
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
総会特集号 

平成 31 年 4 月 15 日 第 51 号
号 
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100 万人賛同署名運動推進中！   55,246筆 （4 月 8 日現在） 

 

 

「令和」の時代の築城をめざして 理事長 島田昌幸 

平成 31 年度の通常総会で、理事長に再任し

ていただきました。計画や予算も承認され三期

目がスタートしました。会員の皆さんのこれま

でのご協力に感謝し、今後の一層のご支援をお

願いする次第です。 

 

   理事の定数を増やして執行体制を強化 

 

  今年の総会では定款の変更について審議し

ていただきました。第 5条の＜事業の種類＞で

は、表記を「江戸城」から「江戸城天守」に改

めました。私たちの運動は、本丸を含む江戸城

全体の再建を目指すということより、明暦の大

火で焼失した後、当時の前田藩によって再建さ

れ現存する天守台の上に、寛永度の天守閣を建

設することをまずはめざすという点を明確に

するためでした。   

 第 13 条の＜理事の定数＞は「15 名以内」か

ら「20名以内」に拡大していただきました。多

様な方々に理事会メンバーになってもらい執

行体制の強化を図ります。 

 さらに、これまで、理事は理事会で選任し理

事長は総会で選任することになっていました

が、これを、理事長候補を含む理事を総会で選

任し、理事の互選で理事長を選ぶという形にす

るため、＜選任＞を定めた第 14 条も改定いた

しました。通常の組織体と同じようにしたもの

で、執行体制の透明化が狙いです。運動をさら

に前進させるための体制の整備と受け止めて

いただけたらと思います。 

  

   「令和」の時代が始まります 

 

 今回の総会でも申し上げましたが、私達の運 

 

動は大きな時代の節目での展開になっていま 

す。4 月 1 日には新元号「令和」が公布されま

した。4月 30日には天皇陛下が退位され、5月

1 日には皇太子様が新天皇として即位される。

約 200 年ぶりの生前譲位によって「平成」の時

代が終わり、「令和」の時代が始まる。皇居東御

苑に大嘗宮が建てられ、11月には五穀豊穣と国

家国民の安寧を祈る新天皇一世一代の神事が行

われます。年間を通して改元と新しい天皇の世

紀を迎える行事が続き、日本と東京、そして皇

居東御苑に多くの注目が集まります。 

 こういう時代の流れを追い風にして、私たち

は運動をさらに広げ盛り上げていきたいと考え

ています。追い風ではありますが、そんな時だ

からこそ祝賀ムードに水を差さないよう、雑音

が出ないよう慎重に配慮しながら運動を進めて

いく必要もあり、制約もあるという点について

は会員の皆さんにご理解をいただきたいと思い

ます。 

 私たちは今こういう大きなうねりの中で、寛

永度の天守閣を皇居に築城する運動を、国民に

寄り添う新しい天皇像を作ってこられた今上天

皇への感謝と、新しい天皇即位への祝意を込め

た国民運動に高めたいと願っています。 

 寛永度天守閣は戦争のためのものではありま

せんでした。国が治まり平和が続くことを象徴

する権威として建てられました。日本城郭建築

の最高到達点であり、日本一壮大で美しい天守

閣を木造で日本の伝統技術を用いて築城するこ

とは、新しい天皇の世紀である「令和」の時代

へのメッセージとなるのではないでしょうか 。 

日本の伝統と文化を世界に向けて発信する拠点

として、将来の世代に残す文化財としても意味

あるものになるに違いありません。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

幸い支部活動が活発になり、支部長も 58

人を数えるまでになりました。会員に対して

無料化した「皇居東御苑散策ツアー」も順調

で、新会員獲得のきっかけになっています。

新しく建てられる大嘗宮や、すでに出来上が

っていて展示建屋完成待ちの天守閣大型模

型の見学会もいずれ企画します。会員向けの

勉強会「江戸城サロン」も開講しました。勝

手連的に若い人たちが集まってくれて、女性

向けの活動も計画してくれています。クラウ

ドファンディングも行います。少しずつ運動

に躍動感が出てくるでしょう。 

 

全国各地のお城プロジェクトと連携を 

 

今年の総会では講演会講師に河村たかし

名古屋市長をお招きしました。歴史的建造物

である名古屋城天守閣の木造での復元をめ

ざす河村市長と私達では、目標も手法も異な

ります。しかし河村市長の挑戦と経験は、私

たちに大きな示唆と勇気を与えてくれると

思いました。名古屋市をはじめ全国各地のお

城プロジェクトと連携をとっていくことも、

今年の重要な課題だと改めて感じています。 

 

