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秋から冬へ

王子・滝野川界隈をめぐって
−音無・紅葉・霜降の橋と川−
王子といえば、誰もが王子神社
（王子権現）
や、大
晦日の夜に行われる狐の行列で近年人気になってい
る王子稲荷神社や装束稲荷神社などをすぐに思い浮
かべます。
『えど友』
81 号
（前号）
には、友の会会員である地元
王子の髙澤金吾さんが
「王子権現のルーツを尋ねて」

音無川と音無親水公園
JR 京浜東北線王子駅で下車、北口
改札を出て左に向うと、1 分もしな
いうちに「音無親水公園」に突き当
たります。音無とは、音無川のこと
で、王子神社下を流れる石神井川は
この付近では、特に音無川と呼ばれ

と題して、熊野まで旅された投稿が掲載されました。
今回は、その王子の石神井川にかかる音無橋から
滝野川の紅葉橋、そして今はなくなってしまった谷
田川と霜降橋など、秋色深まる王子・滝野川界隈の、
みなさんにあまり知られていないことなどをご紹介
したいと思います。

庭園をもつ料亭として、料理番付に
もたびたび登場しています。
石神井川は、小平市の小金井ゴル
フ場あたりを水源として、
田無、
保谷
を流れて練馬区に入り、さらに三宝
寺池の湧水を合わせて、板橋区、北
区に入ります。そして王子駅の下を

ています。
平安時代末期、この地を支配して
にゃくい ち お う じ の み や
いた豊島氏が、紀州の 若 一王子宮を

勧請し、熊野にならって景観を整え、
この地は王子という地名になりまし
た。音無川は江戸時代、特に人気が
あり、清流沿いには 50 軒近い水茶屋、
料理屋が並び、大変な賑わいでした。
海老屋、扇屋は特に有名で、立派な
望楼があり、川を挟んで向かい側に

石神井川は、戦後の都市化と屈曲

が多い川筋が原因で、たびたび氾濫
を起こし、大きな被害をもたらしま
した。昭和 41 年
（1966）
から飛鳥山
山腹を抜ける飛鳥山水路トンネルの
直線バイパス工事が行われた結果、
大洪水の心配はなくなりました。取
り残された蛇行部分を利用して、緑
地公園とこの音無親水公園が完成し
ました。
平成元年には、音無橋の下を流れ
るこの音無親水公園は日本の都市公

園 100 選に選定されました。この
100 選には、北は札幌の大通公園か
▲音無橋と音無親水公園

抜けて、堀船から隅田川に注ぐ東京
都の一級河川です。

ら始まって、水戸の偕楽園、金沢の
兼六園、岡山の後楽園、高松の栗林
公園など、どれも有名な公園が選ば
れています。東京だけに限っていえ
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ば、
6 カ所が選ばれています。都立上

野恩賜公園、都立日比谷公園、都立
代々木公園、葛飾区にある 23 区内で
一番大きな都立水元公園、立川、昭
島にある国営の昭和記念公園
（150
2
万m ）
、そして北区立の音無親水公

が堂々とその一つに選
園
（5000 m 2）
ばれています。
こんな小さな音無親水公園がなぜ
選ばれたのかは分かりません。都内
にはもっと大きくて立派な親水公園
が数多くあります。しかし、想像す
るに、かつて洪水で大きな被害をも
たらした川を、人間の英知で、幾多
の困難を乗り越えて、緑あふれる人
工的な都市公園に作り替えたことが
評価されたのかもしれません。

それでも 4 年前には関東地方をゲ
リラ豪雨が襲い、この石神井川が北
区堀船付近で氾濫、大変な被害をも
たらしました。あらためて人智を超
えた自然の恐ろしさを実感させられ
ます。

見える金剛寺やその境内の崖下にあ
る洞窟、松橋弁財天
（岩屋弁天）
、そ
して弁天の滝に打たれる人の姿も描
かれています。広重が精魂込めた浮
世絵ですが、紅葉の色が歳月を経て
黒く変色してしまっているのが残念

です。
源頼朝は治承 4 年
（1180）
、安房か
ら上総・下総の諸将を引き連れ、滝
野川を経て鎌倉を目指した時、滝野
川の松橋に陣を取りました。弁財天
を信仰した頼朝は、崖下の洞窟の中

たと伝えられています。そして鎌倉
に武家政権を打ち立てます。30 代
の若い頼朝のもっとも華やかな時期

の日光参拝でお通りになる時、万一
のことがあってはならないと、上駒
込村、西ヶ原村双方の立会いの下に

に祀られていた弘法大師の作と伝え
られる弁財天に祈願して、金剛寺の
寺域に弁天堂を建立、田地を寄進し

だったのではないかと思います。

▲紅葉橋から紅葉寺、石神井川を望む

谷田川・霜降橋
に っこ う お

JR 駒込駅の、本郷通り
（旧日光御
なりみち
しもふりばし
成道）
を下ったところに霜降橋とい

う名の交差点があります。今は橋も
や た
川もありませんが、昔はそこに谷田
がわ
川という川が流れていました。この
川の水源は巣鴨にありました。安政
お
2年
（1855）
の古地図によると、昔御
や くえ ん
薬園だった所、今は中央卸売市場豊
島市場という青果市場になっている
場所と、その隣りの染井霊園、昔藤
堂家の抱え屋敷だった所にまたがっ
てあった長池という名の大きな湧水
池がその水源です。

巣鴨の長池から流れた川は、西ヶ
や と がわ
原辺りまで谷戸川、駒込の境辺りま
では境川と呼ばれていました。更に
田端辺りまでは谷田川、更に下流に
あ いぞ めが わ
行って、台東区根津辺りでは藍染川
と呼ばれて、そのまま不忍池に流れ
▲広重・名所江戸百景「王子瀧の川」

2

全長 5 km にも及ぶこの川も、明
治の末期には周辺の開発などで湧水
も減少したため、大正時代に入って

池は埋め立てられました。さらに川
沿いの市街化が進み、汚水が集中す
るようになり、昭和に入って、東京
あ んき ょ
府により改修され暗渠となり、橋も
なくなってしまいました。

滝野川・金剛寺
（紅葉寺）
音無川
（石神井川）
を少しさかのぼ
ると、王子と滝野川の境界にかかる
松橋、そして紅葉橋といういかにも
秋らしい美しい名前の橋があります。
りゅう か ざ ん こ ん ご う じ
たもとにあるのが 瀧 河山金剛寺、通
も み じ でら
称紅葉寺です。滝野川の紅葉は江戸
時代から特に有名で、広重の名所江
戸百景「王子瀧の川」には、
崖の上に

よって呼び名が違っていました。不
とり
忍池から、今度は忍ぶ川、更には鳥
ご えが わ
越川となって大川
（隅田川）
に流れ込
んでいました。

込みます。つまり一つの川が場所に
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霜降橋という風流な名前は明治以
降に命名されたもので、江戸時代に
は立会橋と呼ばれていました。将軍

点検修理を行っていたので、その名
がつきました。その後、その必要が
なくなったので、単に境界を示す境
橋という平凡な名前に変わったそう
です。
なぜそれが霜降橋といわれるよう
になったかというと、明治 30 年代初
めにこの橋が木橋から石橋に変わっ
て、冬になって温度が 0℃以下に下
がった時に、地面よりも石橋の上の
方が早く冷え、霜が付きやすく目
立ったので、地元の人がいつしか霜
降橋というようになったといわれて
います。
ここから西ヶ原一里塚、飛鳥山へ

と続く日光御成道ですが、かつてこ
こを徳川将軍の威光を示すが如く、
各藩の大名行列をはるかにしのぐ絢
し ゃさ ん
爛豪華な日光社参の長い行列が通っ
て行きました。先頭が岩槻宿に到着
しても、最後尾はまだ江戸城内だっ
たとか、その壮麗さが目に浮かんで
きます。
秋の風情の紅葉橋から、今はなく
なってしまった冬の霜降橋まで、王
子滝野川界隈の歴史と文化を尋ねる
小さな街歩きでした。
【取材】文・写真：広報部会・岡本 脩

