最大の負け戦となった黒 溝 台での戦
いで、日本軍が全滅しなかったのは好
古の索敵行動のお蔭だといわれていま
す。その一方で、酒が好きで強かった
好古は戦場でも、絶えず飲んでおりま
した。特に、日露戦争ではひどくて、
副官や部下が水筒に酒を詰めていて、
いつでも飲めるようにしていたそうで
す。アル中だったのでしょうか、最終
的には肝硬変になるのですが……。
金時計より現金７００ドルを
お話は少し戻りますが、明治 3 3
（1900）
年に、清国で義和団事件が起
こり、騎兵大佐になっていた好古は清
国駐屯軍へ派遣されました。酒は強
い、身長 180 cm を超える長身、そ
してフランス語はペラペラでしたか
ら、北京にいた欧米人の間で「本当に
日本人か？」と言われるほど好古の存
在は際だっていました。その間に陸軍
少将に昇格しますが、明治 36
（1903）
年 4 月に習志野騎兵第１旅団長を拝
命して帰国することになりました。現
地にいた多くの日本人が帰国祝いに現
金 700 ドルを集め、金時計を贈呈す
ることになりましたが「……今から赴
任する習志野は狐狸の住む荒野で、そ
んな高価なものを頂戴してもどうか
……」と断り、700 ドルをもらうと
そのまま清国にある現地日本人学校に
寄付したという有名な話が残っていま
4 4
す。このように好古はものやお金に大
変無頓着でした。例えば住まいは自分
の家を持たず、
一生借家住まいでした。
習志野にある騎兵旅団長の住まいは広
大な敷地にある借家で、ここから毎日
師団司令部に馬に乗って通ったそうで
す。
真っ白な馬に乗った好古が通ると、
地元の人はその姿を見て時刻を知った
というお話も残っています。後年、陸
軍でナンバースリーといわれた教育総
監まで務めた人が、
故郷松山に戻って、
私立中学校の校長になったということ
にも無頓着さ、潔癖さがよく現れてい
ると思います。校長になった年は大正
13
（1924）
年のことで、亡くなったの
はその 6 年後、享年 72 歳でした。
【記録】文・写真：広報部会・福島信一