当時の人々の思いを引き継ぐ「築城」   

 

ここで「築城」と言っているのは、私たち

の目指すものが厳密には寛永度天守閣の復

元ではないからです。明暦の大火で焼失した

後、天守閣再建のために天守台が作られまし

たが、これは以前のものより約 2メートル低

く完全な復元ではありませんでした。江戸の

街の再建を優先したこととその後の財政難

から、天守閣は結局作られませんでした。遺

構となっている現在の天守台には天守閣が

載ったことがないのです。だから私たちが目

指すのは、再現でも復元でもなく、当時の

人々が再建しようとした天守閣を建築する

ことつまり「築城」なのです。 

 

   会員向けの新企画が目白押し 

 

昨年の中期事業計画で、今年をステップの

年と位置づけました。来年の東京オリンピッ

ク、パラリンピックに集まる多くの国からの

訪問者に向けて、私たちの運動の意義を訴え

たい 。そのためには会員拡大や署名活動を

通じて運動の裾野をもっと広げる必要があ

ります。今年はそのチャンスです。 

 

 

 

 

 

 

名古屋城天守は慶長 17年(1612年)に竣工しました。その後 300年近く、現存する中で日本最大

の天守でした。1930 年に城郭建築における国宝第一号に指定されました。その後残念なことに第

二次世界大戦中の 1945年 5 月 4 日、名古屋空襲で焼失しましたが、市民の再建を望む声に後押し

されて 1959年に鉄筋コンクリート造りで再建されました。 

今回は、木造での再建です。1932 年、名古屋市が名古屋城の実測調査、1940～1941 年、市がガ

ラス乾板による写真撮影を行っていました。このように名古屋城天守には多くの資料や写真が残さ

れておりますので、それらに基づいて正確に復元することができます。およそ 400年前に建立され

た世界最大規模の木造建築を復元して、1000年後世まで残したいと思っています。 

私は歴史的建造物を復元して後世に伝えることは任務であるという思いをもっております。今

回、再建天守のバリアフリー対策を検討しておりますが、その視点からの解決をめざしています。 

【総会 特別講演】 

歴史的建造物を復元して後世に伝えることは任務だと思っています 

                    名古屋市長 河村たかし 

  

   

←総会風景 
一番右が功労

者への感謝状

贈呈です（北岡

氏は欠席） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港支部長 

湯原真一氏 

荒川第二支部長 

柳 健氏 

丸の内支部長 

東 三郎氏 

神奈川大和支部長 

岸本堅太郎氏 

神奈川藤沢支部長 

平野耕作氏 

千葉第五支部長 

後藤利美氏 

 

全国の支部長紹介（４） 

 

 

 

 

 

 

会員の声 

当会のポスターができあがりました 

 

  

 

功労者へ感謝状贈呈 

ボランティアとしての多大な貢献に感謝 

煙谷信比古さん、北岡孝義さん、坂西初枝さん

（50音順） 

 

平成 31年度 事業計画（抜粋） 

（平成 31 年 1 月 1 日～12 月 31 日） 

 

◎会員／組織の拡大拡充 

■個人ルートから組織ルートへ拡大 

  会員、支部、役員からの紹介  

⇒ マスコミ、イベント、ホームページへ 

■IT 整備充実による若者、女性の拡大 

・スマホ対応ホームページ、フェイスブック、 

インスタグラムなど拡充 

・会員への Eメールによる情報提供の充実 

 

 

インスタグラム公式アカウント 

  当   会 edojo.tenshu 

  埼玉支部会  edojo.saitama 

 

■支部組織の拡充 

支部を 3 桁台まで設立 

■会員特典の設定 

  会員無料の江戸城サロン、皇居東御苑散策ツアー

を定期的開催 

■クラウドファンディング 

 ＡＲによる江戸城天守再現をめざしたクラウド

ファンディングを実施（4/1～6/28） 

 

◎賛同署名 

  平成 30年度実績 10,793 筆 累計 53,680 筆 

  平成 31年度目標 11,000 筆 累計 64,680筆 

 

 

 

平成 31年度通常総会報告 事業計画等 

 

ポスターが完成しました 

 

説明を多めに入れたバーション（向か

って左）とシンプルにして天守のイメ

ージを強調したバージョンの二種類を

用意しました。 

 