参考文献：
『新修北区史』
『北区の郷
土誌滝野川』
『日光東照宮と将軍社
参』
（江戸東京博物館）

江戸東京博物館友の会 学習会
（平成26年８月20日）

豊島区立郷土資料館を
訪ねる

豊島区立郷土資料館は昭和 59 年
（1984）
６月に豊島区の歴史、文化に
関するさまざまな資料を収集、整理
し、調査、研究の上公開していく地
域博物館として開館しました。現在
は分館、雑司が谷旧宣教師館と東池
袋５丁目の旧鈴木家住宅
（豊島区指
定有形文化財）
も所管しています。
学習会は、参加者を２班に分けて、
６階会議室での秋山伸一学芸員のレ
クチャーと、７階展示室での横山恵
美学芸員による展示解説を交互に聞
く事になりました。
秋山学芸員からは、豊島区の成り
立ちについて、明治 22 年
（1889）
の
市町村制施行時に巣鴨町、西巣鴨町、
ぞう し

や

めぐ

み

長崎町、高田町の４つの町となり、
に移る様子と、
「ソメイヨシノ」の品
昭和７年
（1932）
10 月にこの４町が
種が駒込
（染井）
で生まれたことが紹
合併して豊島区が成立したこと、ま
介されました。
た池袋駅は明治 36 年
（1903）
開設し、
また展示室中央にアトリエ村のジ
大正３年
（1914）
東上鉄道
（現東武東
オラマがあります。豊島地区は近代
上線）
、翌年には武蔵野鉄道
（現西武
になっても東京市外、近郊農村の性
池袋線）
が開通、
ターミナル駅として
格の強い地域でした。1930 年代、長
乗降客も増えていったこと、などの
崎町を中心に都市化の流れの中、農
説明がありました。そして鉄道の発
地を利用して美術家向けアトリエ付
展を中心に、当時の写真を見ながら
き貸家約 60 戸が建てられました。戦
池袋駅周辺が紹介されました。
災でその多くを消失しましたが、戦
駒込
（染井）
の桜
「ソメイヨシノ」
は
後千早町にも建てられ、美術家の集
エドヒガンとオオシマザクラの雑種
う街となります。隣には戦後、高校
といわれ、当初「吉野」の名称だった
生が残した記録に基づき制作された
が、
「吉野」の山桜が当時天下一品と
池袋駅東口ヤミ市のジオラマが展示
評されていたので、区別するためソ
され、終戦直後をうかがい知る貴重
メイヨシノの呼称となった、などの
な資料になっています。
レクチャーを受けました。
今回は、同じ展示室内で夏の収蔵
横山学芸員からは、７階エレベー
資料展「戦争を考える夏 2014」が併
（安産、 催されていました。これは開館以来
ター前の、雑司が谷鬼子母神
子育）
境内の茶店をイメージしたコー
毎年夏に戦争体験を掘り起こし、語
ナーで、鬼子母神の解説がありまし
り継ぐために開催されているもので
た。隣接の展示室では「駒込巣鴨の
す。今年も区民から防空演習の写真
園芸」
のコーナーで、
江戸時代大名庭
40 点等の寄贈があり、戦時下の町会
園の植木職が多く住んでいた様子や、 の防空対策などの貴重な資料が展示
植木職伊藤伊兵衛を中心に、その後
されていました。
参加者 68 人。
花や木を育て、
見せて、
売る
「植木屋」 【記録】文 ･ 写真：広報部会 ･ 田端道宏
き

し

も じん

東日本大震災復幸
東日本大震災復
幸支縁 出開帳 第２弾

ようこそ 気仙沼のお地蔵さん 両国回向院
両国回向院では、昨年春に信州善
光寺の「出開 帳 」が盛大に執り行
われました。今年はその第２弾とし
て、東日本大震災で大きな津波の被
害を受けた宮城県気仙沼の「地 福
寺出開帳」が、平成 26 年 11 月８日
（土）
から 24 日
（月）
まで行われます。
地福寺
（臨済宗妙心寺派）
は万治元年
（1658）
創建の松島瑞巌寺の末寺で
す。気仙沼市波路上地区は三方を海
に囲まれて、津波で甚大な被害を受
けました。地福寺もその前年に落慶
したばかりの本堂、庫裡、花園会館
などすべてが被災、江戸時代前期頃
に造られたご本尊である「延命地蔵
菩薩坐像」も被災しました。今回い
らっしゃるのは、九死に一生を得た
住職片山秀光和尚に背負われ、津波
から逃れたこのお地蔵様です。
出開帳は８日の遷座式・開 闢 法
で か い ちょう

じ

じ

ずいがん じ

は

じ かみ

く

り

のが

せん ざ

か い びゃく

ふく

要から始まり、24 日までの 17 日間、
法話や各種コンサート、
演劇、
日本舞
踊など、さまざまなイベントが開催
されます。ことに期間中、本堂では
唄の語りの音楽説法グループ「カッ
サパ
（三迦葉）
」による節語り説法の
無料公演が３回行われます。片山住
職率いるこのジャズグループは、
「め
げない にげない くじけない」を
合言葉に、禅の教えを元にした法話
と音楽で、被災地の現実を語り唄い
ながら、東北の復興を願い全国行脚
を続けています。
回向院本堂 2 階ホールでは、
「漫画
家による 仏の世界展」が同時開催
されます。今や世界を席巻しつつあ
る日本の漫画ですが、著名漫画家に
よる「仏」の絵が、全国の寺院で巡
回展示されています。京都東寺、芝
増上寺、成田山新勝寺に次いで４番
ふ しが た

目の開催となります。
また開催期間中、周辺の国技館通
り商店会では、物産市「両国まるご
と気仙沼フェスタ」と銘打って、回
向院参道で気仙沼の物産品を販売す
るほか、浜焼きや限定メニューなど、
楽しい美味しいイベントを予定して
います。地福寺のお地蔵様に手を合
わせて復興を祈るとともに、東北の
港町気仙沼の魅力を充分にご堪能く
ださい。
詳細は同封のチラシをご覧下さい。
【取材】文：広報部会・岡本 脩

▲地福寺住職片山秀光筆「達磨画」
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会員からの投稿
本邦初 !
『北斎漫画事典・索引』完成
若 松 謙 二
平成 23 年春に、友人のＭ氏から
ちょっと相談したいことがあるので、
来宅してほしいと連絡があった。氏
と面談した内容は、
『北斎漫画』の事
典を作成したいという趣旨であった。
北斎漫画には、その絵に殆ど解説・
付記がない。
江戸時代の人は、
その絵
を見ただけでその由来が理解出来た
のではないか、しかし、現代の人々
は、絵を見ただけでは殆どの人が意
味や由来を理解できない。誰もが理
解できるような事典を作成したいと
いう説明であった。
その時、心の中で率直に感じたの
は口には出さなかったが、これは大
変な難事業に取り組むな、という思
いであった。衆知のように『北斎漫
画』は全 15 編からなる大作である。
収められた画像は数千点である。そ
の一つ一つをすべて解説することは、
気の遠くなるような難事業に感じら
れた。本当に完成できるのだろうか、
不安が先に立った。ただ、目の前で
手順と方法を熱心に説明する氏の顔
は、見つめる私が驚くほど自信と意
欲に満ちていた。この人ならあるい
は完遂できるかも分からない。それ
なら微力ながらお手伝いしよう、そ
うした一体感が湧いてきた。氏から
現在までの経過説明によると、すで
なが
に３年ほど前から、北斎研究家の永
た せい じ
田生滋氏監修の『北斎絵事典』
（東京
美術・1999 年）
の巻末に掲載され
ていた 50 音順総索引を手掛かりに、
索引制作作業を始めていたとのこと。
作業の対象とする書籍は『初版・北

4

斎漫画
（全）
（
』小学館 2005 年）
。すで
に、初編の最初の頁から「頁図番」
を付け、続いて「項目名」をつける
作業に入っていて、一区切りついた
ところで私達友人に呼びかけ、独り
ではとうてい無理な画像解説文作成
への協力を求めたということであっ
た。氏に何人で作業するのか尋ねた
ところ、氏を筆頭に私も含め 5 人で
あるという。そこで、会の名をとい
うことで、当初、氏からは「○○研
究会」では如何との提案があったが、
私としてはもう少し肩の力を抜いた
名にしてはと「雑談会」の名称を提
案し、了承を得たのだった。
平成 23 年 6 月 10 日が「北斎漫画
雑談会」の第 1 回目のスタートに
なった。それ以来、毎月 2 回
（隔週の
水曜日）
の会合を重ねた。毎回、5 人
が額を寄せて一つ一つの画像を見て
討論した。これは、太平記に出てく
る「児島高徳」ではないか。
「蝦蟇仙
人」とはどういう人物か。三人寄れ
ば文殊の知恵というが、五人寄って
如何ほどの知恵であっただろうか。

