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平家物語における平清盛の役割
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平家物語における
平清盛の役割
私は昨年、
「中央区文化・国際交流振興協会」様より、
私が製作した DVD 原典「平家物語」の一部上映と、過
去全国各地で開催した語りと琵琶演奏による舞台公演を
中央区「日本橋社会教育会館」で上演して欲しい旨の依
頼を受けました。尋ねてみますと、
中央区には「水天宮」
があり、｢水天宮｣ には「平家物語」に記された安徳帝
や建礼門院、清盛の妻 ｢二位の尼｣ がお祀りしてある。
そのご縁で「区民の人達の為に『平家物語』を上演した
い」との依頼でした。
大勢の方々に観て聴いて頂きたく製作したもので、私
に異論はあろうはずがなく、了承した経緯があったので
すが、上演の際、私に「その説明もしてほしい」との事
でした。
私は人様の前で話す事は昔から大変苦手で、まして文
学者でも平家物語の研究者でもないし「それはふさわし
くない」と固辞したのですが、
「DVD の製作の際に苦労
したこと等でもいいから」という事で経緯は色々あった
のですが恥を覚悟で、お引受致しました。そしてその内
容が「平家物語における平清盛の役割」というタイトル
でした。今ここでこのような文章を書かせて頂いている
のもこうした事情によるものです。何卒不相応で厚顔無
恥な私をお許し願いたいと思います。
私が DVD 製作するに当たって最も悩んだ事は実は
「平清盛」の事だったのです。清盛をどの様に描くか、
スタッフミーティングでは様々な意見とその理由が出た
のですが紆余曲折の上、結論としては「原文通りの解釈
で作者の意図するところでいいのではないか」というこ
とで落ち着きました。
平家物語の序章「祇園精舎」の中で作者は「平清盛」
について次のように語っています。
さきの
『六波羅の入道、前太政大臣「平朝臣清盛公」と申し
ことば
し人の有様、伝へ承るこそ、心も詞も及れね。
』つまり
清盛という人は伝え聞くところによると、人の考えにも
及ばない、とてつもない人物で、言葉ではとても言い表
せないぐらい常識を越えた破天荒な巨人だと言っている
のです。
「平家物語」は全十三巻、一九二章段に及ぶ大
長編物語です。この物語の大部分の章段に、直接あるい
は間接的に係わっている人物「平清盛」を作者は冒頭の
章段に於いてこの様に紹介しています。
平家物語は、平安時代の末期、古代から中世へと移り
変わる激動の時代を綴っていく歴史物語です。
登場する人物は全て実在した人達であり、物語の中で
繰り広げられる事件は、作者のフィクションではなく、
全て実際に起こった事件です。
平清盛という人も当然、歴史上実在の人物で、貴族の
社会から武士へ実権が移る時代への橋渡し的役割を果た
した人とも言えます。東京大学名誉教授で歴史学者の五

NPO 法人
原典「平家物語」
を聴く会 代表

橘 幸治郎

味文彦先生はその著書の中で「鎌倉幕府を開いた源頼朝
に比べて平清盛について述べた資料はあまりにも少ない
というのが実情です。頼朝については「吾妻鏡」という
資料としては比較的有効な歴史書を初めとして頼朝を記
した文章は数多く存在しています。平清盛については、
平家物語をたどる以外、これまでは平清盛という人物を
知る方法はあまりなかった」と述べられています。
平家物語は、平家一族の興亡を描いた物語です。その
中に描かれる平家一族の中心人物が平清盛です。
仁安二年一一六七年、清盛は臣下としては最高位であ
る従一位太政大臣に就任します。平家一族の繁栄振りは
大変なものでした。
歴史上の人物としての清盛像は、武家集団の平家一族
の頭領としての姿があります。清盛は既存の勢力を押さ
え込みながら次第に権力を握っていった人でしたが、武
士の時代へ移り変わる前に病死してしまいます。
清盛の死後、平家に代わって登場してきたのが源氏で
す。その頭領が頼朝です。頼朝は鎌倉に幕府を開いて、
武士の政治を史上初めて行なうと言う事になります。
清盛は天皇の臣下としての従一位太政大臣という立場
で行政や政治に参加するのですが、頼朝は武士としての
地位、征夷大将軍として政権を握ります。
では、平家物語が伝える清盛という人物はどの様に描
かれているのでしょうか。
平家物語の作者は、清盛という人物を悪行の人として
描き出しています。
時代の流れの中で勢力を伸ばしてきた平家一族は、保
元・平治の乱で巧みに勝者方について戦功を上げ、その
結果発言力も増し、既存の様々な貴族達を押しのけて平
家一族は破格の昇進を果たしていきます。
平家物語巻一「吾身栄華」の中で清盛の息子、重盛・
宗盛が左右の大臣に昇進した事をあげて、次の様に平家
一族の立身出世を語ります。
『兄弟左右に相並ぶ事、わずかに三四箇度なり。（中略）
是皆摂禄の臣の御子息、凡人にとりては、其例なし。殿

