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第 48 号

全国に 32 の地域支部が発足
続々と動き出す支部がコアとなる世論喚起活動
全国の地域支部の数が 30 を超えて 32 支部に増えました（5 月末日時点）。昨年末時点での 16 支部から
倍増です。主として一都三県から次々に支部が設立されたほか、長野県松本市、静岡県沼津市、名古屋市、
京都市からもそれぞれ 1 支部が発足しました。
NPO 法人・江戸城天守を再建する会の日常的な活動は、天守再建への賛同者を募ること。基本は街頭
でのビラ配りと賛同署名のお願いです。そのために、10 名余りの会の役員ほぼ全員が、毎週末の皇居大手
門（チラシ配り）など積極的に街に出て行って
おります。
昨年度から強力な助っ人が現れました。そ
れが支部長の皆さんです。都心で実施するこ
とで手一杯だった活動を、支部それぞれの地
元に広げてほしいという願いの元スタートした
支部長制が徐々に動き出しました。支部の地
元でチラシ配布・署名集めを行うことがあちこ
ちで行われつつあります。
6 月 3 日（日）、武蔵野支部（和泉支部
長）が 7 名で、JR 中央線吉祥寺駅前にお
いて 13 時から 15 時までチラシ配布・賛同
署名集めを行いました。チラシを 150 枚配
布、集めた署名数 30 筆でした。
6 月 10 日（日）には、三鷹支部（太田支
部長）が 7 名で、JR 中央線三鷹駅南口デッ
キ上において 13 時から 15 陣で賛同署名を
集めました。当日は朝から時々雨が降り開
始時間にはついに本降りとなりましたが、
幸い屋根がある場所での活動でしたので
大きな支障にはなりませんでした。会の名称と組織の名称を示しながら署名を呼びかけました。17 筆の署名
が集まりました。
(次ページに続く)

100 万人賛同署名運動推進中！

46,892 筆

（6 月 15 日現在）

(前ページから続く)

そして、千葉第一支部（江澤支部長）から、7 月 1 日（日）千葉
県いすみ市の大原漁港の朝市にてチラシ配布・賛同署名を
実施するという提案がありました。新鮮な魚介類を味わうため
に大勢の人が集まるそうです。会の役員も何名かが地元旅館
に前泊して、お手伝いにまいります。
これからも支部長の自由な発想による、世論喚起活動のご提
案をお待ちしています。
支部長からメッセージ
江戸城再建・・・に関わり 10 年以上になります。
私は生粋の江戸っ子です。先祖代々、神田 平川門の前に居を構えて、平川が親戚
関係だと、母方の祖母や母が申していました。祖母は岩倉具視に仕えていたというこ
とも聞かされました。私は子供の頃から（東御苑が開放される以前より）知らず知らず
のうちにお城の興味が身に入っていたのかしら・・・と。
私は鉄砲百人隊の新宿百人町生まれで、縁あ
り新宿生まれの人に嫁いだので、全くの東京人で
江戸城にはたいへん興味があります。
子供や孫たちには私の江戸城再建の話を聴か
お城 EXPO にて、左が坂本支部長

せたく、必ずや出来ることを信じています。彼らの
時代につなげていけたらと、大きな夢と希望を抱
いています。

（新宿支部長 坂本宣子）

――――――――――――――――――――
地元、埼玉県川口市では「川口宿 鳩ヶ谷宿 日光御成道まつり」があり、今年
は 11 月 11 日(日)に開催が決定したようです。市民が「江戸モード」になるこの日に
なんとか署名・募金等の活動が出来ないものか考えています。
また、別のエリアでも徳川家 縁の地や、江戸文化を色濃く残す地域での 祭り
やイベントをリサーチして活動することで、日頃から江戸文化等に関心のある協力
二条城にて、右が齊藤支部長

者を得られないか等々・・・あれこれ考えております。

皆様のお知恵とご指導を頂き 今の自分に出来ることを模索しながら参加させて頂きたいと思います。
長年の夢だった 江戸城天守ができるなんて・・・。もぅ～ワクワクが止まりません！！
宜しくお願い致します。

（埼玉川口支部長 齊藤由美子）

支部長連絡会 第 1 回を開催
3 月 29 日 13 時 30 分より千代田区神保町区民会館で、第 1
回支部長連絡会が開催されました。支部長 16 名が集まりまし
た。島田理事長が熱く支部長への期待を語り、支部長の皆さん
から自己紹介／活動報告がありました。その後自由に討論した
ところ、マスコミの活用法や、会員の増加策・継続策について意
見が出されました。今後も支部長間の連絡会を四半期ごとに行
っていきます（第 2 回は 7 月 5 日開催）。