▲『北斎漫画事典・索引』（部分）

雑談会の進行につれ驚きを感じた
ことが二つある。一つは世話人Ｍ氏
のスーパーマン的な調査能力とスタ
ミナ持続力である。それぞれの専門
分野への問い合わせから、資料の綿
密な精査にそれが発揮された。もう
一つは、北斎漫画の画像一つずつを
丹念に調べていくと、今更ながら北
斎の才能に驚嘆した。作画の内容も
国内外の人物、建造物、自然界の動
植物、内外の説話、妖怪変化……
等々。その博覧強記ぶりは筆舌に尽
くしがたい。天才の領域を遥かに超
えるこの世のものとは思えない才能
である。他の浮世絵師とは内包する
資質に、相当の違いを感じざるを得
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ない。恐らく当時の江戸人では、北
たぐいま れ
斎の 類 稀な才能を、正当評価できな
かったのではないだろうか。そんな
思いを感じている。
事典作成中の平成 24 年 1 月 18 日
に、北斎漫画の世界的な収集家であ
る浦上蒼穹堂・浦上満氏をお訪ねし
て貴重なご意見を拝聴し、また貴重
な『北斎漫画初版本』も拝見させて
頂いた。その初版本からは江戸の匂
いが色濃く伝わってきた。
平成 23 年に発足した「北斎漫画雑
談会」は、爾来、３年の年月を費や
して、
『北斎漫画』初編出版から 200
年の節目となる本年平成 26 年、よ
うやく「私家版」ではあるが事典・
索引を合わせて 528 ページの『北
斎漫画事典・索引』を形にすること
ができた。しかし「これで終わった
か、これですべて完成できた」とい
うような達成感や満足感はあまり湧
いてこない。あの箇所をあの画像を、
もっとよりよく解説できないだろう
か。こうした宿題を今も持ち続けて
いる。
当初、
私たちが目論んだのはこ
の全 15 編に収められた膨大な図画
を検索し、見て楽しみ読んで娯しむ
ことで、江戸の庶民たちがこの『漫
画』制作に関わった版元、彫師、摺
師など全ての人々と共有していたで
あろうと思われる「豊かな常識」を、
この現代に生きる我々もできれば共
有したいものだということであった。
そして現在、私たちが切に望んでい
るのは、
この『北斎漫画事典・索引』
をツ－ルとして、
『北斎漫画』愛好者
とこれからそれを手にするであろう
若い人々に、その「豊かな常識」を
江戸人たちと分かち合うために利用
し、そして『北斎漫画』への興味と
研究を深めてもら
い、逆にここは違
うよ、この画には
こんな意味が有る
んじゃないか、な
どと意見・反論を
寄せて頂くように
なれば、それこそ
我々雑談会にとっ
て望外の喜びなの
であります。
▲『北斎漫画事典・
索引』外観

路家に伝わる御用留
（明和～寛政ま
9 月 12 日
（金）
前回のリハーサルの
で）
の P 1～17 を解読した。参加者 9
改善点などを検討した。参加者 3 人。
人。
9 月 20 日
（土）
深川江戸資料館主催
◆落語と講談を楽しむ会
◆江戸東京を巡る会
の「江戸の物売りと庶民芸」に日本
8 月 20 日
（水）
月番島田昭さんで、お
9 月 14 日
（日）
、初秋の旧芝離宮庭
大道芸・大道芸の会へ応援で参加し、
江戸両国亭にて女流講談会「なでし
園と芝大神宮のだらだら祭りを訪ね、 午後 1 時から 40 分の公演を 2 回披
こくらぶ」8 月公演を鑑賞。8 月のお
浜松町駅周辺を散策した。参加者 53
露した。来場者 250 人
（主催者発表）
題は「怪談」が中心で、
「真景累ヶ
人。
だった。参加者 3 人。
淵」神田すみれ他、5 席を堪能した。 ◆江戸名所図会輪読会
◆江戸を語る会
参加者 18 人。
8 月休会。
8 月 30 日
（土）
前回の「江戸の医療小
9 月 30 日
（火）
月番島田昭さん。好天
9 月 11 日
（木）
佐土原一浩さんの担
史」と前々回の「浮世絵の歴史」につ
に恵まれ、案内役、女流講談師・宝
当で武蔵国総社六所明神社を発表。
いて自由に質疑し、感想を述べ、そ
井琴柑さん
（なでしこくらぶ所属）
の
武蔵国総社六所明神社とは、府中市
れぞれの補足説明を聞いた。参加者
名調子に乗って、生きた皇居、江戸
の大國魂神社のことである。景行天
9 人。
城の遺構～巨木と石垣の森、池と花
皇の御代 41 年に創建されたという
＊
＊
＊
＊
各サークルとも引き続きメンバー
と芝生などを楽しんだ。明暦の大火
この神社は、社殿を中心に今でも多
●
を募集しております。参加希望の
（1657）
で焼け落ちたままの天守閣
くの建造物があり、神事の多くも継
方ははがきに①サークル名②会員
の復元活動があるとのことで興味深
承されている。その来歴を綿密な調
番号
（必須）
③氏名を記入の上、友
かった。参加者 14 人。
査と詳細な資料で佐土原さんが分か
の会事務局へお申し込みください。
◆藩史研究会
りやすく解説された。参加者 19 人。
ただし輪読系の２サークルについ
8月8日
（金）
竹中祐見子さんが「笠
◆「落語で江戸散歩 ｣ をなぞる会
ては定員に欠員が出たときに先着
間藩」の発表をした。
「笠間藩」は、 8 月休会。
順で参加いただけます。
松平氏から牧野氏まで目まぐるしい
9 月 25 日
（木）
『えど友』第 64 号 10
藩主交代を繰り返した藩である。鎌
頁の「落語で江戸散歩㉓目黒のさん
倉時代から 18 代にわたって支配し
ま」をなぞって歩いた。目黒駅東口
（開催日と人数）
た「笠間氏」を知る人は多くない。現
に集合し誕生八幡神社 [ 品川区「目
平成 26 年 8 月～ 9 月
在は「笠間稲荷神社」
「笠間焼」で知
黒のさんま祭り」
（落語会会場）
] で落
◆役員会 8 月 12 日
（火）
13 人。9 月
るのが大半ではないだろうか。参加
語を聞き、参拝の後、田道広場公園
9日
（火）
14 人。◆事業部会 8 月 6 日
者 15 人。
［目黒区「目黒のさんま祭り」会場］
（水）
23 人。9 月 2 日
（火）
23 人。◆広
9 月 10 日
（水）小関征三さんが「豊
を見学。
その後大鳥神社
（目黒区最古
報部会 8 月 19 日
（火）
13 人。9 月 16
後国 佐伯藩」の発表を行った。豊
の神社）
、大円寺 [ 八百屋お七と吉三
（火）
13 人。◆総務部会 8 月 26 日
後国佐伯地方は宇佐八幡宮の大宮司
（西運）
の故事 ] を巡り、ここで解散。 日
（火）
21 人。9 月 30 日
（火）
24 人。
◆古
だった豊後大神氏の末裔にあたる佐
参加者 39 人。
文書講座 入門編：9 月 3 日
（水）
午
伯氏が、平安時代以来約 400 年間
9 月 28 日
（日）
1 回目と同じコースを
前 99 人・午後 65 人。初級編：9 月
支配。その間に佐伯氏は豊後守護と
巡った。参加者 35 人。
17 日
（水）
午前 79 人・午後 44 人。中
して入豊した大友氏の国衆となった。
◆日本の大道芸伝承会
とが む れ
級編：9 月 20 日
（土）
午前 45 人・午
佐伯氏は栂牟礼城を築城、豊臣秀吉
8 月 21 日
（木）
発声などの通常練習
の九州平定に大友氏とともに協力、
後 32 人。◆町方書上翻刻プロジェク
の後、新演目「可愛がって、仙人」
朝鮮にも出兵したが大友氏が改易に
ト8月7日
（木）
A 6 人・B 休会。8 月
（200 年以上前の演目の復活）
を練習
なると佐伯を去り、その後は藤堂家
21 日
（木）
A 休会・B 休会。9 月 4 日
した。参加者 3 人。
に仕えた。佐伯は一旦天領となった
（木）
A 7 人・B 10 人。9 月 18 日
（木）
8 月 27 日
（水）
発声などの通常練習
が、関ヶ原の戦いで西軍に属しなが
A 休会・B 10 人。
の後、新演目の練習をした。参加者
ら徳川家康に帰参した毛利高政
（森
3 人。
高政）
が佐伯 2 万石に移封され佐伯
9月5日
（金）
発声などの通常練習の
藩が成立した。参加者 11 人。
後、新演目の練習をした。参加者 3
◆古文書で「八丈実記」を読む会
人。
8 月休会。
9月8日
（月）
今回で 3 回目となる、深
9 月 11 日
（木）
八丈島の島役人長戸
川江戸資料館主催イベント「江戸の
路家に伝わる御用留
（享保年間）
の
物売りと庶民芸」
（9 月 20 日）
への応
P 57～61 を解読した。享保年間はこ
援出演が決まり、公演プログラムに
れで終了。参加者 10 人。
沿ってリハーサルをした。参加者 3
ヤブコウジ
9 月 26 日
（金）八丈島の島役人長戸
人。
カット：国定美津子さん
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第 144 回