平成 24 年度文化講座「平家物語」

上の交をだにきらはれし人の子孫にて、
禁色雑袍をゆり、
りょうらきんしゅう
綾羅錦繍を身にまとひ、大臣の大将になって、兄弟左右
に相並ぶ事、末代とはいひながら、不思議なりし事ども
なり。
』と作者は平家一族の行き過ぎを批判的に、この
章段を書き上げているのが伝わってきます。また作者は
次の様に筆を進めます。
『日本秋津島は、僅かに六十六
箇国、平家知行の国、三十余箇国、既に半国にこえたり。』
平家一族の統治が及ぶ所が国の半分を超えたというので
す。平家一族の頭領は清盛です。清盛という人物は奢り
高ぶり、結果、傍若無人となって傲慢不尊な人物として
数々の悪行を作者は描きます。
平家物語巻一「祇王」の章段の書き出しで次の様に述
べます。
『入道相国（清盛）
、一天四海を、たなごころの
うちににぎり給ひしあひだ、
世のそしりをもはばからず、
人の嘲をもかへりみず、不思議の事をのみし給へり。』
平家物語巻一
「殿下乗合」
の章段で、
平清盛の孫である、
資盛が付き人を数人召し連れて、摂政藤原基房の行列に
行き合った際、下馬の礼をとらないで行列を駆け破って
通ろうとした。基房の一行は資盛達を馬から引きずり落
として散々な目に遭わせた事が祖父清盛の耳に入り、怒
った清盛は資盛を戒めるどころか摂政一行に仕返しをす
ることを家来に命じます。清盛の家来達は摂政一行が門
を出て通りに出る際、待ち伏せして行列に襲いかかり基
房をはじめ家来の人達のまげを切って、著しい恥をかか
すという暴挙を行ないます。この事件を作者は次の様に
述べています。
『忠仁公、昭宣公より以降、摂政関白の
かかる御目にあはせ給ふ事、いまだ承り及ばず。これこ
そ平家の悪行のはじめなれ。
』
この後作者は次々と清盛の傲慢な態度を描き出し、平
家の人達の悪行を述べていきます。
平家物語の清盛の悪行を分類すると「王法破滅行為」
を指すもの八例、
「仏法破滅行為」を指すもの三例、そ
して両方を含むもの二例と十三例取り上げています。清
盛の晩年、後白河法皇と対立し、法皇を鳥羽に幽閉した
事件等は当然、
「王法破滅行為」に属する悪行として作
者は取り上げています。｢仏法破滅行為｣ は奈良を攻め
たてて東大寺、興福寺等焼いた事件は正に、
「仏法破滅
行為」としての悪行に数えられ、
「清盛」が「熱ち死」
という熱病で最期を迎えることと因縁づけ、悪行の報い
としています。
しかしながら五味文彦先生は、その著書の中で歴史上
の人物としての、平清盛を次の様に記しておられます。
「常に政治的な脱皮を繰り返しながら、武家の地位を
高めていったのが清盛である。それ故に後世の武人政治
家は清盛を範とするようになった。頼朝は武家の権力を
東国に築いたが常に平氏に前例を求めており、また足利
義満も清盛に習いつつ朝廷の権力を握ろうとしていった
のである。
」
そしてこう続けられています。
「実力で政権を奪う時代としての中世を切り開いた人
物こそ ｢清盛｣ であった。朝廷の政治世界に武家の地位
を確立させたのも清盛である。
」と清盛を評されています。