全国の支部長を紹介します
※今号からスタート。かわら版に毎号 1 頁、支部長の顔写真を掲載します。

川越支部長

山浦晴朗氏

埼玉川口支部長 齊藤由美子氏

荒川支部長

清水英男氏

千代田支部長

大田支部長

今田謙氏

武蔵野支部長 和泉潤一氏

三鷹支部長 太田秋男氏

八王子支部長 吉川政雄氏

神奈川支部長 望月重公氏

立川支部長 佐竹茂市郎氏

尾花憲章氏

千葉第一支部長 江澤廣氏

墨東支部長

塚本一夫氏

新宿支部長

坂本宣子氏

練馬支部長

松本誠氏

府中支部長

向山寿光氏

横浜緑支部長

高橋健氏

『歴史に残る名城の天守』

特別寄稿

＜第４回：豊臣大坂城天守＞
広島大学名誉教授

織田信長が天正７年（1579）に建てた安土城天主は、史上初の天下人の天守だっ
（当会特別顧問）
た。「天主」は中国の天帝すなわち最高神で、日本の支配者たる天皇や将軍・関白など
を任命する権限のみならず中国皇帝の任命権までをも信長は掌握する意気込みだっ
た。信長の後継者の秀吉以降になると、発音が同じ「天守」や「殿主」「殿守」とも書かれるようになった。
語意からすれば、最高神という隔絶した地位から、神の守護や大邸宅の主などという地位に大幅な格下
げとなるが、彼らは意に介せずであった。今日の学術用語は「天守」である。
三浦 正幸氏

安土城天主は、史上初の五重天守で、初めて高い石垣（天守台）上に建てられた。天正 10 年（1582）
の本能寺の変後の混乱で焼失してしまったが、それ以降、五重天守は天下人の特権とみなされ、その
家臣では５０万石以上あるいは中納言以上の大名にだけ許された。
さて、信長の後継者たる地位を確保し、天下にそれを誇示するために、秀吉は大坂（明治以降は大
阪と書く）の築城をいち早く開始し、天正 13 年（1585）には五重天守を完成させた。現在の大阪城天守
閣（三代目大坂城天守）は、豊臣滅亡後に江戸幕府が再築した大坂城天守（二代目天守）の台座石垣
上に昭和戦前に再興された鉄骨鉄筋コンクリート造の模擬天守で、天守台と１階の平面規模は徳川の
天守であり、外観は大坂夏の陣図屏風を参考にして豊臣風に新規設計されたものである。したがって、
本来の豊臣大坂城天守とは位置も規模も形式も全く異なっている。
秀吉が創建した大坂城天守は、
本丸の東北隅（現在の天守閣は西
北隅付近）に位置した。豊臣家大工
であり幕府御大工頭(おだいくがしら)
を務めた中井家に伝わる大坂城本
丸指図(さしず)（図面）によると、天守
本体は正面１２間、側面１１間であっ
た。天守台はそれより３間ずつ広か
ったので、北面と東面に天守本体よ
り５尺（約 1.5ｍ）低く３間幅の武者走
りがあった。この武者走りには、東南
隅に付(つけ)櫓(やぐら)、北面に庇
(ひさし)が設けられていた。なお、寛
永度江戸城天守は１８間に１６間だっ
たので、豊臣大坂城天守の約 2.2 倍
もの規模があり、豊臣を徳川がはる
かに凌駕したことを顕示していた。
豊臣大坂城天守の外観は、戦後
に見つかった大坂城図屏風から判
明する。以前から知られていた大坂
夏の陣図屏風は、焼失後に記憶や想像で描かれたため、五重天守で、壁が黒く、破風が多くあって、最上
階に高欄があったことぐらいしか信頼できないが、大坂城図屏風は秀吉の在世中に描かれたものであり、
中井家の本丸指図とも一致するので、信憑性が高い。
そうした資料から復元される豊臣大坂城天守は、天守台の西南隅に石垣がなく、地階の木部が露出し
ていた。天守台石垣の隅部を欠くのは、姫路城大天守の西北隅に受け継がれ、天守台の武者走りは岡崎
城や会津若松城に受け継がれている。各重の壁面は、黒漆塗りの板壁で、天皇家から下賜された菊と桐
の紋章をはじめ、金箔を押した多くの彫刻で埋め尽くされていた。軒先の瓦も金箔押しで、黒漆の壁に金
色が映えて、その華麗さは空前絶後のものであった。
復元：中村泰朗