第 102 回

江戸東京博物館友の会セミナー（2011/2/26）

「太田道灌紀行―「道灌がかり」
「山吹伝説」
「足軽戦法」を考える」
講師

尾崎

孝さん（太田道灌研究者）

道灌がかり

20m、これは矢頃の距離といいまして

つかの難局を乗り切ったといわれてい

江戸城は、長禄元
（1457）
年太田道

当時の矢はそれを超えると当たらなく

ます。幼少より秀才であった道灌は、

灌が 26 歳の時、主君上杉家に築城を

なります。ひとつの郭が敵に侵入され

当然山吹の歌を知っていたと思われま

命じられて作った城です。
『太田道灌

ても、次の郭から攻撃できるようにな

す。つまり、山吹伝説は、半分は本当

状』
（文明12
（1480）
年に道灌が戦の一

っていて、難攻不落であったというわ

で、
半分は創作ということでしょうか。

部始終を記した書状）に、地形肝要と

けです。

あるように、道灌は武蔵野台地にあっ

山吹の里伝説

足軽戦法

た上野の山、駿河台、麹町台地、愛宕

文明 5
（1473）
年に長尾家の家宰長

岡山藩士湯浅常山が元文 4
（1739）

尾景信の死去による家宰の跡目争いが

山、品川の台地、加瀬山などを防衛・

年に著した『常山紀談』によりますと

発端となり、長尾景春が反乱を起こし

攻撃・交通・経済の見地から調査し、

江戸城築城後、道灌は自分の所領を視

ました。道灌は、関東管領の命令によ

現在の東御苑（麹町台地）を築城の場

察するために鷹狩りと称して盛んに家

り関東御静謐という大義のもと、5 年

所と決めました。しかし、その城の構

来を連れて回ったようです。そしてに

間にわたり関八州を戦い続けたので

造いわゆる「道灌がかり」とはどのよ

わか雨に遭い、農家で蓑を借用しよう

す。その戦い方が足軽戦法でしたが、

うなものであったかについては、古文

としたとき、若い娘が何も言わず山吹

軍事機密だったのでその内容はどこに

書に記載がないのです。それは軍事機

の花の枝を差し出しました。道灌は、

も書かれていないのです。騎馬武者の

密であったからであり、地図さえなく

「花ではない、蓑じゃ」と怒ってぬれ

一騎打ちだったそれまでの戦い方か

「道灌がかり」は推測するしかありま

て帰ったのですが、それは「七重八重

ら、京都の応仁の乱以降、氏素姓の判

せん。道灌の詩友万里集九の『梅花無

花は咲けども山吹の実のひとつだにな

らない足軽を投入するという集団戦法

尽蔵』によると、江戸城の造りは「其

きぞかなしき」
という歌にことよせて、

に変わってきました。
『太田家記』
に
「戦

の塁営の形たる、子城と曰い、中城と

蓑がないということをいっているので

いの名手の道灌がよく使っていたのが

曰い、外城と曰う。凡そ三重にして二

すと説明されて大いに恥じ入り、それ

足軽の軍法である」とあり、
『双林寺

重 又五の石門あり。各々飛橋を架く」

から勉強をして歌の名手になったとい

本系図』では百姓を育て、喜んで戦場

とあります。また江戸時代の『石川 正

う話です。これは戦前の高等科 1 年の

に赴くようにして足軽部隊を作った過

西見聞 集 』
〔万治 3
（1660）
年〕
による

教科書に載ったものですが、場所と日

程の記述も残っています。対戦相手は

と
「徳川家康が江戸城に入城した当時、

時を示す言葉がなかったため、その後

圧倒的な騎馬数を誇り、馬の少ない太

江戸城には本丸のほかに二つの郭があ

多くの山吹の里が生まれたのです。そ

田家は足軽隊で戦うしかなかったので

り、家康はそれらを一つに纏めて本丸

のいくつかを紹介しますと、埼玉県越

す。足軽を待ち伏せさせ、敵を引っ張

にした」と記録されています。これら

生町の山吹の里歴史公園、豊島区の山

って来て馬を返して少数で大軍を滅ぼ

のことから江戸城には三つの郭があっ

吹の里之碑、豊島区の山吹の里公園、

す作戦です。用土が原の古戦場では、

たことは間違いがないようです。舌状

荒川区の山吹の塚、等々、あちらこち

さびた刀や槍と一緒に多くの馬の骨が

の麹町台地は平川（神田川）と日比谷

らにあります。新宿区の大聖院には、

出てきたと、用土の古老は話していま

の海、溜池の湿地帯という水に囲まれ

山吹伝説に関る紅皿の碑があります。

した。
「馬を突け、
武者を突くべからず」

て北には神田の山がそびえる天険の要

伝説の真偽についてですが、江戸時

害でありました。そこを三つの郭で区

代の『老士語録』という書物の中に

切り、子城・中城・外城とし、それぞ

「老婆山吹の枝、道灌うなずいて去る」

れの間に空掘りと土塁を造り「横矢が

とあり、どうもそちらの方が本当のよ

戸城を造った太田道灌に対する関心を

かり」などを設置したものが「道灌が

うで、江戸の庶民がこれを脚色したの

深めてもらえれば幸いです。

かり」
（連郭式縄張り）と呼ばれるもの

だと思います。秀才であった道灌は戦

でした。江戸城の「道灌濠」の幅が約

いにおいても歌からヒントを得ていく

ばい か む

じんぞう

ね じろ

と じろ

なかじろ

に

じゅう

しょう

さいけんぶん しゅう

みの

という作戦が道灌の足軽戦法であった
と思います。
これを機会に、東京の本陣である江

【記録】文：広報部会・松田悠美子
写真：同・佐藤幸彦
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えど友

サークルだより
◎活動概況
◆江戸東京を巡る会：3 月 29 日
（火）
久々に高輪近辺を歩
く予定だったが、東日本大震災の影響による交通事情等
を考慮して中止した。
◆落語と講談を楽しむ会：2 月 15 日
（火）
月番・山内啓巳
さん提供のＤＶＤと解説で「柳家小三治『子別れ』上・
中・下通し鑑賞」と題して、たっぷり 2 時間を楽しんだ。
演目や用語についてていねいな解説があり、一同大満足
だった。参加者 20 名。3 月 17 日
（木）
の谷中・根津・
千駄木めぐりと上野広小路亭寄席鑑賞は東日本大震災の
影響で交通事情混乱のため中止した。
◆藩史研究会：2 月 10 日
（木）
市川勝さんが「戦国武将・
秋元氏の足跡」と題して研究発表を行った。秋元氏歴代
が藩主を務めた上野総社藩、甲斐谷村藩、武蔵川越藩を
順番にパワーポイントを駆使してビジュアルに解説し、
参加者一同理解を深めることができた。参加者は 25 名。
3 月 11 日
（金）
国定美津子さんが豊後国日田藩史につい
て研究発表中、東北地方太平洋沖地震が発生、しばらく
様子をみたが大きな余震があったため、打切り解散した。
各自家路についたが、交通機関が全面的にストップした
ため、帰宅が深夜に及んだ人もいた。参加者は 25 名。
◆古文書で『八丈実記』を読む会：2 月 10 日
（木）
、2 月
25 日
（金）
、3 月 10 日
（木）
に例会を開催。参加者はい
ずれも各 6、7、9 名。3 月 25 日
（金）
は江戸博が東日
本大震災の影響で臨時休館中のため休会。
◆役員会
2 月 10 日
（木）
17 時開催。次期役員
候補者名の紹介、館側との連絡協議会
の日程、友の会事務局員の交代、三部
会合同会議の内容、各部会の活動状況
の確認をした。出席者 12 名。
3 月 10 日
（木）
15 時開催。次期友の会
事務局員の紹介、総会までの日程、総
会用資料の内容、各部会の活動状況を
確認した。出席者 11 名。
◆３部会合同会議
3 月 10 日
（木）
16 時開催。新旧事務局
員の紹介、総会までの日程の説明、各
部会長からの報告などを行った。会議
終了後懇親会を行った。参加者 32 名。
◆事業部会
2月3日
（木）
1 7 時開催。1・2 月の
事業報告、今後の事業と担当を確認し
た。来年度古文書講座、セミナーや見
学会の予定につき、報告があった。出
席者 23 名。

◆神田川を歩き楽しむ会：2 月 24 日
（木）
、27 日
（日）
に第
16 回として、JR「中野」駅からバスで江古田公園へ行き、
江古田公園橋から北原橋まで妙正寺川沿いに歩いた。途
中、哲学堂梅林・公園、蓮華寺（井上円了墓）
、水の塔
公園、
葛谷御霊神社、
ホビーセンター・カトー
（鉄道模型）
、
自性院（猫地蔵）
、光徳院に寄り参拝・見学した。参加
者は各 45、29 名。3 月 20 日
（日）
と 24 日
（木）
に第 17
回を予定していたが、東日本大震災の影響による交通事
情等を考慮して中止した。
◆『江戸名所図会』輪読会：2 月 21 日
（月）
舩津恭子さん
の担当で、港区の神谷町～飯倉～赤羽橋を読み、みんな
で話合った。参加者は 22 名。3 月 21 日
（月）
は江戸博
が東日本大震災の影響で臨時休館中のため中止。