語り芝居「敦盛最期」 岡橋和彦（語り）設楽瞬山（笛）

歴史上の人物と歴史的文学の「平家物語」の清盛、少
し複雑で分かりにくいですが、清盛を悪行の人として描
いた平家物語の作者は、その作品の中で私達に様々なサ
インを送りながら「清盛」という人物の実像を後世に伝
えました。
ここに一つ例を挙げます。
平家物語の冒頭の祇園精舎の章段で作者は、
『遠く異
朝をとぶらへば（中略）是等は皆旧主先皇の政ごとにも
従はず、楽みをきはめ、諫をも思ひいれず、天下の乱れ
む事をさとらずして、民間の愁ふる所を知らざっしかば、
久しからずして、亡じにし者どもなり。』と外国の例を
あげて「一時権力を握った人達も悪政を行なえば皆、長
くは続かずすぐに滅びた」と言い切っています。
文章はこの句の部分と対句の様な形で近く本朝をうか
がふに・・・と、我が国の先例としての悪政をあげてい
ますが、清盛についてはいきなり文体が変わります。清
盛も亡じにし者として表現されるべきところ、
『前の太
政大臣平朝臣清盛公と申しし人の有様承るこそ、心も詞
もおよばれね。』としているのです。DVD 原典「平家物語」
の監修をお願いした元早稲田大学名誉教授、故梶原正昭
先生は、著書の中でこの部分を鋭く指摘して作者の心の
動揺が文章の乱れを生じさせたと解説されています。こ
の事は私にとっても、とても興味深く、作者の想いの中
に引きずりこまれるような衝撃をこの冒頭の部分で受け
たのを覚えています。以後、清盛の行為を別の角度から
常に見る習慣が出来てしまいました。
平家物語は我が国が誇る最高の古典文学です。美しい
文章から醸し出される情感溢れる世界は「人間とは何か」
「生とは何か」｢死とは｣ と次々に極限の問いかけを読者
に浴びせかけてきます。
清盛が現代の私達に伝えようとしているものもまた平
家物語の中に静かに読者の訪れを待っているようです。
※文中使用している平家物語は、全て（覚一本）です。
橘 幸治郎 プロフィール
1997 年原典「平家物語」を聴く会を発足。
1998 年趣旨の賛同を得た芸能者とともに、語
りの実践に取り組む。2002 年第１回「平家物
語の夕べ」開催。その後、2012 年 12 月まで
全国各地にて 27 回にわたり、舞台公演、ワー
クショップなどの活動を行う。2010 年原典
「平
家物語」を聴く会が NPO 法人として認可され、
NPO 法人 原典「平家物語」を聴く会となる。