連絡先や文言を差し替えて、支部専用

ポスターを作ることができます。 

 

当会ホームページ https://npo-edojo.org/ 

から A4 判をダウンロードできます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

支援の輪を広げるために 
「レディーフォー  江戸城」の２語を 
あなた様の友人にお知らせください。 
⇒この２語で検索トップに出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会で承認を得て、4月 1日からスタートした、 

ＡＲ画像制作のためのクラウドファンディング

による資金集め。支援サイトがインターネット上

に開設されて、5 千円以上の寄付を呼び掛けてい

ます。 

 まず映像で、再建時の姿をご覧いただいて賛同

者を増やしたいと思います。 

 スタートして最初の１週間に、登録方法がわか

らないとの声が多数寄せられましたので「新規 

登録」する手順を以下に説明します。最初の登録

時にご参照ください。 

AR による江戸城天守再現を【クラウドファンディング 6 月 28 日まで】 
⇒ 支援金を送るための操作手順を説明します。 
  もしわからなければ、事務局が代行しますのでご一報を。 

 

 

皇居東御苑に残る台座に、当アプリを内蔵し

たスマホのカメラを向けると、そこにあたか

も本物の天守が建っているかのように画像が

表示され撮影もできます。各地のお城でこの

ようなＡＲ画像サービスが行われています。 

 

 
◎インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）を起ち上げて https://readyfor.jp/projects/edojo-ar を開く

と下のような画面が出てきます。「レディーフォー 江戸城」の２語による検索を行うと検索結果のトップ

（広告を除く）に出てきます 

 

 

 

 

操作方法がわからなくても、あきらめ

ないでご連絡ください。事務局に登録

代行を依頼する方は、支援金額とプロ

ジェクト不成立の場合の返金先銀行

口座をお知らせください。  

TEL：03-6423-1882(月～木,10～17時) 

Eメール：info@npo-edojo.org 

※当プジェクトは、もし期日までに支援総額が１０００万円に達しなかったら、中止され全額を支援者へお返しします。 

 

①「ログイン・登録」をクリック 

②「メールアドレスで登録」 

をクリック 

 

③お名前／メールアドレス
／パスワードを入力して「新
規登録」をクリック 
※お名前は匿名でもかまいま
せんが御迷いならとりあえず
本名を入れてください 
※パスワードは英数 6 文字以
上にしてください 

④入力したメールアドレスにレディー
フォーからメールが届きますので、メー
ル受信を確認してください 

↓ 
⑤受信したメールの本文内にあるリン
ク URLをクリック 

↓ 
⑥これで新規登録が終わりましたので、
最初の天守画像のあるページにもどっ
て「ログイン・登録」を再びクリック 

↓ 
⑦登録したメールアドレスとパスワー
ドを入力して「ログイン」をクリック 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

れている当初の柱には、室町時代を思わせるよ
うな細かくて浅い手斧の刃痕が残っている。建
築年代は間違いなく 16世紀後期に遡る。 
ところで、宇土櫓は外観も崇高である。その

最上階・五階には廻縁が設けられ、天守と同等
の意匠を見せる。外側に廻縁を付けた櫓は珍し
く、大洲城高欄櫓（愛媛県）と松本城天守付属
の月見櫓しか現存例がない。その五階は三間四
方で、関ヶ原の戦い以前の天守最上階の規模
（安土・大坂・広島・岡山など）と同じで、最
上重の入母屋の妻面を一階の平側に向ける点
も同じである。 
もっと注目すべきは、屋根の構成である。一

重一階の大きな入母屋造を基部として、その上
に望楼を載せた望楼型天守といえるが、二階は
大きな入母屋造の屋根に埋没した屋根裏階と
なっており、三階には二重目の入母屋造の屋根
を被せ、望楼はその上に載せている。四階も屋
根裏階となり、望楼である最上階・五階が三重
目の入母屋造の屋根となる。要するに、入母屋
造の建築を三段重ねにして、それぞれの間に屋
根裏階を挟んだ構造である。この二つの屋根裏
階の採光のために、平側に巨大な千鳥破風を設
けて窓を開いているが、あまりにも大きな千鳥
破風であるため、まるで、四方に破風を向けた
四方入母屋造みたいに見える。草創期の望楼型
天守では、基部の入母屋屋根に埋没する屋根裏
階の明かり採りのために、宇土櫓のように大き
な千鳥破風を設けたもの（類例は高知城天守）
と、入母屋造の屋根を載せた大きな出窓を設け
たもの（類例は岡山城や松江城天守）とがあり、
前者の現存最古の例として学術的に貴重であ
る。なお、この三段重ねの入母屋造に巨大な千
鳥破風付きといった宇土櫓の特異な造形は、西
南戦争で焼失した熊本城大天守の屋根構成に
極めて類似している。宇土櫓が大天守の造形の
原型となった、換言すれば、三重の宇土櫓を五
重に拡大して大天守が成立したのである。 
さて、宇土櫓という名称から宇土城天守を移