❖

❖

❖

●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（ただし、輪読系の 2 サークルについ
ては現在満員のため欠員が出たときに先着順で参加して
いただくことになります）
。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

会議・会合日誌
2011 ／ 2 ～ 2011 ／ 3

3月3日
（木）
1 7 時開催。2・3 月の
事業報告、今後の事業と担当を確認し
た。前月に続き、来年度の事業計画に
ついて検討を行った。出席者 21 名。
◆広報部会
2 月 18 日
（金）
14 時開催。
『えど友』
60 号の最終校正内容の報告があった。
『えど友』61 号の担当と進捗状況の確
認をした。また広報部会作業ガイドラ
インの内容を議論した。出席者 12 名。
3 月 23 日
（水）
13 時開催。東日本大
震災の影響で、定例会は中止したが、
掲載予定の観覧会および見学会の中止
に伴い、それに代わる編集内容を議論
するため、一部メンバーによる緊急会

議を開き、決定した。出席者 5 名。
◆総務部会
2 月 28 日
（月）
15 時開催。
『えど友』
60 号の発送業務
（1682 部）
を行った。
3 部会合同会議、総会の内容、今後の
予定と担当を確認した。出席者 15 名。
3 月 30 日
（水）
の定例会は東日本大震
災の影響で中止とした。
◆役員等候補者推薦委員会
2 月 10 日
（木）
16 時開催。役員継続
該当者の留任意志の確認結果および各
部会の推薦による新任候補について委
員長から報告があり、審議の結果、役
員候補者 13 名、監事候補者 2 名の推
薦を決定した。出席者 9 名。
◆文政町方書上翻刻 プロジェクト
2月3日
（木）
、2 月 17 日
（木）
、3 月
3日
（木）Ａ、Ｂグループとも例会開
催。出席者は
（Ａ）いずれも 9 名、
（Ｂ）
各 8 名、9 名、10 名。3 月 17 日
（木）
は東日本大震災の影響で中止とした。

［訂正］前号 2 ページ第 1 列 6 行目の「オリンピック」は「アジアオリンピック評議会」、同 8 ページの冒頭「千住宿を歩く」
の筆者「今野君枝」は「今野君江」の誤りでしたので、それぞれ訂正いたします。
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ありました。

講談と「荒神山」

講談・浪曲・映画でお馴染みの「清

「注」
『東海遊侠傳』は国立国会図書

水次郎長伝」の原典は『東海遊侠傳

館のホームページで全編閲覧すること

一名次郎長物語』
［山本鉄眉（五郎）

ができます。

著 成島柳北閲］だといわれていま
けん か

「高神山」か「荒神山」か？
菅 沼 和 男

す。実際に荒神山の喧嘩に居合わせ、
まつ の

後にドサ回りの講釈師になった松廼
や たい りゅう

家太 琉 がこの本を基に講談のネタ作

本来は「高神山」

りをしたものの結局ものにできず、三

の「囲碁家元本因坊家文書の世界－囲

伝」を完成させ、二代目虎造とともに

『えど友』60 号の 2 ページに掲載

碁のルールから歴史まで」の 1 段目、
本文上から 18 行目の「高神山」の表
記に疑問をもたれた方もおありかと思
います。私自身、初校の原稿を見て「荒
神山」に訂正しようと考えました。
二代目広沢虎造の「清水次郎長伝」
やマキノ雅弘監督のシリーズ「次郎長
三国志」の記憶から、てっきり「荒神
山」だと思ったのです。ただ、四日市
市役所の観光課の「高神山で間違いな
し」との見解や、講師も原稿に目を通
されているので最終的には原稿どおり
に戻すようにしました。
それでは一体「荒神山」という表記
はなんだったのか、両者の関係につい
て調べてみました。
村上元三は著作『次郎長三国志』
（文
こう じ

春文庫）で「……この紅 葉 山は、な
こう じん やま

まって高 神 山とも呼ばれ、のちの講
談や芝居では、威勢よく荒神山といわ
れているが、紅葉の名所だから紅葉山
で……」と書いています。また、今川
徳三著『次郎長一代記』
（毎日新聞社・
ミューブックス）には「この日は高神
山（普通荒神山といわれているが、こ
れは講釈師の三代目神田伯山が、釈
台にかけるのに荒神山と当てたもの
で、高神山が正しい）の大祭日に当た
り……」と記しています。
『日本歴史
地名大系 24 巻』
（三重県）でも「高神
山観音寺」という記述がなされていま
すので、古くは「高神山」と表記され
た時代が確かにあったことがわかりま
す。
ちなみに国土地理院でも昭和 5 4
（1979）
年に「荒神山観音寺」という
表記に変更しています。

代目伯山が譲り受けて「清水次郎長
次郎長を一躍ヒーローにしたのです。
『東海遊侠傳』は明治 17
（1884）
年に
東京輿論社から出版され、同書では既
に「荒神山」という表記になっていま
すから、前述の三代目伯山が「荒」を
当てたというのは明らかに間違いだと

