「幼なじみ

しもた屋」（1977 年）小川幸治
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捕物帳の世界

② 池波正太郎と
鬼平犯科帳
文芸評論家

縄田

一男

池波正太郎・画

推理小説の世界には、“清張以前”“清張以後”とい

池波正太郎記念文庫所蔵

「誘拐」まで計百三十一話。『剣客商売』や『仕掛人・
藤枝梅安』とともに、文字通り作者のライフワークと

うことばがある。
つまり、それまで、怪奇でグロテスクなムードに包

いえる連作である。

まれ、一部のマニアに独占されていた推理小説に日常

従来の捕物帳といえば、二、三の例外はあったもの

性と社会性を導入、これを百万読者へ解放した松本清

の、三河町の平七やむっつり右門、或いは銭形平次の

張の出現をもって推理小説の歴史の大きな転換点とみ

ようにほとんどが架空の人物が主人公。しかしながら

る考え方を示したものである。

『鬼平犯科帳』では、江戸のＦＢＩともいうべき独自

これを捕物帳の世界に移し変えると、さしずめ、
“池

の機動性と特権を持った特別警察、火付盗賊改方を登

波以前”
“池波以後”もしくは“鬼平以前”
“鬼平以後”

場させ、その長官をつとめた長谷川平蔵という実在の

ということばがなくてはならない、ということにな

人物を主役に据えているのが何より新鮮であった。
ここでその横貌を作中から拾うと、長谷川平蔵は、

ろう。
『鬼平犯科帳』とはそのくらい斬新な作品だったの
である。

の ぶ お

父宣雄と長谷川家の下女お園とのあいだに生まれ、若
い頃には銕三郎といった。お園が間もなく亡くなった

この連作は、
「オール読物」の昭和四十二年十二月

ため、祖父の家で育てられ、十七歳の時に長谷川家に

号に掲載された「浅草・御厩河岸」を第一作とし、こ

迎えられた。ところが義母の波津に妄腹の子として苛

れが大好評であったため、四十三年一月号掲載の「唖

め抜かれて屋敷に寄りつかず、本所深川を根城に遊侠

の十蔵」から『鬼平犯科帳』という通しタイトルがつ

無頼の徒に交わり、「本所の銕」と呼ばれた。その後、

くようになった。作者の死により未完に終わった長篇

父が死んで家督を継ぎ、御先手弓頭をつとめていたが、
天明七年九月火付盗賊改方の長官に就任することにな
る。江戸はいうに及ばず、日本中の盗賊を戦慄せしめ
た“鬼平”の誕生である。
穏やかな顔貌で、笑うと右の頬に深いえくぼができ
るというが、剣は本所「高杉道場」で目録を授けられ
た腕前である。愛刀・粟田口国綱は何人の悪党どもの
血を吸ったことか———。
若い頃に家のことで苦労し、無頼の群れに身を通じ
たという設定は、明らかに“遠山の金さん”タイプの
主人公といえるかもしれない。しかしながら、池波正
太郎は、悪には容赦しないが情にはあつい平蔵の一面

池波正太郎・画

池波正太郎記念文庫所蔵

を打ち出しつつも、決してその人物像を類型化させる
ことはなかった。それは、時には「悪事をはたらきつ

つ、知らず識らずに善事をたのしむ。これが人間なの
さ」とか、或いは「ばかも休み休みいえ。悪を知らぬ
者が悪をとりしまれるか」という平蔵の台詞にあらわ
れた人間観照——すなわち、人間を善玉、悪玉という
さが

ステロタイプに分けることなく、善悪双方の性 を併
せ持つ矛盾を生きる者としたことにも如実に示され
ていよう。
さらに、それまでの捕物帳といえば、銭形平次が縁
側で日なたぼっこをしていると、がらっ八の八五郎が
「親分、大変だ！」といって飛び込んでくるなど、い
わば、
パターンを楽しむ読み物であった。ところが『鬼
平犯科帳』では、平蔵配下の同心や密偵、さらには、
彼らと敵対する盗賊どもを、平蔵と同等、もしくはそ
れ以上の重い比重で描き、これまでの捕物帳になかっ
たリアルな人間関係を打ち出すことに成功している。
平蔵自身の事件もあるが、彼はいわば物語のまとめ
役として後ろに退っている。にもかかわらず、その存