第５回

黒田涼の「江戸散策ガイド」シリーズ

東京駅から虎ノ門まで

■日程／10 月 13 日（土）＜予定＞
■時間／座学 10:30～11：45・散策 13:00～16:00
江戸城散策第 5 回は、東京駅から虎ノ門まで歩きます。
江戸城の外郭内、大名屋敷が立ち並んでいたあたりで
す。
すっかり広々と生まれ変わった東京駅丸ノ内口を出て、
正面の行幸通り右側を歩きます。あたりは大大名の屋敷
が立ち並ぶ「大名小路」という一角でした。日比谷通りを
横切って右へ行くと、江戸時代風の木橋が見えます。橋
は復元ですが、渡った先に和田倉門跡の石垣が残って
います。通り抜けると和田倉噴水公園。休憩所に江戸城
の解説や付近から発掘された遺物の展示があります。
噴水の向こうに江戸城の櫓や門がそびえているのが
見えます。内堀通りを渡り、
一番手前角に立つのが江
戸時代から残る巽櫓。２階
建てですが 13 メートル以
上あり、地方の天守級の
大きさです。その向こうも江戸期の桔梗門（内桜田門）で
すが、これらの宮内庁管理下の建物は文化財指定され
ていません。
皇居外苑を進んでいくと、今は宮内庁の正門となった坂下
門があり、左手に進んで行くと二重橋前に出ます。手前の大き
な門が現在の皇居正門で、かつての西ノ丸大手門です。堀の
向こうに見えるのが二重橋で、かつては木の橋げたを二重に
組んでいたのでそのように呼ばれました。さらに向こうにそびえ
るのが伏見多門と伏見櫓です。宮殿の見学などで間近に見ることができます。
戻って先に進むと桜田門が見えてきます。こちらは環境省管理なので重要文化財です。江戸城で完成された巨大な枡
形門の高麗門と櫓門のセットが残っている貴重な門です。この外、警視庁前あたりで桜田門外の変がおきました。
警視庁前の桜田通りを進むと、外務省はかつての福岡藩黒田家上屋敷あとで、周囲の石垣が残っています。
その先は財務省を経て、文部科学省敷地ですが、構内に江戸城外堀跡の展示が数多く残されています。特に東京メト
ロ虎ノ門駅に通じる階段途中には、詳細な解説のある展示室があり必見です。さらに外堀通りを歩道橋で渡ると、眼下のビ
ル敷地には、江戸城外堀の櫓台跡石垣が残っています。すぐ近くの虎ノ門駅から帰りましょう。

黒田涼氏の 11 点目の著書の出版を記念して講演会が開催されました
5 月 23 日、黒田涼氏の出版記念講演会が日比谷中日ビルで開催されました。4 月 20 日に発行された『江
戸東京の幕末・維新・開花を歩く』(光文社知恵の森文庫)が 11 冊目の著書となります。
明治維新の舞台は、京都や薩摩、長州ではなく東京でした。だからこそ江戸東京には、西郷が歩き、竜
馬が走り、大久保が悩んだ事件の現場があちこちにあります。本書はそれらを 7 つのコースにまとめてあり、
歩いてたどるためのガイドになっています。

東京江戸ウィーク 2018 開催
7 月 26 日～29 日は上野恩賜公園で日本の伝統文化をお楽しみください
江戸城天守を再建する会は今年も「東京江戸ウィーク 2018」を後援し、出展します。昨年は 10 月
に開催して 21 万人の来場者を集めて盛り上がりました。江戸時代由来の日本の誇る伝統文化を楽し
みながら、次世代につなぐ日本最大のイベントを目指して、今年は 7 月 26 日（木）～29 日（日）に上
野恩賜公園にて開催します。日本各地の名産品、お酒、工芸品、料理などを身近に「触れ、味わい、
観賞」しながら、楽しく交流できる場を提供します。
今年は特に、「ゆかた」の新しい装いコンテストを開催し女性の皆さん
に夏の和装を楽しんでもらいます。また「盆踊り」を盛大に開催し、友達、
親子、外国人等、人と人を繋ぐ、心の通い合える場にします。当会もこ
のテーマに正面から取り組むとともに、江戸文化に親しみを感じている
来場者から、一人でも多くの賛同署名が得られる
長谷川氏の作品
ことを目指します。
当会の出し物として、恒例イベントとして行っている「江戸城寄席」（落語編と
講談編）を会期中に会場すぐそばの上野池之端の「鷗外荘」で開催して、会
員の皆さまに「東京江戸ウィーク 2018」の中で楽しんで頂きます。また当会ブ
ースでは、会員であるお城模型作家、長谷川進氏の熊本城模型などを展示し
ます。それとともに、名古屋支部長成瀬京司氏が制作した約 400 年前の江戸
城の姿を再現した CG 画像を、お手元のスマートフォンでご覧いただきます。
会員の皆さまの「東京江戸ウィーク 2018」ご来場をお待ちしています。