▲『東海遊侠傳』の表紙（国立国会図書館所蔵）

（主な参考文献）

思います。
「清水次郎長伝」のヤマ場

『ドキュメント明治の清水次郎長』江

の一つが吉良仁吉が中心となる「荒神

崎淳著（毎日新聞社）

山」ですが、喧嘩のあったのは慶応 2

『関東侠客列伝』加太こうじ著（さき

（1866）
年ですから、いまから 150 年

たま出版会）
『日本劇映画総目録』朱通祥男編（日

にも満たない前のことなのです。
映画は大正 14
（1925）
年に沼田紅

外アソシエーツ）

緑が監督で「荒神山の血煙」
（無声版）
を撮っています。
「荒神山」を題材に
した映画は戦前だけでも 8 本ありま
すが、いずれも「荒神山」と表記され
ています。チャンバラ映画には「荒神

江戸の奇談・珍談『耳嚢』
藤 井 文 乃
TBS 系・BS-TBS の『怪談新耳袋』

山」の方が確かにマッチし、訴求力が

は、現代の怪談・怪異譚の 5 分間の

あります。

ショートドラマのシリーズ。原作は、

高神山観音寺の話では
［正しくは
「高

怪異の体験談が百物語形式で書かれ、

神山」
と書きますが、案内板等で「高」

『現代百物語・新耳袋』シリーズとし

という字を用いると参詣人から『
「荒」

て何冊も出版されている。この『新耳

の字が正しいよ』と指摘されることが

袋』
、タイトル名は江戸時代に書かれ

たびたびだったので、一般には「荒神

た随筆が元ネタ。全十巻で 1 , 000 編

山」で通すことにしました。昭和の初

の奇談・珍談が書かれた『耳 嚢（袋）
』

期に高神山の喧嘩を映画化したときに

がそれであり、各巻 100 話ずつ収録

映画会社が「荒」の字を使ったので、

されていて、まさに百物語。

それ以後この字が普及した］というこ

みみぶくろ

やすもり

著者は江戸後期の幕臣・根岸鎮衛。
大岡忠相より後、遠山景元より以前に

とでした。
娯楽の乏しかった時代に大衆に大い

南町奉行を務め、名奉行として有名な

に受け入れられた講談、浪曲、そして

人物だったらしい。時代劇や小説など

映画で「荒神山」
が用いられれば、人々

にも登場するので注目している人も多

の間にその表記が広く伝播し、一種の

いのではないだろうか。そのお奉行様

通称になったとしても何ら不思議では

が、佐渡奉行在任中の天明頃から文化

ありません。特に講談、浪曲は活字や

12
（1815）
年、南町奉行在職中に亡く

レコードにもなり、民間ラジオ局が誕

なる直前まで、30 年以上にわたって

生してからは盛んに放送された時代が

書き溜めた世間話集『耳嚢』
。知人や

でん ぱ
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同僚から聞いた話が中心なので、同時

いる。他にも平岩弓枝の『はやぶさ新

金色の締め込みをしていましたが、今

代の出来事が多く書かれていて大変興

八御用帳』や、小説ではないが、本家

は茶色だけを使っているようです。双

味深い。現代版である『新耳袋』の方

『耳嚢』のなかでも怪談のみに絞って

葉山は右四つで左上手を引けば磐 石

はプライバシーを意図的に秘匿してリ

紹介している書籍は特に多く、人文社

の体勢といわれました。白鵬はこれを

ライト（個人名や地名など）されてい

の『耳嚢で訪ねる もち歩き裏江戸東

目指していますが、右四つ左上手にこ

るが、本家『耳嚢』には怪異を語って

京散歩』は『耳嚢』が現代語訳で読め

だわり過ぎているように見えます。こ

くれた人や当事者の名前が書かれてい

て『耳嚢』的歴史スポットが現代地図

の点で私は以前、貴乃花の相撲に双葉

ることもある。内容も将軍から町人か

と尾張屋金鱗堂版の切絵図で記してあ

山の面影を見たことがあります。相手

ら身分を問わず、奇談怪談昔話、人情

るという優れモノ。普段の史跡散策に

は誰か忘れましたが、差し手を争って

話や教訓話など、様々な人々の噂話が

持ち歩けば一味違った江戸が見えてく

もみ合いながら、ひとゆすりする度に

集めてある。

るかも？

有利な体勢になってゆき、ついに右四

その中の「芸州引馬山妖怪の事」で

（参考文献）

ばん じゃく

つ左上手に組みとめて勝利しました。

は、松平豊前守の家来・小林専助なる

『耳袋の怪』志村有弘訳 角川文庫

またある時、行司が結びの触れの口上

者が語った話として、稲生武太夫とい

フリー百科事典 Wikipedia

を言っている時、力士は土俵の照明の

う武士の身に起こった怪異が載ってい

あたらない自分のコーナーで土俵に背

る。この話は広島県の三次盆地で実際

を向けて蹲 居しているのですが、闇

にあったといわれている『稲生物怪

そん きょ

再び白鵬と双葉山について

の中に蹲居する貴乃花からオーラが出

録』にも同じ内容のものがある。
『稲

佐 藤 幸 彦

生物怪録』は実在の三次藩士・稲生武

双葉山のタニマチに大分県出身の実

は、双葉山が雲龍型で白鵬は不知火型

太夫が少年時代に体験したという怪異

業之世界社社長で後に衆議院議員にも

です。これは協会の意思で決まったこ

譚で、友人とした肝試しがきっかけで

なった野依秀市という人がいて、戦中

とです。そこで四股を踏む時が少し双

屋敷に毎晩さまざまな化け物が出没す

に『双葉山自叙伝』を出版した他、双

葉山と異なるように思いました。過日

るという内容。その屋敷に寄宿したと

葉山が現役のまま双葉山道場というの

テレビで白鵬を見ていたら、例えば左