江戸東京博物館友の会セミナー（平成 26 年８月 23 日）

「江戸・東京の稲荷信仰」
講師


しのぶ

加藤紫識さん

（千代田区立日比谷図書文化館

稲荷信仰とは何か
稲荷信仰には、神道系、仏教系、民
俗的信仰系の３統があります。
神道系の信仰対象は「ウガノミタ
ウ ガ ノ ミ タマノ ミコト
ウ ガ ノ
マノミコト
（宇 迦 之 御 魂 尊 ・倉 稲
ミタマノオ オ カ ミ
魂 大神・保食神）
」であり、五穀豊
穣を司る農耕神でした。これが後に
漁村では漁業神、都市では商売繁盛
や火伏の神とも認識されるようにな
り、広く全国へ浸透しました。
総本社である伏見稲荷大社は、
元々渡来人・秦氏の氏神でした。遷
座されたのは、
「和銅４年
（711）
２月
の初午の日」と『山城国風土記』逸
文にあります。平安時代には東寺の
鎮守となり真言宗とも結びつきまし
た。また秦氏の養蚕・織物商の発展、
成功は伏見稲荷の加護によるものと
され、商売繁盛の神としての礎とも
なりました。
仏教系の信仰対象は「ダキニテン
ダ キ ニ テン
ダ キ ニ テン
（荼枳尼天・托枳尼天）
」
です。
荼枳尼
天とは、サンスクリット語の「ダー
キーニー」を音訳したものです。大
黒天に属する夜叉神で、半年前から
人の死を予知して心臓を食らうと考
えられていました。中古以来の日本
では、荼枳尼天をキツネの精霊であ
るとし、稲荷神と同一視するように
なりました。
みょう ご ん じ
総本寺豊川稲荷・ 妙 厳寺が開山
か きつ
されたのは嘉吉元年
（1441）
ですが、
山門の鎮守仏として托枳尼天を祀り
ました。この托枳尼天が本尊の千手
観音と共に信仰対象になったのが、
豊川稲荷の始まりです。とりわけ今
川義元や織田信長、
豊臣秀吉、
徳川家
康など、尾張や三河出身の戦国武将
の信仰が篤かった為、18 世紀末に仏
教系稲荷信仰の総本寺になりました。
民俗的稲荷信仰については、柳田
国男が「稲田や田の近くに田の神の
斎場として狐塚をつくり、稲荷の祠
を勧請した」としています。実際に
6

文化財調査指導員 ･ 学芸員）

越前守が出世したため、参詣者が増
は田の神だけでなく、土地の神、山
えました。そこで幕府の許可を得て
の神、屋敷神等とされることも多く
豊川稲荷別院になりました。ところ
あります。また、村落と都市では信
が、明治になると、屋敷稲荷への庶
仰対象の性格や目的も異なっていま
民参拝が禁止されたため、独立寺院
した。
となりました。
江戸から近現代の稲荷信仰
デパート屋上の稲荷は、商売繁盛
江戸の町には大変多くの稲荷が祀
祈願と建物の守り神ということで祀
られていました。武家は屋敷毎、市
られています。地域の守護神として
中では 1 町に３～５社祀っていたと
の稲荷は、町内で祭祀を行っています。
いわれます。また江戸の稲荷信仰に
御霊とは菅原道真や平将門等、非
初午を祝うことが多いのは、伏見稲
業の死を迎えた偉大な人物の亡霊で
荷の遷座日が初午であったことに由
す。千代田区の繁栄お玉稲荷や中央
来します。市中には幟を掲げ、ひょ
区の高尾稲荷も含め、そんな御霊を
うきんな絵と駄洒落
（地口）
が書かれ
鎮めるための稲荷です。
た地口行灯を灯し、大変賑やかでし
所願成就や特定のご利益を持つ稲
た。明治になっても初期の頃は、江
荷への願掛けも行われました。ただ
戸の祭をほぼ踏襲していました。子
願いが叶ったらお礼参りが必須です。
供の祭ですが、昼間よりも、行灯を
火伏に効果のあるたにし稲荷、腹痛
灯す夜祭りのほうが賑やかでした。
や男性の下半身の病に霊験がある正
現在の初午は町会の役員が細々と
木稲荷と疝気稲荷、更にはクジ運が
続けているようですが、子供の姿は
良くなる宝禄稲荷など、願望成就の
滅多に見られません。地口行灯は引
稲荷です。
き継がれていますが、昼祭りのため
照明としての役目は終えたようです。 まとめ
江戸東京にある稲荷信仰の特徴に
稲荷信仰の目的
ついて、一つ目は願望や目的に合わ
現在までに判明した限りですが、
せて選ぶことが出来る懐の深さです。
稲荷信仰の目的は次の 7 つに分類さ
元々農耕神であったが、宗教宗派を
れます。
問わない身近さ。武家の信仰が篤
１番目は、本来の農耕神としての
かったこと。二つ目は共同祈願では
五穀豊穣祈願です。続いて漁師たち
なく個人祈願、多様な都市住民の願
の大漁祈願、３番目は商業神として
望に合わせた信仰形態であったこと。
商売繁盛祈願です。４番目は屋敷神
最後は、親しみやすさと恐怖でした。
であり、家や一族の守り神として祀
親しみやすいが、祟ると怖いという
られました。
５番目に、
居住地域の守
ことで信者を集めました。
護神としての祭祀があります。６番
目ですが、御霊信仰というのがあり
レポーターからひとこと
ます。これについては後ほど詳しく
古来、
「疝気は男の苦しむところ、
悋
説明します。７番目は所願成就、特
気は女の慎むところ」といわれ、落語
定の御利益を持つ稲荷への願掛けで
「疝気の虫」で疝気は知ってはいまし
たが、疝気稲荷まであるとは。どんな
す。江戸の人々の稲荷信仰は個別利
願いにも答える稲荷の面目躍如、さす
益があってこそです。
がだと思いました。 参加者 182 人。
さまざまな稲荷信仰
【記録】文：広報部会・光田憲雄
赤坂の豊川稲荷東京別院は、大岡
写真：同・福島信一
越前守下屋敷内の屋敷神でしたが、
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「子孫が語る
土方歳三とその一族」