池波正太郎・画

池波正太郎記念文庫所蔵

在感の素晴らしさはどうであろうか。また、物語を予
定調和的につくっていないため、作中、何が起こるか
分からないので、これがスリルと緊迫感を生む。その
好例が「五月闇」における伊三次の死である。
作者は、
「平蔵は実在の人物ですが、密偵のほうは
ぼくの創作なんだから、どのようにでもできるはずで
すよ。それでもね、助かるはずがないのに無理に助け
ようとすれば、その小説が嘘になってしまう」といっ
ているが、伊三次の場合、「読者にファンが多かった
人物なので、なぜ殺させたんだという投書がきた」と
いう。
こういう状況を作者は「ペンで作り上げた人物が、
ほんとうに生命を持ってしまうとしか思われないとき
があるんですよ」と語っている。
さらに池波正太郎は、自分はいままで江戸の人々の
生態を描いてきたつもりだし、作品を犯人探しや謎と
き中心の捕物帳にするつもりはなかった、といって
いるが、その意図は十分に達せられたといっていい
だろう。
また、
「おつとめ」「いそぎばたらき」といった盗賊
用語も面白く、これらのことばがあまりにピッタリし
ているので、池波の創作と知らずに勝手に使っている
作家もいるくらいである。作者は、仏の俳優・ジャン・
ギャバンが大好きで『回想のジャン・ギャバン」とい
う本まで出しているくらいだが、そのギャバンの演じ
た数々のギャング映画の感覚で、時代小説の世界には
じめて“暗黒街”という概念を持ち込んだ。作品集
『江戸の暗黒街』がその好例であろう。そして暗黒街
があれば殺し屋がいてもおかしくないとばかりに『闇
は知っている』
「殺しの掟」等で、これまた時代小説
の世界ではじめて金で殺しを請け負う人物を登場させ

た。そして、梅安ものの第一作「おんなごろし」でこ
れを“仕掛人”と呼ぶことに———。こうなると、捕
物帳の世界といっても、どこか粋でハードボイルドな
タッチを感じるのは、私だけではないであろう。
そして「犯科帳」ということば———これはもとも
と長崎奉行所の刑事判決の記録を指す地域限定のこと
ばであり、松本清張の『無宿人別帳』以後、“無宿”
ということばが定着したように『鬼平』以後、
“犯科帳”
ということばが一般に流布されるようになった。新た
な作品の筆をとるに当り、あえて捕物の二文字をはず
した作者の意図は、そのまま内容の刷新につながって
いた、というべきであろう。
しかし、はじめは、「犯科帳」ということばが一般
に馴染みがないことを懸念したのか、先代松本幸四郎
がはじめてＴＶで鬼平をやった時、「鬼平犯科帳」と
いうタイトルの上に小さく“池波正太郎捕物シリーズ”
と出ていたのを思い出す。
そしてＴＶといえば、いま記した先代幸四郎をはじ
めとして、丹波哲郎、萬屋錦之介、そして幸四郎の息
子・中村吉右衛門らが鬼平を演じており、同じエピソー
ドのものが役者を変えて、何度放送されても一向に視
聴率は落ちない。これは、『鬼平』が“歌舞伎十八番”
ならぬ、“ＴＶ十八番”（挿話数は前述の如く百を越え
るが）として、大衆の間に浸透しているからではない
のか。話は知っていても、違う役者がどう演じるか見
て見たい、という思いが明らかに観る側にあるのでは、
ないのか。
これほど愛された作品は希有というべきであろう。