いう小林の話として『耳嚢』には書か

を開くことにしたのも強力にサポート

で四股を踏む時、彼は左足を右に引き

れているのだが、根岸鎮衛と稲生武太

したようです。双葉山道場の稽古を見

寄せ、爪先を一瞬、地につけ、ゆるや

夫は同年代。武太夫の少年時代の武勇

に行ったことがあります。その最初か

かに上げて踏みました。双葉山は爪先

譚がちまたで有名な話であれば、面白

ら元大関鏡岩が自身の久米川部屋の弟

を地につけることなく、しずしずと足

い話を集めている奉行の耳に入るのは

子を双葉山に託して、その中に後の横

を上げ、観衆の「よいしょ」のタイミ

当然のことのように思えて面白い。同

綱鏡里が居り、弱小部屋だった富士が

ングを計って踏んでいたように思いま

じく『耳嚢』
記載の「怪棒の事」
も『稲

根部屋から東富士が参加し、高島部屋

す。

生物怪録』内の話と同一のものだと思

の吉葉山も入り浸っていました。この

双葉山はいかなる時でも受けて立

われるのに武太夫の名前が違ってい

頃は幕下力士で将来横綱の器とされた

ち、待ったは絶対にしないことを心掛

る。鎮衛が聞き間違えたのか書き間違

人がいろいろいたのも今では不思議の

けていました。そうすると相手よりも

えたのか、それともわざと名を変えた

感がいたします。鏡里、東富士、吉葉

遅れて立つことになり、
それが近頃は、

のだろうか？と推理するのも面白い。

山、
それから出羽の海部屋の杉村こと、

武道などでいう「後の先」だと説明す

後の千代の山などです。

る人もいますが、それは違います。双

南町奉行・根岸鎮衛が登場する時代

ているように感じました。土俵入の型
し ら ぬ い

し こ

小説はたくさんある。宮部みゆきの

白鵬は双葉山に私淑していて、ビデ

葉山は待ったはしないということで、

『霊験お初捕物控』ではヒロインお初

オで双葉山の相撲の研究をしている由

龍王山という力士は仕切り時間 10 分

のアドバイザーとして登場し、お奉行

です。当時はテレビはもちろんまだあ

の時、第 1 回目の仕切りで突っかけ

の人脈や権限でお初にいろいろな便宜

りません。しかし相撲協会はニュース

たのですが、双葉山はそれも受けて立

を図ってくれる。
「奇石鳴動の事」
「猫、

映画を撮って記録していました。それ

ち、勝ったということです。

物を言う事」など、
『耳嚢』の内容に

が今ビデオで見られるわけです。白鵬

双葉山は片眼の視力を欠いていたた

も絡めたホラーミステリーが面白い。

の相撲や土俵態度は双葉山にどこが似

めに、下位力士の奇襲で敗れたことが

風野真知雄の『耳袋秘帖』シリーズで

ていて、
どこが似ていないでしょうか。

あります。桜錦による蹴手 繰、松の

は、主人公の根岸が『耳嚢』
とは別に、

いま幕内の力士は大部分が黒か濃紺の

里による 手 斧掛け（ちょんがけとも）

世に出ては障りのある話を『秘帖版』

締め込みをしていますが、白鵬一人は

です。桜錦の場合双葉山は仕切りで両

として書いている設定の推理物。本家

茶色っぽい締め込みです。これは双葉

手をついたところで奇襲を食い、その

『耳嚢』の内容にもふんだんに触れて

山色なのです。輪島とか、時に白鵬も

まま立ち上がれなかったのです。それ
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け

た ぐり

ちょう な か

でも負けの判定になりました。

ても華やかな作品に仕上がっている

国明は国貞の門人で幕末より風俗画・

いろいろ思いつくままに述べて来ま

…」とある。真中の中知が引いている

芝居絵を手がけた。
」とある。
「向ふ島

したが、ほとんど全部が小学生の時の

網は水中から光が発せられており、こ

ほたるかりの図」と源氏物語初音の章

記憶なので、記憶ちがいもあるかと思

の網の中に観音像がかかっていた。三

の間にどのような関係があるのだろう

います。ご存知の方のご叱 正を歓迎

人が舟に乗って真中の中知が網を引い

か。

いたします。

ている構図は図 11 と同じである。

しっ せい

注目すべきは、女性姿で描かれた男

特別展「隅田川」偶感
手 島 義 之

3 人の着ている着物の柄に「源氏香之
図」が描かれていることである。
、

蛍）を画いてもよさそうなもの
浮世絵に描かれた人物の着物に源氏

、であり、多数の香

香之図を描きいれる絵師には鈴木春

川～江戸が愛した風景～」
（平成 22 年

之図が三人それぞれの着物にちりばめ

信、鳥文斉栄之、鳥居清長などがいる

9 月～11 月）を見た。出品作全 159

られている。

が、豊国もそうである。この頃、多く

点すべてを理解するには内容が豊富す
ぎた。後は図録でゆっくりと楽しむつ

、

（

であるが、なぜか「初音」である。

この香之図は、はっきり判るのは

昨秋開催された江戸博特別展「隅田

源氏物語には「蛍の章」があり、
「向ふ島ほたるかりの図」には香之図

は「夕 顔」
、
そして

は「椎 本」
、

は「初音」である。

の浮世絵師が美女の着る着物に好んで
香之図を描きこんでいる。香之図の中

もりである。展覧会のパンフレットに

［注］
「源氏香」は香道に関係のない場合、


もあったように「そのものが江戸の名

特異なデザインの文様を指す。5 本

が比較的に多い。大正期の画家岡本神

所であり、その宝庫でもあったから」
、

のタテ線が並び、その上部をヨコ線