めぐみ

145

26
27

日）

らんこう

愛さん （土方歳三資料館館長）

ご りゅう

土方

せき は

講師

私は歳三の兄、喜六から数えて 6
代目の、土方歳三の子孫です。現在
は生家の跡に設けられました土方歳
三資料館を運営しております。私に
とって土方歳三とは、歴史の教科書
に出てくる歴史上の人物ではなく、
お仏壇の中にお位牌のある家族の一
人です。
歳三を育んだ故郷と土方家
歳三の生まれた武州多摩郡石田村
は、現在の東京都日野市に位置して
います。幕末時には 14、5 軒の小さ
な村でした。畑より水田の多い村で、
漁業では極上の鮎が捕れることで有
名でした。日本橋から 10 里余りのた
め政治や文化の情報も十分に入って
きており、天領だったので幕府に対
する忠誠心も強い土地柄でした。多
摩にある村同士は、名主階級間の血
縁のつながりが強く、かつ文化的な
交流も豊かで、強い結びつきがあり
ました。石田村の特徴は多摩川と浅
川の合流地点に位置することで、肥
沃な土地に恵まれた反面、度々水害
に悩まされています。また、石田村
は全戸が土方姓でした。
土方家のルーツは、後北条氏に仕
えた地侍集団「三沢十騎衆」といわ
れていて、室町時代後期の十文字槍
が残っています。位牌や墓石は寛文
年間
（1661 - 73）
から残っており、過
去帳の記載では貞享 3 年
（1686）
が
最古です。代々の当主には医術の心
得があり、石田散薬という打ち身・
くじきの薬を製造していました。
歳三が生まれた頃、土方家の中心
人物だったのが祖父、石巴
（雅号。本
名は土方義徳）
でした。
石巴は俳諧・
芝居・書画などを好んだ風流人で、
相沢五 流 ・吉田蘭香等の文化人と
交流がありました。太田南畝
（蜀山
人）
の日記には、
土方家を訪れた時に
目にした蘭香の山水画の事が記して
あります。
また、
石巴が書いた『石巴
老人伊勢参宮日記』
（文化 11 年頃 ?）
の道中の記述からは仏教・歴史・詩
歌に対する関心がうかがえます。
歳三が小さい頃にどんな本を読ん
でいたかを土方家の蔵本から見てみ
ますと、俳諧・狂歌・四書五経・伝
記・軍記など様々な本に触れていた
と思われます。中には近藤勇の愛読
書と重複するものもあり、二人には
意気投合する要素があったと思われ
ます。

草の刈り取りでは、歳三が差配する
と仕事が早く終わる、と村中で評判
だったという話が残っています。ま
た、薬の配達では広範囲の得意先を
回っていましたので、かなりの土地
勘が身についたと思います。その中
には天然理心流の道場もあり、時に
は木刀を薬箱に縛り付けて剣の修行
もしたと伝わっています。
歳三の使用した木刀は長さが 4 尺
（122 cm）
、重さは 1 . 6 kg もありま
す。型稽古用というよりは素振りで
筋力をつけるためのものだと思いま
す。これには歳三の 諱 である義豊の
「義」という文字が彫られています。
文久 2 年
（1862）
9 月には、近藤勇
（天然理心流 4 代目宗家）
から歳三に
「中極意目録」が授けられています。
歳三は勉学もしています。谷保村
の本多家に書道の手習いに通ったと
いう記録があり、愛用の状箱が残っ
ています。
また、
秘蔵の短冊集には仲
原章、凉 袋といった俳人などの短冊
が多数挟まれています。歳三自身の
句集が『豊 玉 発句集』
（文久 3 年春）
で、京へ出発の直前に自分の生きた
証としてまとめたものだと思います。
文久 3 年 2 月に上洛した歳三は、
やがて新撰組の副長となり、組織を
まとめ上げていきます。8 月 18 日の
政変に使用した鉢金
（額の防具）
には
「尽 忠 報 国 志 土方義豊」と刻ま
れています。その後装備が増え、池
田屋事件や蛤御門の変で使用された
鎖 帷子は頭巾だけで 1 . 6 kg もあり
ます。歳三の最後の愛刀となったの
が「和泉守兼定」で、
慶応 3 年
（1867）
の後半から箱館戦争まで使われたと
思われます。
歳三が戦死したのは明治 2 年
（1869）
5 月 11 日です。新撰組隊士
が戦死を伝えた手紙には「早き瀬に
力足らぬや 下り鮎」の句がありま
すが、歳三が詠んだものかは不明で
す。また、蝦夷地で共に戦った榎本
武揚が土方家に送った書額「 入 室伹
清風」が伝わっています。
いみな

りょうた い

ほ う ぎょく

土方歳三の一生
土方歳三は天保 6 年
（1835）
5月5
日に生まれたといわれ、10 人兄弟の
末子で六男です。生まれる前に父が
亡くなり、母も 6 歳の時に亡くなっ
ています。そのため祖父の石巴に養
育され、のびのびと育ちました。や
んちゃな子供で、家の近くの金剛寺
の山門でいたずらをした話が伝わっ
ています。また、ぶつかり稽古をし
たという大黒柱は、現在資料館入口
の梁に移築されています。12 歳の時
には、あわや生家流失という騒ぎが
あり、土方家は現在の場所に移築さ
れました。
歳三は10代で2回奉公に出ていま
す。一度目は上野広小路のいとう呉
服店
（現在の松坂屋）
でしたが、番頭
に怒られたのが気に入らず、石田村
まで夜通し歩いて戻ってしまいまし
た。
二度目の大伝馬町の奉公先も、
恋
愛問題を起こしてやめてしまいます。
レポーターからひとこと
商売の修行はうまくいきませんでし
普段のセミナーではほとんど見か
たが、
その後武道に目覚め
「将来我武
けない若い女性の参加者が目立ち、講
士となりて名を天下に上げん」
と言っ
演終了後の舞台前はさながら土方館
て生家の庭に矢竹を植えたそうです。 長を囲んでの記念撮影会。改めて土方
歳三人気のすごさを思い知りました。
歳三は剣術ばかりやっていたわけ
参加者143 人。
ではなく、実家の家業、石田散薬の
【記録】文・写真：広報部会・菊池真一
手伝いをしていました。原料の牛額
は ちが ね

じんちゅうほうこくのこころざし

くさり か た び ら

にゅうし つ し ょ

せ いふ う
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第６回

えど友研究発表会（平成 26 年８月６日）

江戸の暮らしをテーマに、２氏が発表
「えど友研究発表会」も今年で第６回になります。この企画の発案者、松原さんの「江戸御府内八十八カ所」、
廣瀬さんの「東錦絵」と、江戸の人々の暮らしをしのばせるテーマで８月６日（水）に開催されました。参加者は
129 人でした。

「江戸御府内
八十八カ所に
ついて」

しんれいざんいっ ち いん

 松原 良さん

「江戸御府内八十八カ所」につき
ましては、古くは大進庵行願の『大
進夜話』
（宝暦５年・1755）
や十返舎
一九の『諸国道中金の草鞋』
（文政５
年・1822）
に記載がありますが、有
名な札所めぐり四国八十八カ所をコ
ピーして一つ一つ御府内に持ってき
た、ということです。例えば、聖輪寺
（千駄ヶ谷）
にあります石柱には「四
国八十八ヶ所第十番 阿波国切幡寺
之 移 」とあります。つまり、御府内
八十八カ所は四国の八十八カ所と密
接な関連性があるのです。
私がサークルを立ち上げましたの
が平成 19 年６月ですが、実際に歩く
前に一番札所
（高野山東京別院）
に何
回か問合せ、何か問題はないだろう
かと聞いてみました。その結果、宗
派などシビアに考えず、街歩き、史
跡めぐりのイメージで気楽に回って
よい、という感触を得ました。ただ
し、グループなど人数がある程度多
い場合には事前に電話連絡しておい
た方がいいようです。
御府内八十八カ所の地域別分布で
すが、東京 23 区内にあるのが 86 カ
所、一番多いのが台東区の 16 カ所
で浅草と谷中に集中しています。あ
とは港区に 13 カ所、新宿区に 12 カ
所、中野区に７カ所などで、少し離
れた日野市に１カ所、唯一神奈川県
の秦野市に１カ所といったところで
す。このように、札所のある場所は
バラバラですので、一番から順番に
回ろうとは考えず、地域的に効率よ
く回れるよう計画を立てる必要があ
ります。仮に４カ所ずつ月に１回歩
くとしても全部回るには 22 カ月を
要することになりますね。
これだけ数が多くなりますと、
同じ
名前のお寺が重なるところがいくつ
き りは た じ