平成 21 年度の事業計画と予算

文化振興事業を紹介します

平成 21 年度の事業計画と予算の概要をお知らせします。
事業内容の詳細が決定していない事業については、決まり

モネとルノワール―印象派の精華

●

セザンヌとゴーガン―ポスト印象派の光芒

②夜コース

次第協会のホームページや区のお知らせに掲載いたします。

平成 21 年度事業計画

●

講

●

マティスとピカソ―20 世紀美術の冒険

●

藤島武二と安井曾太郎―西洋美術の受容

師：ブリヂストン美術館

館長

島田

紀夫

ほか学芸員 3 名

文化振興事業
1

定

員：各コース 100 名

機関誌発行・ホームページの更新

「中央区文化・国際交流振興協会だより」を発行する
とともに、ホームページを更新し、協会の事業紹介や
最新のイベント情報をお知らせします。

20 年度文化講座

情報誌
部

数：5,500 部

（3）特別文化講演会

A4 版

発行回数：年２回発行（７月− 51 号

12 月− 52 号）

～各展覧会にあわせ、NHK と

の共催で開催（年３回程度）します～

ホームページ

なお、講演会参加者には展覧会の招待券を、お一人様

ＵＲＬ：http://www.chuo-ci.jp/

一枚差し上げます。
①ゴーギャン展

2

芸術・文化の普及

（1）コンサート

～区民に親しみやすい音楽鑑賞の

日

時：平成 21 年７月 10 日（金）開演：午後７時

場

所：月島社会教育会館

講

師：東京国立近代美術館

機会を提供します～

参加費：無料

日

時：平成 21 年 10 月２日（金）午後６時 40 分開演

定

場

所：日本橋公会堂「日本橋劇場」

内

容： 二期会マイスタージンガー「歌の花束コン

４階ホール
企画課長

中林

和雄

員：230 名

（4）古典芸能鑑賞会

～中央区に深い関わりをもつ

清元、浄瑠璃などの古典芸能を鑑賞する機会です～

サート」
参加費：1,500 円

中央区を中心に活躍されている古典芸能実演家を構成

定

員：440 名

員とする「中央区古典芸能の会」に企画・制作をお願

詳

細： 追 っ て お 知

いしています。

らせします。
平成 20 年度コンサート

日

時：平成 21 年６月 20 日（土）午後６時開演

場

所：日本橋公会堂「日本橋劇場」

内

容： 講話、対談、舞踊・大和楽、義太夫、
舞踊・清元

（2）文化講座

参加費：2,000 円

中央区に関係のある各種文化、歴史等について、専門

定

員：440 名

家の講話を聞きその理解を深める機会です。２回連続
の講座を昼と夜のコースに分けて開催します。
日

時： 昼 コ ー ス

平 成 21 年 ９ 月 2 日、9 日（ 水 ）

午後２時～３時 30 分
：夜コース

舞踊・清元

平成 21 年９月 16 日、30 日（水）
（5）文化推進事業助成

午後６時 30 分～８時
場

所：ブリヂストン美術館

内

容：
①昼コース

青海波

ホール

協会の目的とする事業を推進するため、区民が主体と
なって行う文化振興事業の後援及び事業実施に要する
経費の一部を助成します。

国際交流事業を紹介します

助成件数：15 件
助成金額：事業に要する経費の 1/2 で 10 万円が限度

（2）ボランティア活動支援
協会登録ボランティアの活動を支援するため、講習会
の開催や連絡会議などを開催します。

（6）中央区まるごとミュージアムの開催

ボランティアの種類（①、②は原則としてそれぞれの

前年度に引き続き、中央区との共催で開催します。本

事業で対応）

年度は、区内を回遊するバスや船の増便、ボランティ

①日本語ボランティア

アの活動範囲の拡大などを検討し充実を図ります。

②国際交流サロンボランティア

開催日：平成 21 年 11 月１日（日）

③通訳・翻訳ボランティア

詳

④イベントスタッフボランティア

細：8 頁参照。

⑤防災語学ボランティア
（7）文化振興プロデュースチームの検討

⑥ホームステイ・ホームビジットボランティア

「中央区文化振興プラン」の提言を受け、区民（企業、

講習会：年２回

NPO 等を含む）の自主的な文化活動の推進・拡大を
図るため、前年度に文化の専門家からなるプロデュー

（3）姉妹都市親善写真展

スチームを設置しました。本年度は、具体的な文化事

姉妹都市であるオーストラリア・サザランド市との交

業の企画・立案、文化ボランティアの育成等について

流・親善を一層深めるため、お互いの生活や風景、行

検討を進めます。

事等を紹介する写真を相互に交換し、親善写真展を開

構成員：６名

催します。

国際交流振興事業

日

時：平成 22 年２月予定

場

所：３箇所で展示（区役所１階ロビー、日本橋特
別出張所１階ロビー、月島特別出張所１階コ

1

姉妹都市等との親善及び国際化の推進

（1）国際交流のつどい

ミュニティフロア）
（4）日本語指導・交流会

区内在住・在勤の外国人に日本の伝統文化を紹介する

日本語でコミュニケーションをとることが困難な区内

とともに、外国の文化にふれ区民レベルの相互交流を

在住・在勤の外国人を支援するため、日本語教室を開

図ります。

設しています。

日

時：平成 21 年 11 月 28 日（土）正午～午後４時

場

所：築地社会教育会館

INTERNATIONAL EXCHANGE PARTY
This event is held once a year to introduce Japanese
culture in order to strive for the promotion of International
Exchange between citizens and foreign residents living in
Chuo City.
Date & Time: November 28,2009 (Sat) 12:00~16:00
Place: Tsukiji Social Education Center
Fee: Free
Experience Japanese culture!