草の作品「口紅」
〔大正 7
（1 9 1 8）
年〕

今までに数えきれない数の絵などが残

でさまざまにつないで、ほとんど正

でも着物を着た女性の持つ口紅の容器

されている。江戸博が精根込めて蒐集

四角形の文様を形づくったもので、

の表に香之図（

してきた作品が見られたのだからこた

その種類は 52 種。

ている。初音がなぜか魅力があり、多

えられないものだった。

この絵の事暦（宮戸川三社の由来）

でもなぜか初音（

）を用いる絵師

初音）が描かれ

くの絵師が好んで初音を用いた。

収蔵されている作品のリスト（展覧

とこれら源氏香之図はどのように結び

江戸時代の「婚礼調度」の中で最も

会図録に収載）には、大判の錦絵の他

ついているのだろうか。浮世絵の着物

有名かつ豪華なものは名古屋の徳川美

に多くのハガキ版錦絵が載っていた。

には良く家紋がかかれているが、この

術館に伝来する「初音の調度」と呼ば

展覧会では、井上安治のハガキ版錦絵

香之図は家紋として描いたものではな

れているものであるという。徳川三代

「版画東京百景」が 4 点（隅田川夜景、

い。浮世絵を鑑賞する鍵に見立て、や

将軍家光の長女千代姫が尾張徳川家二

両国百本杭之景、新大橋、待乳山夕景）

つしなどがあるが、この宮戸三社の由

代光友へ輿入れした際に幸阿弥により

展示されてあった。頃は明治前期とあ

来を何に見立ててこれらの源氏香之図

準備製作された。この婚礼は千代姫が

るが、気にいった作品である。

を描きこんだのだろうか。

数えの 3 歳の時に執り行なわれた。

と

明治期に入ってからも多くの版画作

この絵師は署名では国貞となってい

時は寛永 16
（1639）
年のこと。全体

品が生み出されているのだろうから、

るが、現在では三代目豊国と呼ぶのが

の調度の中では香関連道具の種類が多

いずれの時期にか展示の機会の訪れる

一般的であるという。豊国は「夜商

い。

ことを期待する。

内大夏撰」で、麦湯売の女の着物に

展示品は大判錦絵、絹本着色石版、

（

若菜下）
、
（

玉鬘）
、投扇興

て図柄に源氏香之図を画きこんだその

箒木）
、江戸名所百人美女「あ

メッセージが何を表現しているのか、

木版など多彩だったが、その中で一つ

に
（

気になった作品があった。それは歌川

さじがはら」でも（

国貞（三代豊国）の三枚続き大判錦絵

物に描いている。

「宮戸川三社の由来」である。

絵師が好みで、あるいは見立てとし

初音）を着

その意味を解くことができれば浮世絵
を鑑賞する上で一層興趣がそそられる

特別展「隅田川」の展示品「向ふ

図録の解説では、同じ絵師による図

島ほたるかりの図」
（大判錦絵三枚続

11「推古天皇三十六年戌子三月十八

歌川国明 安政 6
（1859）
年の左の

のである。
（主な参考文献）
『特別展「隅田川～江戸が愛した風景

日三社権現由来」と同じテーマの作品

絵の女性の持つ団扇には香之図（

～」図録』江戸東京博物館、朝日新聞

であるが、…檜 前 濱成、土師中知、

初音）が描かれてある。

社、平成 22 年 9 月

ひのくまのはまなり

は じ のなかとも

ひのくまのたけなり

檜 前 竹成の 3 人が女性の姿で表現さ

図録の解説では、
「向島界隈の岸辺

『源氏の香り』尾崎左永子、朝日新聞

れている。さらにこの作品では手前に

で蛍狩りを楽しむようすを描く。平安

社、1992 年

桜の花がこんもりと美しく顔を出し、

時代より蛍を鑑賞する風習が上流社会

『香三才』畑正高、東京書籍、平成

背景にも桜の咲く堤が描かれている。

にあったが、庶民の遊びとして広まっ

16 年

観音像から発せられる光も劇的で、と

たのは江戸時代に入ってからである…
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落語で

江戸散歩…

［なめる］

はこりごりだ」と、さげになります。
今回は、寮のあった業平橋付近から
猿若町、
そして現在も営業している“寶
丹” の守田寶丹がある上野池之端仲町
辺りまでを歩いてみます。

業平橋

業平橋は横川（今は埋立てられ大横

川親水公園になっています）の一番北

▲上野池之端仲町に今もある守田寶丹薬局

側に架かる橋です。横川の西側は大名

座）が移転してきます。当時としては、

の下屋敷や旗本・御家人の武家地でし

⑳

守田寶丹薬局のある上野仲町通り

たが、東側は押上村・小梅村といわれ
た土地でした。ですから、この辺りに

なめる

大店のご隠居などの別荘や寮があった

猿若三座といわれた中村座、市村座、 ことはうなずけます。現在のこの地域
はなし
は業平と呼ばれ、墨田区のほぼ中央部

河原崎座が猿若町にあった頃の 噺 で

す。芝居好きの八五郎が芝居小屋で女
中連れのお嬢さんと知り合いになりま
す。そこで二人が住む業平橋の寮まで
「送ってくれ」
と請われます。寮で酒肴
をもてなされているところ、お嬢さん
はれ もの

の乳房の脇の腫 物を吸ってくれと頼
まれます。下心のある八五郎は悪臭を
はなつ腫物をなめます。そのまま泊っ

で、この北側の押上一丁目（北十間川
をはさんで）は東京の新名所になりつ
つある “東京スカイツリー” でにぎわ
いを見せている街でもあります。その
町名の由来は、“名にしおはばいざ言
問はむ都鳥 我がおもふ人はありやな
しやと” と、詠んだ在原業平からとっ
たといわれます。余談ですが、貧乏時