の うつし

8

かあります。
で、
このお寺の名前です
光案内として親しまれました。
が、
正式には山号・院号・寺号
（例えば、
「江戸自慢三十六興」は、版元が
神齢山悉地院護国寺）
２代目歌川廣重に風景
（背景）
を、美
がほとんど付
人画を得意とした３代目歌川豊國に
いていますので、同名のお寺といっ
人物を描かせることを企画して、文
ても正式名称では違いがよく分かり
久２年
（1862）
頃出版されました。江
ます。お寺それぞれに特徴がありま
戸の名所、年中行事などを月別に 36
すので、歩いて見付ける楽しみがあ
枚に分けて描いています。３代目豊
りますが、集印帳
（朱印帳）
に一寺一
國は風景の中に武家、町人、下町の
寺ご朱印を押してもらえば、だんだ
ん増えてくるのも楽しみになります。 庶民などさまざまな人物を描き込ん
でいて、江戸時代のファッションも
札所めぐりの現代的意義は何だろ
知ることができます。
うか、と私なりに考えてみました。
【編集部注 ここでは紙面の都合によ
１．江戸時代の追体験ができる。
り、2点についてのみご紹介します。
】
２．現在の東京の再発見ができる。
●亀井戸 初卯詣
３．お参りすることで心の安らぎが
得られる。４．歩くことで心身のリ
新年最初の「卯の日」は「初卯 詣 」
フレッシュが得られる。５．歩く順
といって亀戸天神に詣でる習わしが
路を検討・立案することで脳の活性
ありました。寒さしのぎに御高祖頭
化が得られる。６．スタンプラリー
巾をかぶり、大柄の道着
（はんてん
的な達成感が得られる。
の前身）
を着込んだ女性は商家のお
どうぞ、
無理の無い計画を立てて御
内儀です。丁稚は縁起物を飾った柳
府内八十八カ所をお楽しみください。 の枝を担いでいます。左に太鼓橋が
【記録】文：広報部会・福島信一
見えます。文政 10 年
（1827）
に太鼓
写真：同・前田太門
橋が落成した時、
参詣に訪れた芸
者が結んでいた
帯の結び方が人
「浮世絵に見る江戸の
気を呼び「太鼓
名所と年中行事
結び」としてこ
～東錦絵 江戸自慢～」
の頃から流行し
廣瀬尚美さん
たといわれてい
ます。
私の実家は、大分県日田市で公益
●東叡山
花さかり
財団法人廣瀬資料館を運営していま
す。
江戸時代後期、
私塾の咸宜園を開
東叡山寛永寺の境内は花見どきに
いた廣瀬淡窓の生家を資料館として
庶民に開放されましたが、場所柄、
います。廣瀬資料館の所蔵品に、東
鳴り物や騒ぎは禁止されていました。
錦絵「江戸自慢三 十 六 興 」がありま
この図はしだれ
桜の下に花ござ
す。国立国会図書館デジタルコレク
を敷き、その上
ションでもこの絵を見ることができ
に毛氈を敷いて
ます。東錦絵は、上方の錦絵に対し
て江戸で刊行された錦絵で、浮世絵
花見酒を嗜む武
のことです。浮世絵といえば、美人
家娘。裕福な町
画が多く描かれましたが、風景や名
人は、
「小袖幕」
所を描いた浮世絵も数多くあり、そ
で囲って中で宴
れらの浮世絵版画は江戸土産として
会をしました。
【記録】文・写真：広報部会・前田太門
も喜ばれ、地方の人々には江戸の観
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江戸東京博物館友の会特別観覧会
（平成26年10月3日）

東京オリンピック・パラリンピック開催 50 年記念特別展

「東京オリンピックと新幹線」

11 月 16 日まで開催される特別展
「東京オリンピックと新幹線」
の友の
会特別観覧会が 10 月３日
（金）
17 時
から開催され、ホールで担当の行吉
学芸員から展示の概要について紹介
がありました。
終 戦 か ら1 9 年 目 の 昭 和 3 9 年
（1964）
に東京オリンピック・パラ
リンピックが開催され、その直前に
東海道新幹線が開業しました。高度
経済成長期のこの二つのシンボル的
なできごとと、この時代の東京の社
会や人々の暮らしについて展示して
います。
終戦から高度経済成長へ
ＮＨＫの「街頭録音」と書かれた
のぼり
幟 が最初に展示されています。これ
は、戦後間もなくＧＨＱの指導によ

りラジオで、いろいろなテーマにつ
道の大きなジオラマもあり子供たち
いて人々に街頭インタビューした番
にも人気の展示です。
1964 年東京オリンピック・パラリンピック
組です。昭和 26 年
（1951）
以降使わ
昭和 13 年
（1938）
、日本はやむな
れだした携帯できる
「テープ録音機」
く「1940 東京オリンピック」の開
もあります。昭和 21 年
（1946）
11 月
催を返上しています。この幻のオリ
３日公布された「官報号外 日本国
ンピックの関係資料が展示されてい
憲法」
、
その翌年の新しい選挙制度に
ます。
よる「選挙資格証」
、
「選挙ポスター」
1964 年の東京オリンピックの展
など興味深い展示があります。
示品は、大会ポスター、招致関係資
次は生活革命のコーナーで、従来
料、
「オリンピック 10 円募金」ポス
の生活の道具と家庭に普及し始めた
ター、マナー向上ポスター、メダル、
電化製品が対比して紹介されていま
海外に紹介するための競技施設の模
す。また、当時庶民のあこがれでも
型、
公式ユニフォーム、
表彰式で着用
あった公団住宅の様子をパネルで展
された振袖など興味深いものが多数
示しています。
あります。初のオリンピックカラー
高速鉄道、新幹線の歴史
放送が行われた当時のカラーテレビ
東海道本線の特急を紹介していま
が展示されています。また、さまざ
す。特急「つばめ」は、食堂車のメ
まな技術革新が行われ、報道関係で
ニュー、記念品、当時の資料などを
展示しています。特急「こだま」は、 使用した接話型マイク、日本製の公
式時計、競技の記録集計をするコン
昭和 33 年
（1958）
に、初めての冷房
ピュータが導入され、それらの資料
完備で東京－大阪・神戸間で運転を
を展示しています。
開始しました。東京―大阪を日帰り
「パラリンピック」という言葉は、
出張できるとの広告、各種資料など
この東京大会から初めて使用されま
が展示されています。
した。パラリンピックのこれまでの
東海道新幹線計画は、昭和 32 年
歴史、ポスター、リーフレット、ア
（1957）
たった４人でスタートしま
ルバムなど数多くの関係資料が展示
した。この開通までの資料、開業当
時の１等車座席、普通車３人掛座席、 されています。また、資金確保のた
めの募金活動、日本赤十字社による
スピードメーターなどの実物が展示
通訳ボランティア活動などが紹介さ
されています。
れています。
参加者 52 人。
東海道新幹線以降にできたすべて
【取材】文・写真：広報部会・前田太門
の新幹線の紹介、
多数の鉄道模型、
鉄

「博物館のもうひとつのエントランス」
江戸博で社会人 2 年目を迎えまし
た。昨年 4 月から経理係に配属され、
主に契約業務を担当しています。各
係から回ってくる書類をチェックし、
一連の契約手続きを進めるのが主な
仕事です。仕様書をチェックしてい
ると、展覧会実施や博物館運営のた
めにさまざまな業務が行われている
ことを知ることができます。たとえ
ば資料の修復や展示施工、イベント
の実施、設備のメンテナンス、そし
て近頃は常設展示室のリニューアル
も準備が進んでいます。
数ある博物館運営業務の中のひと
つに、ホームページの運用がありま

す。個人的にデザインに興味がある
ことも影響し、博物館に勤めはじめ
てからはいろいろな博物館や美術館
のウェブデザインや使いやすさがつ
い気になるようになりました。
趣味で展覧会を巡ることが好きな
私は、ネットで情報収集することが
しばしば。ホームページのセンスが
いいというだけで館の印象が良く
なったり、SNS 上で展覧会が話題に
なっているのがきっかけで足を運ん
でみることもあります。また、海外
の美術館を訪れる際にはウェブで事
前にチケットを予約したことも。入
場行列の回避に役立ちました。