平成 20 年度国際交流のつどい

日時

第 1、第 2、第 3 水曜日 第 1、第 2、第 3 木曜日 第 2、第 3、第 4 土曜日

時間

午後 6 時 30 分
から 8 時

場所

女性センター
（ブーケ 21）

午前 10 時～
11 時 45 分
協会講習室

午前 10 時～
12 時
協会講習室

JAPANESE LANGUAGE CLASSES
Chuo Cultural and International Exchange Association
(CCIEA) offers Japanese Language classes by volunteer
teachers.

日本語教室

予算を紹介します

Class

Wednesday Class Thursday Class

SaturdayClass

Schedule

Every 1st,
2nd& 3rd
Wednesday

Every 1st,
2nd& 3rd
Thursday

Every 2nd, 3rd
& 4th Saturday

Time

18:30~20:00

10:00~11:45

10:00~12:00

Place

Chuo-ku
Women’s Center
“Bouquet21”,
4th fl. Work
room, (1-1-1
Minato, Chuoku, Tokyo)

CCIEA Office
3rd fl.Lecture
Room, (1-1324 Shintomi,
Chuo-ku,
Tokyo)

CCIEA Office
3rd fl.Lecture
Room, (1-1324 Shintomi,
Chuo-ku,
Tokyo)

Fee

Fee About ¥2,500(no fee for the lesson,only for the textbook)

事に参加し、記念品の贈呈を行っています。
（7）国際交流推進事業助成
協会の目的とする事業を推進するため、区民が主体と
なって行う国際交流推進事業の後援及び事業の実施に
要する経費の一部を助成します。
助成件数：４件
助成金額：事業に要する経費の 1/2 で 10 万円が限度
（8）日本語指導者養成講座
区内在住・在勤の外国人に対し日本語を教えるボラン
ティアを養成するために開催します。

（5）国際交流サロン

日

時：７月 22 日、25 日、29 日、８月１日、５日、
８日、12 日

外国人と日本人が気軽に交流が出来る場を提供しま

水曜日は、午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分まで

す。ボランティアによる企画・運営により懇談、区内

土曜日は、午前 10 時～午後 3 時まで（途中休

散策、料理教室、七夕、等を実施しています。
実施日：4月11日、
5月16日、6月13日、7月11日、8月29日、
9月12日、
11月1日、12月12日、22年1月16日、2月
20日、
3月13日
場

所：協会講習室等

INTERNATIONAL EXCHANGE SALON
In this salon, both Japanese and non-Japanese residents
can enjoy free and open communication with each other.
For the people who want to make a lot of friends and who
want to enjoy conversation in Japanese and experience of
Japanese culture, various events such as Tanabata, cooking,
excursion, etc. are scheduled to take place. Why don’t you
come and join us?
Date: Apr. 11, May 16, Jun. 13, Jul. 11, Aug. 29, Sept.12,
Nov. 1, Dec. 12, Jan.16, 2010, Feb. 20, 2010, and
Mar. 13, 2010.
Time: Basically 13:30 p.m.~15:30p.m. (varies depending
on the events)
Place: Lecture Room of CCIEA Office
Fee: Free
For more information, contact CCIEA.