ていく気になったところへ、
「頑固者

代の志ん生が住んでいた “なめくじ長

あわてて裏口から逃げ出します。そし

こから、北西方向に歩いて言問橋を渡

の伯父がきた」と女中がいうのを聞き、 屋” がここにあったといわれます。こ
て翌日、友だちと一緒にのろけ話をし
ながら業平橋までくるとそこは空き家
です。近所のたばこ屋で「お嬢さんの
腫物は、二十二の男になめさせれば治

ります。

江戸のはずれに移転させたのですが、
近くに吉原があり一大繁華街に成長し
ました。上野を目指して歩を進めます。

上野池之端仲町

嘉永 4
（1851）
年の『下谷絵図』に

よれば、不忍池の南の端に細長く池之
端仲町とあります。この辺りはその昔、
不忍池の堤で、長井堤といい、古くは
長井庄と唱えたとのこと。そして、湯
さね

島台地から池之端の辺りは斎藤別当実
もり

盛が住んでいた土地といい伝えられ

ているそうです。
ここに“寳丹”の守田寶丹があります。
初代守田治兵衛（摂津住吉出身）が延
宝8
（1680）
年に創業した漢方薬屋で、
文久年間（1861～63）に九代目当主
がオランダ医師ボードウィンから薬法
を教授され創製した “寳丹” が有名に

猿若町

天保 12（1841）
年徳川幕府は天保

改革の一環として、
猿若町
（現在の台東

ると聞いたので、芝居小屋から色じか

なります。効能は吐き下し、暑気あた
り、酒酔い、食べすぎ、頭痛、めまい
などで、鳥獣にも効ありとのこと。日
清、日露戦争には、陸軍省御用達にも

けで男を連れてきて首尾よくなめさせ

なったとのことです。

たが、後腐れにならないよううまく追
い出したあと、ご本邸に帰ってしまっ

この噺は、“寶丹” の宣伝のために
えん しょう

た。気の毒なのはなめた男で、全身に

創作されたといわれ、艶 笑 噺の部類

毒がまわり七日ともたない」と聞かさ

に入ります。元来はもっと落とした噺

れます。これを聞いた八五郎は目をま

で、腫物の場所も乳房の脇などという

わし引っくりかえります。ついてきた

上品なものではなかったとのこと。で

友だちが「しっかりしろ。ほら気つけ
ほうたん

の寶丹だ、なめろ」
「いやア、なめるの

すが、なぜか「第二次大戦直前の昭和
▲現在の浅草 6 丁目、猿若町の面影はまったくあ
りません
ふき や ちょう

こ びき

区浅草６丁目）に堺町、葺屋 町 、木挽
町（いずれも中央区）にあった芝居小
屋の移転を命じます。芝居小屋は天保
12
（1841）
年から 13
（1842）
年にかけ
て当地に移り、芝居小屋猿若町ができ
ました。猿若町一丁目は中村座および
薩摩座、二丁目には市村座および結城
▲橋の周りは工事中の業平橋
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16
（1941）
年に決めた禁演落語五十三
種」には入っていません。現代ではこ
んなバカげた物語は成立しようもない
のですが、迷信に頼る素人療法、芝居
狂いの男、養生中の娘などが描かれて
いて、当時の社会を映した噺なのだと
思います。
【取材】歩いた人
（文・写真）
：･


広報部会・岡田守弘･



イラストを描いた人：同・松原良

第 1 期を 5 月から開講

古文書講座の今年度第 1 期は 5 月から下記日程で開講

します
（申込受付は終了しています）
。

今年度は会場の都合で従来慣例の週、時間が変更になっ

たり、A，P 合同の講義が増えます。ご注意ください。

（今年度の講座概要などは 3 ページを参照）
◆入門編

•講師：田中潤さん（学習院大学大学院史学専攻）

•開催日：5/11
（水）
、6/22
（水）
合同、7/6
（水）
合同
◆初級編

第 105 回「怪・一夜で消えた
江戸鼠山の大寺
（感応寺）
」
講師 伊藤榮洪さん（豊島区図書館専門委員）

◆現在の豊島区目白 4 丁目は「大江戸の尻尾のあたり鼠山」
といわれた、雑司ヶ谷安藤対馬守下屋敷 3 万坪余の土地
でした。天保 5
（1834）
年、その地が幕府によって上地と
され、突然そこに大寺が建設され、そしていわば「一夜
で」
破却されるという事件が起こっています。
『徳川実紀』
には 1 字もこの事件についての記述はありません。豊島

•講師：吉成香澄さん（学習院大学大学院史学専攻）

区は平成 17 年 2 月にこの大寺跡地の遺跡調査を行って

◆中級編

底的に感応寺の痕跡を消滅しようとしたのです。幕府は

•開催日：5/21
（土）
合同※、6/18
（土）
合同※、7/16
（土）

を詳細に解説していただきます。

•開催日：5/25
（水）
、6/15
（水）
、7/20（水）
合同

いますが、遺物の発見はまったくありませんでした。徹

•講師：長坂良宏さん（学習院大学大学院史学専攻）

何を隠そうとしたのか、隠されたおどろおどろしい事実

合同

•時 間：A 講 座 は 10 時 30 分 ～ 12 時 30 分、P 講 座 は
14 時～ 16 時、合同は 10 時開始、合同※は 14 時開始

•会場：各講座とも江戸博 1 階会議室または学習室 1、2
•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】上田太一（事業部会）

○講師略歴：いとう・えいこう
早稲田大学文学部卒業。公立中・高教諭、私立高・大学講
へんさん

師。豊島区史編 纂委員のほか、地史・文化財研究の各種
委員を長く務め、
現在豊島区図書館専門委員。著書は『ぶ
らり雑司が谷 文学散歩』
、小説『だれか鼠小僧を知って
るか』など多数。
•開催日時：5 月 20 日
（金）
14 時～ 15 時 30 分
•申込締切：5 月 12 日
（木）
必着

特 別 投 稿 募 集 !!