江戸城寄席・講談編

江戸城寄席・落語編

一龍斎貞花先生を東京江戸ウィーク期間中
の上野にお迎えして講談の会を開催します。

金原亭伯楽先生を東京江戸ウィーク期間中
の上野にお迎えして落語の会を開催します。

三代家光の少年時代「竹千代と長四郎」

開口一番 金原亭乃々香

田辺いちか

落

参勤交代の苦心「伊達政宗堪忍袋」

語 古今亭志ん丸

（お仲入り）

一龍斎貞弥
西郷隆盛と勝海舟「江戸城無血開城」

漫

才 すず風にゃん子・金魚

落

語 金原亭伯楽

一龍斎貞花
◆と き：平成 30 年７月 26 日（木） 13 時 00 分開演
（開場 30 分前）

◆と き：平成 30 年７月 28 日（土） 13 時 00 分開演
（開場 30 分前）

◆ところ ：水月ホテル鷗外荘（台東区池之端 3-3-21/地下鉄千代田線根津駅 2 番出口徒歩 5 分、
京成上野駅徒歩 7 分、JR 上野駅公園口徒歩 12 分）
◆木戸銭：前売（「講談編」または「落語編」だけ）：2,000 円／前売（「講談編」「落語編」セット：3,000 円
◆お申込方法： FAX（03-6423-1897）または e メール(info@npo-edojo.org)で、お申込みイベント名、氏名、
住所、電話番号をお送りください。 (締切：7 月 18 日)
◆お支払い： チケット宅配時に代引き払いでお願いします（その際代引手数料 260 円をご負担いただきます）
◆お渡し： 宅配 または 当会 (下記住所)にて直接引取り
◆ご注意： ・前売券購入後の払戻しは、事情の如何にかかわらず出来ません。

外国特派員協会講演と東御苑見学

顧問会議を初めて開催
5 月 16 日(水)15 時から KKR ホテルで、当会初めて

4 月 28 日(土)、日本外国人特派員協会で、太田会長、
島田理事長の講演会（通訳付き）を行いました。参加者

の顧問会議を開催しました。伊藤滋、三浦正幸両特別顧

は約 50 人、うち外人記者は数名で大半は特派員協会に

問をはじめとする 7 名の顧問、太田会長、島田理事長以

縁のある日本人でした。

下 11 名の理事が出席しました。島田理事長や、会員拡

参加した皆さんは深い関心を持ち、
「建設費の件」
「宮

大、署名活動、広報活動それぞれの担当理事から説明を

内庁のスタンスについて」「木造建築にこだわる理由」

行った後、両特別顧問をはじめ顧問の皆様から当会の活

「建物の中のバリアフリー」「環境対応について」など

動について様々な角度からの意見が寄せられました。そ

幅広い質問を受けました。

の一部を紹介します。

講演の後、皇居東御苑の見学を行ったところほぼ全員

・将来に向かって、江戸城天守はなぜ、何のために建設

が参加し、江戸城の歴史、天守台建設のいきさつなどの

するのかの理念が大切。

説明に興味深く耳を傾けてくれました。

・バリアフリーや環境対応を織り込んだ建設にしていく
のか、歴史に忠実に復元するのか。
・進行中の名古屋城天守再建の経験を参考にすべき。

◆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
ホームページの｢寄付｣の欄をご覧下さい。
■今後の行事予定
7/26～29 江戸東京ウィーク（上野恩賜公園）
7/26
江戸城寄席・講談編（上野 鷗外荘）
7/28
江戸城寄席・落語編（上野 鷗外荘)
お○
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江戸城天守を再建する会は、6 月から事務所を移転し
ました。旧事務所から徒歩 3 分ほどの距離ですので、電
話／FAX 番号の変更はありません。住所が下記のように
変わりましたので、お手数をかけますが、よろしくお願
いします。
なお、最寄り駅は、地下鉄神保町駅Ａ2 出口、JR 水道
橋駅西口ともに徒歩 6 分になります。

会員のみなさまへ【お知らせとお願い】
➀「年会費納入のお願い」タイミングの変更
従来は四半期ごとに発行するかわら版それぞれに請
求書を同封して、入会月 1～3 月の方、4～6 月の方、7
～9 月の方、10～12 月の方へ順に年会費納入をお願いし
ていました。
今後は、7 月入会者には 6 月にお願いするなど、毎月
請求書のみ送付します。ただし、かわら版発行と時期が
重なった場合はかわら版に同封します。
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
の、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。

ＮＰＯ法人 江戸城天守を再建する会
〒101-0065 東京都千代田区西神田 2-5-7
神田中央ビル 505

◇電話 03-6423-1882 ◇FAX：03-6423-1897
◇メール info@npo-edojo.org
◇ホームページ http://npo-edojo.org
◇Facebook http://www.facebook.com/npoedojo