加

藤

惟（かとう ゆい）

まずネットで情報収集し、ウェブ
サイトにアクセスしてから、実際に
足を運ぶというサイクルが一般的に
なってきたと感じます。そう考える
と、実際に博物館を訪れる前にアク
セスするホームページは、
「博物館の
エントランス」と言ってもいいかも
しれません。それは博物館の第一印
象を与える場所にもなります。博物
館にとってインターネット上での情
報発信やホームページ活用の重要度
が高まってきているようです。
◆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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名所図会を歩く…

江戸

［八幡山行慶寺から長栄山本門寺］

⑯

は奉納額が飾られ、江戸期の年代を
明記したものがあることや数の多さ
で、品川区指定文化財となっていま
す。この地が戸越と呼ばれる由縁に
なったという古歌「江戸越へて清水
の上の成就庵ねがいの糸のとけぬ日
はなし」の碑が境内にありました。
と ごえ

木原山から福田山蓮花寺

本門寺

多宝塔

今回はまず品川区のお寺と神社に
行って、また大田区に戻ります。歩
くには距離が長すぎるため、電車で
の移動が多くなりました。ようやく
暑さも収まってきた 8 月の最終日で
した。

戸越公園駅から大井町線、京浜東
北線と乗り継いで、大森駅で下車。
駅向かい側の天祖神社のある丘の
あたり、現在の大田区山王 2 丁目か
ら 4 丁目一帯は木原氏の領地のた
め、木原山と呼ばれていました。池
上通りを南に下り、
「山王会館」と
いう標識を右に折れると、右側に今
は薬師堂のみとなっている醫福山桃

八幡山行慶寺と戸越八幡
都営地下鉄浅草線戸越駅
から、戸越銀座を東に進み、
途中から宮前通りに入って
少し行くと左側に行慶寺と
戸越八幡があります。
「大
崎より東海寺裏の方戸越村
にあり」とある行慶寺のご
本尊は貞享元年
（1684）
に
造られた阿弥陀如来座像で
す。通常は非公開で、盆と
彼岸の時だけは本堂が開か
れるとのことでした。行慶寺は戸越
八幡の別当寺で、行慶寺の縁起はそ
のまま戸越八幡の由緒と重なってい
ます。大永年中
（1521-1528）
、この
辺りの草庵で僧行永が湧き出す清水
を汲み、旅人に施していました。大
永6年
（1526）
、この清水から八幡大
菩薩の神像が出現し、草庵に安置し
たところ、この像を拝むと願い事が
叶うと評判になり、草庵は成就庵と
呼ばれるようになりました。これが
行慶寺の前身です。はじめ成就庵に
安置された神像は後に戸越八幡に遷
され、寛永 11 年
（1634）
には幕府よ
り土地を賜り、元禄元年
（1688）
に
行慶寺と戸越八幡は現在地に造立さ
れました。戸越八幡の現在の建物は
安政 2 年
（1855）
の建築です。素朴な
風情を漂わせる拝殿前の狛犬には延
享3年
（1746）
の銘があり、台石に
は寄進した旧戸越村村民 207 名の
名前が刻まれています。拝殿内部に

長栄山本門寺
東急池上線の線路沿いを北に歩
くと 20 分ほどで本門寺に着きます。
「日蓮大士弘法の一本寺にして三頭と
称するの一員たり。當寺日蓮大士終
焉の古跡にて弘安年間の開創たり」
で始まる図会の記述は挿絵 8 ペー
ジと本文 9 ページに及び、
そのうち
5 ページほどを日蓮の一生に費やし
ています。開創は弘安年間
（1278 1288）
で日蓮が開山祖とされていま
すが、伽藍が整備されたの
は日蓮の入滅後「文保元年
丁巳、六老僧第二位日朗上
人當寺を修造して大刹とす。
ここに於て諸門徒推て開基
と称す」とあります。日蓮
は弘安 5 年
（1282）
に病を
癒やすため身延山を下り、
常陸の 隠 井の湯に赴く途
中、池 上 衛 門 大 夫 宗 仲 の
屋敷に立ち寄ります。しか
し、次第に病状が重くなり
宗仲邸で入滅しました。日
蓮大士終焉の旧跡が元は池
上宋仲の宅地であり、今の大坊本行
寺です。その墓地には、日蓮を荼毘
に付した地に多宝塔が建っています。
平成 22 年の修理によって蘇った漆
の朱色と彩色の模様が、濃い緑の敷
地の中で鮮やかです。この裏手の墓
域には紀伊徳川家の墓所があります。
家康の側室、養珠院お万の方や、そ
の息子頼宣の妻である加藤清正の娘、
瑤林院など江戸の藩邸で亡くなった
藩公の内室が葬られています。
境内にある五重塔、経蔵、多宝塔、
総門は戦災を免れました。総門から
境内に上がる石段は此 経 難持坂と
いわれ、加藤清正が寄進、造営した
遺構です。
『鬼平犯科帳―本門寺暮
雪』で、平蔵が柴犬に危機を救われ
るシーンを思い出します。
ぐ ほう

おし

かた と ごえ
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ら康元
（1225-1257）
の頃、蓮沼法師
が中興したといいます。本尊十一面
観音は俗に火除け観音と呼ばれます
が非公開。このお寺は仏像非公開ど
ころか、門も固く閉ざされ、境内を
うかがうことすらできませんでした。

かくら い

い け が み え もんの た い ふ む ね な か

▲本門寺（部分） 身延紀行

雲寺の跡地があります。桃雲寺は木
原氏の祖が中興した曹洞宗の寺でし
たが、明治初年に廃寺となりました。
薬師堂の前には桃雲寺再興記念碑と
富士講碑があります。再興記念碑は
木原氏 5 代までの幕府における業績
や、当時の新井宿や大森近辺の地誌
的記述がある珍しいもののようです。
大森駅に戻り、1 駅電車に乗って次
は蒲田駅下車、西蒲田 6 丁目の女塚
神社へ向かいます。社域にある小円
墳が地名の起源といわれていますが、
この円墳の由来については諸説あり、
図会では新田義興伝説にまつわる少
将局の墓とする説だけを記載してい
ます。
女塚神社から東急池上線蓮沼方面
に向かいます。図会では蓮花寺は荏
【取材】歩いた人
（文・写真とも）
：
原郡の地頭が出家し、蓮 沼 坊と号
広報部会・中村貞子
して創立した真言宗の古刹とありま
（えど友ホームページに地図と写真
すが、
『蓮花寺縁起』では寛弘年中
レポートが掲載されています。
）
（1004-1012）
恵心が草創し、嘉禄か
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忠相とその配下の人々がどのように開発に関わったのか
をご案内いたします。

第３期
（27 年１～３月）の講座休止について

来年の１～３月は江戸東京博物館のリニューアル工事に

ともない、全ての古文書講座は休止となります。なお、来
年度は例年通り５月から開講します。引き続き大勢のご参
加をよろしくお願い致します。

平成４年より江戸東京博物館勤務、平成 11 年度よりた
てもの園、写真美術館に勤務。平成 22 年度より江戸東
京博物館に戻り、現在は事業企画展示課展示事業係所属
の学芸員として友の会や展示ボランティアを担当。

• 開催日時：12月20日
（土） 14時～15時30分
• 申込締切：12月12日
（金）
必着

◆第２期の残日程

• 入門編11/14
（金）
、
初級編11/16
（日）
、
中級編11/15
（土）
【企画担当責任者】宮

◆講師略歴：ましも・よしゆき

俊（事業部会）

• 会場：江戸東京博物館・１階ホール
• 定員：200人 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】下永博道
（事業部会）

第 147 回「小塚原の仕置場と地域へのまなざし」
講師 亀川泰照さん

（荒川ふるさと文化館 上級主任学芸員）

◆私たちの身の回りには江戸の歴史を伝える場所がいくつ
かあります。そうした場所を私たちは史跡と呼び、江戸
の刑場跡も史跡の一つといえますが、しばしば特殊なま
なざしが注がれています。史跡と考えるのは予備知識の
おかげですが、しかし、その周辺に住む人々にとっては、
日常空間の一カ所にすぎません。予断や偏見を排するに
は正しい知識が不可欠です。小塚原の仕置場の機能や江
戸における位置付けなどを、具体的に紹介していただき
ます。なお、12 月 7 日の見学会「再訪 江戸四宿を歩
く―南品川宿」で訪れる鈴ヶ森にも触れていただきます。