築したものと言われてきたが、その名称は後世
に付けられたもので以前は平左衛門丸五階櫓
と呼ばれていたことを北野隆氏が明らかにし
ている。小天守の方が宇土城天守を移築したも
のという宮上茂隆氏の説もある。筆者の見解で
は、宇土櫓は隈本城の天守を慶長 8年前後に現
在地へ移築したものと考える。加藤清正が天正
16 年頃から修築を始めたのが隈本城で、現在
の熊本城本丸から南西 800ｍにあった古城(ふ
るしろ、現在は熊本県立第一高等学校）である。
その本丸に相当する場所に建てられていた天
守が宇土櫓の前身で、天正 18 年頃には完成し
ていたと思われる。したがって、現存最古の天
守建築で、豊臣大坂城天守の完成時より 5年ほ
どの建築となろう。 

平成 28年の熊本地震でも倒壊を免れた熊本城
宇土櫓は、加藤清正が天正 16年（1588）から築
城を始め、間もなく完成した隈本城（熊本城の
古名）の天守だったと考えられる。 
宇土櫓は、三重五階、地下一階の望楼型の高

楼である。高さ 25ｍという高石垣上に建つ。宇
土櫓は大小天守に続く「三の天守」と言われて
おり、これを天守とみなせば、全国一の高い天
守台に載っているといえる。その台座石垣は、
加藤清正の高度な築造技術をしても、ゆがんだ
台形平面になっており、築造年代の古さを示す。
しかし、石垣の隅部の算木積のやや未完成な（か
なり隅石が痩せている）点から判断すれば、慶
長 4 年（1599）頃築造の大天守台（全く算木積
でない団子積）よりは新しく、同 12年頃に小天
守台（ほとんど痩せない算木積）を増築した時
よりは古い。 
宇土櫓台に続く東側の石垣は、算木積になら

ない古式なもので、しかも上下二段に築かれて
宇土櫓台と同じ高さになっている。その石垣は
大天守台に近い慶長 4 年ごろのものと考えられ
るので、宇土櫓台石垣はもと二段だったものを
一段に改造されたものである。 
宇土櫓には穴蔵があるが、その穴蔵に架かる

梁が一階床組とは離れている。現存例では、穴
蔵の梁に一階床組が直接に載るのが常識である
ので、宇土櫓には元来は穴蔵がなかった、すな
わち他所から穴蔵のない建物を移築して穴蔵を
新設したものと考えられる。 
そして宇土櫓の一階平面は驚くほど古式であ

る。一階は、長辺(平)九間余り、短辺(妻)八間
もあり、五重の松本城天守よりわずかに大きい。
その身舎は六室に分かれ、四周を一間幅の武者
走り（入側）が取り巻くが、その北側（城外側）
では武者走りが二重になっている。現存の類例
はないが、信長の安土城天主の二階には二段の
縁、すなわち武者走りと広縁があったと『信長
公記』に記されている。宇土櫓に見られる二重
の武者走りは、安土城天主の唯一の後継であっ
て、書院造の殿舎の面影を残す高い格式と古式
を示している。また、宇土櫓の一階内部に使わ 

特別寄稿 『歴史に残る名城の天守』 

＜第 7 回：熊本城宇土櫓（古城天守）＞ 

 

 

 