計７日間

憩 1 時間）計 20 時間
場

所：協会講習室

講

師：明海大学外国語学部

定

員：30 名

講師

西川

寛之

（９）日本語フォローアップ講座
外国人に日本語を教えるボランティアの指導力を高め
るため、フォローアップ講座及びステップアップ講座
を開催します。

平成２１年度予算
＜収入＞
科

目

事業収入

予算額（円）

説

明

1,204,000 コンサート、古典芸能鑑賞会参加費等

区補助金

87,678,000 区からの補助金

寄付金

1,000

雑入

30,000 預金利子

収入合計

88,913,000

＜支出＞
科

目

事業費
文化振興費
国際交流振興費
管理費
人件費

サルサダンス

（6）外国客船歓迎式
東京港晴海埠頭に着岸する外国客船の入港時の歓迎行

管理運営費
予備費
支出合計

予算額（円）

説

明

49,447,000
43,623,000 文化振興事業に要する経費
5,824,000 国際交流振興事業に要する経費
37,466,000
33,559,000 職員の給与に関する経費
3,907,000 理事会、事務費等
2,000,000
88,913,000

中央区
粋・ 活 き

●特定非営利活動法人「トリトン・アーツ・ネットワーク（ＴＡＮ）
」

さまざまな音楽活動を通じて、
地域の方への文化的支援と新しい
街づくりを目指しています

トリトン・アーツ・ネットワーク（ＴＡＮ）

ひと

シリーズで、文化振興・国際交流の推進に活躍している方や団体をご紹介します。
シリーズで、文化振興・国際交流の推進に活躍している方や団体をご紹介します。

●プロフィール
2001 年 4 月に設立。第一生命ホールを拠点に､
特に晴海、勝どき、月島を中心として「芸術活
動」と「コミュニティ活動」を 2 本柱とし､ さ
まざまな音楽活動によって文化的支援と新しい
街づくりを目指す｡ 7 月 25 日には年に一度の
ホールのお祭り『オープンハウス』､ 9 月 10 日
にはＮＨＫ連続テレビ小説『瞳』のメインテー
マ曲を演奏したトロンボーン奏者・中川英二郎
氏が出演する『630 コンサート〜充電の 1 時間』
を開催。詳細はＴＡＮのホームページ［http://
www.triton-arts.net］で。

トリトン・アーツ・ネットワーク、
通称「ＴＡＮ」は、2001 年４月に
都より認証を受けた特定非営利活動
（ＮＰＯ）法人。同年 11 月、晴海ト
リトンスクエア内に開館した第一生
命ホールを拠点に、ホールでの自主
企画事業のほかに音楽による地域へ
のコミュニティ活動も行っていま
す。ＴＡＮの運営スタッフの方にそ
の具体的な活動内容についてうかが
いました。
ＴＡＮには３つのミッションがある
ということですが？
ＴＡＮ ホール公演とコミュニティ
活動によりクラシック音楽を「広め
る」
「創る」
「育てる」という３つの
ミッションを元に活動しています。
ホール公演では、芸術性の高い公演
を「創る」
“クァルテット・ウィー
クエンド”と“ライフサイクルコン
サート”
があります。クラシックファ
ンだけでなく、子育て中のご家族に
向けた『育児支援コンサート』
、シ
ニアのご夫婦対象の『ふたりでコン
サート』など、あらゆる層のお客様
に「広める」ことも実践しています。
また「育てる」では、
弦楽合奏の『ア
ドヴェントセミナー』を１２月に開
講し、若い音楽家を支援しています。
そのようなホール公演事業のほかに、
地域に密着したコミュニティ事業を
行って「広める」ことをされていま
すね。
ＴＡＮ ホール設立当時から音楽を
通じて地域のコミュニティへの積極
的な活動を行っています。その中で
「アウトリーチ」は中心的な活動の
一つ。中央区を中心に近隣の小学校
や幼稚園、病院、特別養護老人ホー

ムなど、音楽を必要としているけれ
ど、普段なかなかホールに来られな
い方たちに手を差し伸べて音楽をお
届けしています。
みなさんの反応はいかがですか？
ＴＡＮ 昨年は小学校へは 12 回う
かがったのですが、小学生向けとは
言えかなり本格的な音楽を聴いても
らうようにしています。口をポカン
と開けて聴き入ったり、自然に体を
揺らしたりと子供たちは正直。その
分、こちらも本気で演奏しないと反
応が返ってこないので、アーティス
トも学ぶものが大きいようです。老
人ホームでは涙を流して感動される
方もいました。

それらの活動はサポーターと呼ばれ
るボランティアの方もお手伝いされ
ているとか。
ＴＡＮ 現在、サポーターは主婦や
定年退職された方を中心に 70 名ほ
どいらっしゃいます。コンサート当
日の受付やプログラム配布、オープ
ンハウスの企画・運営、アウトリー
チのお手伝いなど、ＴＡＮの活動を
支えてくださる力強い存在です。Ｔ
ＡＮの活動には「街づくり」という
テーマもあるのですが、サポーター
への参加やコンサートなど、音楽
が中央区の方たちの交流のツール
となればうれしいですね。