◆講師略歴：かめかわ・やすてる

昭和 48 年
（1973）
神奈川県生まれ。駒澤大学大学院修士
課程修了。勤務館において『杉田玄白と小塚原の仕置場』
などの企画展に関わる一方、江戸・東京の祝祭・余興文
化について、物質文化を視野に入れながら研究を進めて
いる。日本女子大学・駒澤大学非常勤講師。

• 開催日時：11月21日
（金）
10時30分～12時
• 申込締切：11月10日
（月）
必着

◆今年は、
小江戸と呼ばれる「川越」と紅葉真っ盛りの「平
林寺」を、
「知恵伊豆」の偉業を偲びながら巡ります。
川越城や城下を整備し、武蔵野開発を行ったのが「知恵
伊豆」と呼ばれた老中 松平信綱です。その墓所が「平
林寺」にあります。川越では、
「喜多院」
「本丸御殿」
「歴
史博物館」などを現地のガイドの案内でまわり、昼食後
「平林寺」に向かいます。今回のツアーは古文書講座で
おなじみの田中潤さんに監修いただき、平林寺では要所
でご説明いただきます。
晩秋の一日をお楽しみください。
帰着は、江戸博に18時頃の予定です。
• 開催日：11月27日
（木） 午前7時30分集合、8時出発
• 集合場所：江戸博北側入口 レストラン前
• 申込締切：11月13日
（木）
必着
※定員を超えた場合は、消印先着順とさせていた
だきます。
• 定員：160人
（バス4台） 同伴者1人可
（はがきに氏名、
住所、電話番号連記）
• 参加費：会員 6,000円
（拝観料、昼食弁当代、ガイド料
含む）
同伴者 6,500円
（同）

• 会場：江戸東京博物館・１階ホール
• 定員：200人 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】宮

バスツアー 「川越市内見学と平林寺参拝」

俊（事業部会）

第 148 回「武蔵野新田の開発と大岡越前守」
講師 眞下 祥幸さん（江戸東京博物館学芸員）

参加費は前納
（参加申込者に振込先と期限を通知します）
。
【企画担当責任者】五十島 正修・谷口 幸二
（事業部会）

「再訪 江戸四宿を歩く―南品川宿」《鈴ヶ森
仕置場
（刑場）
跡～品川橋》
◆今回は、鈴ヶ森仕置場跡から旧東海道を北上して品川橋

◆東京西部の武蔵野と呼ばれる一帯は、現在では多くの

（北品川宿と南品川宿の境）
までを散策します。仕置場の

人々が暮らしています。しかし、このあたりは台地上に

先には、罪人と別れる場所
（浜川橋、別名なみだ橋）
があ

あり、江戸時代には水の便が悪く、水田なども作れない

りました。鈴ヶ森仕置場跡の場所は、江戸時代には南の

ことから、江戸近郊であるにも関わらず人が住むには適

仕置場でしたが
（北は小塚原仕置場）
、昭和 30 年
（1955）

さない土地でした。この武蔵野一帯が開発されたのは江

頃までは大森海岸海水浴場としてにぎわいました。品川

戸時代の中期にあたる享保年間以降のことです。通常新

宿は、目黒川をはさんで北品川宿と南品川宿を合わせて

田開発などは村を管轄する勘定奉行の役割ですが、武蔵

できました。その後、北に向かって無許可の旅籠・茶店

野新田の担当は時代劇で有名な町奉行大岡越前守忠相で

が軒を連ねたため、享保７年
（1722）
にこれらをまとめ

した。今回のセミナーでは武蔵の新田開発の経緯と大岡

て「徒歩新宿」として、幕府は徒歩人足の負担を条件に

か ち
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営業することを認めました。徒歩新宿に対し本来の南北
の品川宿を「本宿」と呼びました。

見逃しなく

• 開催日：12月７日
（日） 12時30分集合
• 集合場所：京浜急行「大森海岸」駅改札口を出た所
（ガード下）
• 申込締切：11月20日
（木）
必着
• 定員：150人 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】代田・小西・玉木（事業部会）

会 期：９月30日（火）～11月16日（日）
休館日：月曜日（ただし、11月３日は開館、翌日が休館）
会 員：一般670円、65歳以上335円、大・専門生535円
同伴者：一般1,070円、65歳以上535円、大・専門生850円
＊高校生、中学生、小学生は65歳以上と同じ。
●（注）割引を受けられる同伴者は1人だけです。
次回予告

見学会延期のお知らせ

◆10月5日
（日）
に予定されていた見学会「再訪 江戸城周
辺の探訪―その５
（外濠）
」は、台風 18 号接近による悪

天のため、延期となりました。つきましては、来年３月
に再度このコースの見学会を予定したいと考えておりま
す。詳細は、来年１月発行の会報『えど友』83号の催事
案内でご案内いたします。
【企画担当責任者】山本隆・大澤憲一（事業部会）

「東京オリンピック」と
「新幹線」の
思い出募集！

会 期：10月７日（火）～11月30日（日）
休館日： 月曜日（ただし、11月３日・24日は開館、翌日が休
館）
会 場 常設展示室５階 第２企画展示室

に開通した新幹線に関しては会員の皆さんもさまざまな
思い出をお持ちではないでしょうか。それを 1000 字程

度の文章にして、えど友広小路の「会員投稿欄」にぜひ

ご応募下さい。江戸東京に関するこれ以外のテーマでも、
もちろん歓迎です。来年から順次掲載させて戴きます。

•電子メールでもご応募いただけます。下記専用アドレスに

•原稿は江戸博「友の会事務局」宛にお送り下さい。

お送り下さい。

送付先：〒130-0015 東京都墨田区横網１－４－１

広報部会メールアドレス：edo_tomo_koho@yahoo.co.jp

江戸東京博物館「友の会事務局」

お申込方法

＊「えどはくカルチャー」など江戸博への申込とは違います。
普通はがきで宛先も「友の会事務局」と明記して下さい。
お間違いないよう、お願いします。
◆普通はがきに、①催事名
（略名可）
・開催日、②会員番号
（必須）
、③氏名
（同伴者連記）
を明記して下記の「友の会
事務局」へ。
◆申込は、催事ごとに会員１人１通。
◆友の会へのご意見・ご要望があれば記入して下さい。
◆申込先：〒 130-0015 東京都墨田区横網 1－4－1
江戸東京博物館「友の会事務局」

平成 26 年 11 月 1 日発行（奇数月 1 日発行）

編集・制作：江戸東京博物館友の会広報部会

江戸東京」

会 期：12月２日（火）～３月８日（日）
休館日：毎週月曜日（ただし１月12日、１月19日は開館）。
12月28日（日）〜１月５日（月）は休館
会 員：無料（要会員証提示）
同伴者：一般240円、65歳以上120円、大・専門生190円
＊小学生、中学生、高校生は65歳以上と同じ。
＊未就学児童、小学生、都内在住・在学の中学生は
無料。
●（注）割引を受けられる同伴者は1人だけです。

●「モダン都市 銀座の記憶
－写真家・師岡宏次の写した50年－」

50 年前の 1964 年に行われた東京オリンピックと、同年

会報＜えど友＞第 82 号

●特別展
「探検！体験！

企画展のご案内

11 月 16 日までの特別展はもうご覧になりましたか？

江戸東京博物館友の会会報『えど友』 平成 26 年 11 月

!

●東京オリンピック・パラリンピック開催50年記念特別展
「東京オリンピックと新幹線」

集まり次第、時間前でも順次出発します。
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会員優待のお知らせ 会期残りわずか、
お

＊お申込いただきますと、
「受講票」をお送りします。当日ご持
参のうえ、受付で登録して下さい。
なお「受講票」は逐次お送りするのではなく、申込締切数日後
一斉にお送りしますので、それまでお待ち下さい。
＊いずれも申込多数の場合は抽選となることがあります。
＊「受講票」未着のお問合せや参加予定変更の連絡などはなる
べく事務局員出勤の火曜日か金曜日
（10 時～ 12 時、13 時～
17 時）
にお願いします。
＊「受講票」がないと受講できません。必ず事前に申込をしてか
らご参加下さい。
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