広島大学名誉教授   

三浦 正幸 
（当会特別顧問） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

➀「年会費納入のお願い」タイミング 
それぞれの会員の入会月に次年度の「年会費納入のお願 
い」をお送りします。「かわら版」を同封することがあります。 

 
②会費や寄付金の決済はクレジットカードで 
 カード決済が可能になりました。当会ホームページ

http://npo-edojo.org/ からどうぞ。 
 
③住所等変更届けのお願い 
 住所・電話番号などが変更になりましたら、FAXや電話で
早めに事務局までお知らせ下さい。 
 

④E メールアドレスの登録のお願い 
 E メールアドレスをお持ちの方は事務局宛にメールをお送 
り下さい。イベント等の情報をお送りします。 

 
◆寄付の耳より情報：「日本の絆基金」寄付 
｢日本の絆基金｣を利用して当 NPO法人へ 1万円以上ご寄
付いただいた場合には税制上の優遇措置が受けられます。
翌年の確定申告で約 4割が戻ります。詳細は当会ホームペ
ージ http://npo-edojo.org/ の｢寄付｣の欄をご覧下さい。 

 

 
 

故長島俊夫さん(理事)「お別れの会」 
 
 

第２６回「東京めじろ会」で賛同署名集め 

  長島俊夫さんは去る平成 30年 11月 6日享年 70歳にて

永眠されました。故人は理事として協力団体・企業に対する

交渉を担われ、当会活動に貴重な示唆を与え続けて来られ

ました。この度、ご遺族のお許しを得て、次のように「お別れ

の会」を執り行います。 

 

１．日時 2019 年 5 月 16 日（木）午前 11 時より午後 1 時まで 

※ご来場の折はご都合のよい時間に平服にてお越しください 

２．会場 日本工業倶楽部 3 階「大食堂」（東京都千代田区 

丸の内 1-4-6、ＪＲ東京駅丸の内北口から徒歩 2 分） 

３．当件のお問い合わせ先 nagashima.udi@gmail.com  

 

 

 

 

会員のみなさまへ【お知らせとお願い】 

大分の地元酒蔵のお酒を楽しむ「東京めじろ会」が 3 月

12 日にホテルラングウッドにて開催され、そこで賛同署名集

める機会を得ました。ゲストの俳優宝田明さんが当会ブース

に激励に来られました。 

 

第４回支部長連絡会を開催 
 

3月 28日（木）、22名の支部長を集めて第 4回支部長連

絡会を開催しました。複数の会員参加型行事に関わる報告

ができたほか、武蔵野・三鷹支部の連携に習って埼玉支部

会が発足する等支部同士がつながる動きが報告されまし

た。 

今年度から、会員参加活動を一気に拡大しようと、「江戸

城サロン」「皇居東御苑散策ツアー」等を具体化（8 頁参照)

しました。これらを実現できたのは、多くの支部長や会員の

皆様が、ワイガヤ（1月 25日と 2月 19日に事務所で開催し

たフリーディスカッション）等アイデア出しや準備に力を貸し

てくださった成果です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漫画「江戸城天守再建物語」(仮題)が 
6 月から雑誌連載開始 

 漫画「江戸城天守再建物語」(仮題)が 6月から雑誌に

連載開始されます。筆者は当作品で連載デビューする黒

川清作氏。  

ディベロッパーに勤務する営業マンである主人公が、

江戸城天守の再建を目指し、幾多の障壁を乗り越え、実

現へと突き進む姿を描きます。 

会員特典（平成 31年度事業計画） 

会員が無料で参加できる二つの行事を原則毎月開催。 

・皇居東御苑散策ツアー  

  天守築城をめざす台座のある旧本丸跡を中心と 

するガイド付き散策（所要時間約 3時間） 

・江戸城サロン 

  歴史・文化・伝統に関わるさまざまなテーマを 

取り上げる講演会（所要時間約 2時間） 

※8頁の開催予定をご覧ください。 

 

平成 3１年度通常総会を開催 
 

3月 2日（土）13時から、全水道会館（文京区本郷）にて、

平成 31 年度通常総会を開催しました。その後 15 時から、

お招きした河村たかし名古屋市長に講演いただき、17時か

らなごやかに会員間の懇親会を行いました。 

 

 

 

http://npo-edojo.org/
http://npo-edojo.org/


 

堀口茉純氏 

  
江戸城サロン・皇居東御苑散策ツアー 

 

黒田涼氏 太田資暁氏 

 

●お申し込みは Eメール、FAX、お電話で 

 下記「江戸城天守を再建する会」までメール、FAX、電話でお申込みください。 

 

江戸城サロン共通のご案内  時間：13:00～15:30 会場：申込者に連絡します 受講料：会員無料／非会員 1000円 

皇居東御苑散策ツアー共通 時間：13:00～16:00 集合：皇居大手門お堀端  参加料：会員無料／非会員 3000円 

 

   

 

 

「レディーフォー  江戸城」 で検索 