© 大窪道治

文化芸術の秋に、区民の皆様をはじめ大勢の方々に中央区の
さまざまな文化的な魅力を体験していただけるよう、中央区と中央区
文化・国際交流振興協会の共催により第 2 回目の「中央区まるごとミュージアム」を開催します。
名所・旧跡を巡るまち歩きや美術館・画廊での美術鑑賞、文化団体等による作品展など各種のイベントが行わ
れる予定です。また、各会場を回遊できるよう無料のバスと船を運行します。ぜひ参加していただき、中央区の
文化的な魅力をお楽しみください。
日時

平成 21 年 11 月 1 日（日）概ね 10：00〜17：00

主催

中央区、中央区文化・国際交流振興協会

会場

中央区全域

昨年（第 1 回）の文化事業
●まち歩き（
「日本橋」
「築地・明石町」
「佃・月島」の

3 コース）

●中央区民文化祭作品展
●ヘブンアーティスト

in まるごと
CHA CHA in つきじ
●「大きな絵の展覧会ですなぁ」どすえ。ふたたび
●郷土天文館特別展「甦る文明開化〜日本橋・銀座・築地〜」
●バリアレス・ハートギャラリー
ドキ！ほっ！あったかーい！
●アフタヌーン・ギャラリーズ
●国際交流サロン
●第 15 回中央区産業文化展（へそ展）
●銀座将棋まつり
●美術館鑑賞会（ブリヂストン美術館、三井記念美術館）
●晴海インフィオラータ 2008 in Triton
●日本橋美人博覧会
●銀座スペース・デザイン・コンペティション受賞作品展示
●銀座あおぞら DE アート
●きもの・和・日本橋
●日本銀行「にちぎん体験」
●薬研堀講談の会
●あーと・de・CHA

バスルート（区内巡回）
バスルート（日本橋〜晴海）
船ルート

役員名簿（平成 21 年 6 月 17 日理事会で選任された新役員です）
表 紙

幼なじみ しもた屋

小川幸治

「しもたや」と呼ばれる東京下町に多い家並。引き戸の玄関
先には植木が置かれ、格子の出窓に鉢植えや金魚鉢が並び、
家人やご近所、往来する方たちをも楽しませている。関東大
震災後、畳店だったものが、住宅となったが、戦火を免れた
たたずまいは、昭和の時代を語りついでいる。アスファルト
の道路面は蠟石描きの子供たちの世界。

特集3回シリーズ「捕物帳の世界」は、50号の高橋千剱破氏につづ
き、文芸評論家縄田一男氏に執筆いただき2回にわたり連載いたし
ます。「ひと 粋・活き」では、文化活動をしている団体、TAN
の紹介です。いろいろな人たちと音楽が出会い、幸せになる機会
作りの活動ですので、ぜひ皆様もクラシック音楽を楽しんでくだ
さい。
昨年に続き「中央区まるごとミュ−ジアム」を開催します。皆様
のご参加をお待ちしております。各イベントの関係者の皆様やボ
ランティアの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

理事長
副理事長
理 事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
監 事
〃

古屋 勝彦
高橋 邦夫
細田安兵衛
重盛 永造
水野 雅生
高橋 英昭
中條 洋平
畑井 健良
小堀 章三
柴崎 仁久
小畑 栄三
百瀬 修至
星野 孝一
猪股 幸治
根本長兵衛
高橋 春雄
小泉 典久
小池 正男
則武 久子
西川 昭男

東京商工会議所中央支部顧問
中央区副区長
中央区観光協会副会長
中央区商店街連合会会長
中央区工業団体連合会会長
東京日本橋東ロータリークラブ会長
東京銀座ライオンズクラブ元会長
京橋地域町会連合会副会長
日本橋地域町会連合会会長
月島地域町会連合会会長
中央区文化連盟会長
中央区体育協会理事長
中央区 PTA 連合会会長
東京青年会議所中央区委員会委員長
日仏メディア交流協会副会長
中央区教育長
中央区企画部長
中央区区民部長
中央区女性海外研修者の会元会長
中央区会計管理者
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