東 日 本 大 震 災
3 月 11 日 14 時 46 分、M 9 . 0 という最大級の地震が
東日本を襲いました。
経験したことのない大地の大きな揺れ、刻々と明らか
になる未曾有の惨状、甚大な被害。改めて大地震・大津
波そして放射能の恐ろしさを教えられました。百年に一
度とも千年に一度とも論ぜられる大地震の破壊力を後々
のためにも記録しておきましょう。
あなたも誌面の作成にぜひご参加ください。

「その時、私は・・・・」

1. どこにいましたか ?（おおよその場所）
2. とっさにどのような行動をとりましたか ?
3. 何を教訓としましたか ?
4. その他特に記録しておきたいことは？
以上を200字程度にまとめ友の会広報部会
（〒130-0015
墨田区横網 1 - 4 - 1 江戸東京博物館友の会事務局）あてに
5 月 20 日必着でお送りください。

注 会員番号・氏名（匿名希望の方はその旨明記）
・年齢・
性別を必ず明記願います。

•会場：江戸東京博物館・１階ホール
•定員：200 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】柳澤誠一郎
（事業部会）

第 106 回「大正時代の大相撲
大正 100 年に寄せて」

講師 水野尚文さん（『NHK 大相撲中継』元編集長）
◆本年は大正 100 年に当たります。大正生まれの元関取
で健在なのは、羽島山、一錦などわずかになってしまい
ました。忘れられている大正時代の大相撲について振り
返っていただきます。また、
「心技体」でなく「心気体」
が正しいという説についてもお話ししていただきます。
○講師略歴：みずの・なおふみ
『ＮＨＫグラフ大相撲』

（現『ＮＨＫ大相撲中継』
）の元編
集長で、大相撲の歴史について造詣が深い。
•開催日時：6 月 25 日
（土）
14 時～ 15 時 30 分
•申込締切：6 月 13 日
（月）
必着
•会場：江戸東京博物館・１階ホール
•定員：200 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）
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会員優待のお知らせ

広重『名所江戸百景』周辺探訪
―その４（浅草北周辺）」

◆この企画は 3 月に予定したものですが、地震による影
響で一旦中止したものです。日をあらためて実施しま
すので、再度申込をしてください。内容は前号参照。
•開催日：5 月 29 日
（日）
12 時 45 分集合
集まり次第、時間前でも出発します。
•集合場所：浅草文化観光センター前
（最寄駅：都営地下
鉄浅草線「浅草」駅、東京メトロ銀座線「浅草」駅）
•申込締切：5 月 19 日
（木）
必着
•定員：150 名 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】山本隆（事業部会）

「再訪

江戸四宿を歩く―千住宿」

◆北は荒川、南は隅田川に面した千住近辺は、豊かな歴
史の面影が四宿の中でもっとも色濃く残っています。
現在も各家に屋号と説明文が掲示されている「やっちゃ
場」跡、芭蕉『奥の細道』の矢立初めの地・大橋公園、
上野戦争の弾痕が残る寛永寺黒門が保存されている円
通寺、吉原遊女の投げ込み寺・浄閑寺、
『解体新書』の
基になった腑分けが行われた小塚原回向院
（吉田松陰な
どの尊王の志士も葬られている）
のほか、坂本龍馬の婚
約者・千葉さな
（千葉道場の鬼小町）の住居跡、川越夜
船の千住河岸、有名な千住酒合戦の中六跡など盛り沢
山のコースです。
•開催日：6 月 12 日
（日）
12 時 45 分集合
集まり次第、時間前でも出発します。
•集合場所：JR「北千住」駅北口、2 階丸井前 公共広場
•申込締切：6 月 2 日
（木）
必着
•定員：150 名 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】小西幸男（事業部会）

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
であて先も
「友の会事務局」と明記願います。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。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

会報＜えど友＞第 61 号
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編集・制作：江戸東京博物館友の会広報部会
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待望の特別展は4月29日（金・祝）より開幕！
●特別展
「五百羅漢―増上寺秘蔵の仏画

幕末の絵師 狩野一信」
会 期 2011年4月29日（金・祝）～7月3日（日）
休館日：毎週月曜日 ただし、5月2日、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
＊小学生、中学生、高校生は65歳以上と同じ。
※すでにお持ちのチケットは、
新会期でお使いいただけます。
※東 日本大震災の影響で開幕が遅れました。4月29日
（金・祝）と30日（土）は特別展のみの開館（ミュージア
ムショップ、レストランも併せて営業）です。5月1日
（日）から全館開館します。
次回予告

●特別展
都営交通100周年記念特別展
「東京の交通100年博
～都電・バス・地下鉄の“いま・むかし”～」
会 期 未
 定（決定次第、江戸博ホームページで発表･
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/）
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
＊小学生、中学生、高校生は65歳以上と同じ。
好
評開催中！

企画展のご案内

●特別展
（五百羅漢展）
と併せて開催が予定されていた企画展
「芝増上寺 ～秀忠とお江の寺～」は、平成 24 年春に延期
されました。

●次回企画展
「発掘された日本列島2011」
会 期 2011年6月11日（土）～7月31日（日）
会 場 常設展示室5階 第2企画展示室

＊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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