平成２5 年度の事業計画と予算

平成 25 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。

文化振興事業を紹介します

講

師：イヤホンガイド解説員、人形浄瑠璃文楽座
技芸員

場

所：日本橋社会教育会館８階ホール

定

員：昼の部、夜の部、各 200 名

平成 25 年度事業計画
文化振興事業
1

平成 24 年度文化講座

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

（3）特別文化講演会

〜展覧会に関する講演会を NHK

ともに、ホームページを更新し、協会の事業紹介や最新

との共催で開催（年 3 回程度）します～

のイベント情報をお知らせします。

講演会参加者には展覧会の招待券を、お一人様一枚差し

情報誌

上げます。

部

数：5,500 部

①国宝 大神社展

A4 版

日

時：平成 25 年 4 月 16 日（火）午後 7 時開演

ホームページ

場

所：月島社会教育会館 4 階ホール

URL：http://www.chuo-ci.jp/

講

師：東京国立博物館学芸企画部博物館教育課

発行回数：年 2 回発行（7 月− 59 号

2

12 月− 60 号）

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機

教育講座室長

丸山士郎

参 加 費：無料
定

員：240 名

会を提供します～

②ルーヴル美術館

日

時：平成 25 年 10 月 4 日（金）午後 6 時 40 分開演

日

時：平成 25 年７月 17 日（水）午後 7 時開演

場

所：日本橋公会堂「日本橋劇場」

場

所：日本橋公会堂「日本橋劇場」

内

容：前 田憲男のジャズが好き～名シェフが贈る

講

師：美術ジャーナリスト

ジャズフルコース！～

定

参 加 費：1,500 円
定

員：424 名

詳

細：追ってお知らせします。

斎藤陽一

参 加 費：無料
員：424 名

（4）古典芸能鑑賞会

～中央区に深い関わりをもつ舞

踊、浄瑠璃などの古典芸能を鑑賞する機会です～
中央区を中心に活躍されている古典芸能実演家を構成員
とする「中央区古典芸能の会」に企画・制作をお願いし
ています。

（2）文化講座

平成 24 年度コンサート

日

時：平成 25 年 6 月 15 日（土）午後 5 時開演

場

所：日本橋公会堂「日本橋劇場」

内

容：講話、囃子、舞踊・長唄
ぽれ、舞踊・長唄

鷺娘、落語とかっ

かちかち山。

各種文化、歴史等について、専門家の講話を聞きその理

参 加 費：2,000 円（中学生以下は 1,000 円）

解を深める機会です。今年度は「文楽」をテーマに、基

定

員：382 名

本知識についての講座や太夫・三味線・人形の三業によ
る実演により、文楽の世界を体験します。
第 一 回
日

時：平成 25 年 12 月 10 日（火）
昼の部

午後３時～４時 30 分

夜の部

午後６時 30 分～８時

第 二 回
日

内

時：平成 25 年 12 月 17 日（火）
昼の部

午後３時～４時 30 分

夜の部

午後６時 30 分～８時

容：文化講座「文楽を知る」

平成 24 年度古典芸能鑑賞会
（5）文化推進事業助成
協会の目的とする事業を推進するため、区民が主体と

国際交流事業を紹介します

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。
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
（6）中央区まるごとミュージアムの開催
区民や区外参加者の方々が区内をバスや船で回遊しなが
ら、民間の文化事業を含む区内のさまざまな文化的な魅
力を楽しみ享受できる文化イベント（第 6 回）を中央区
との共催で開催します。
開 催 日：平成 25 年 11 月 4 日（月・振替休日）
詳

細：8 頁参照

（7）文化振興プロデュースチーム

(2) 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 and tea ceremony are
scheduled to take place. Why don’t you come and join us?
Date: once a month (11 times a year)
Time: Basically Saturday afternoon (varies depending on the
events)
Place: Lecture Room of CCIEA Office
Fee: Free
For more information, contact CCIEA.

「中央区文化振興プラン」の提言を受け、区民（企業、
NPO 等を含む）の自主的な文化活動の推進・拡大を図
るため、
平成 20 年度に文化の専門家からなるプロデュー
スチームを設置しました。今後も、具体的な文化事業の
企画・立案、文化ボランティアの育成等について検討を
進めます。

国際交流サロン

構 成 員：6 名

国際交流振興事業
（1）国際交流のつどい

（3）日本語教室
日本語でコミュニケーションをとることが困難な区内在
住・在勤の外国人を支援するため、日本語教室を開設し

外国人と日本人との文化交流の促進と相互理解を深める

ています。また、教室参加希望者の増加や多様化する要

ため、年に 1 度開催しています。

望に対応するため、ボランティア主催による教室の支援

日

時：平成 25 年 11 月 16 日（土）正午～午後 4 時

も行っています。

場

所：築地社会教育会館

内

容：伝統文化体験、国際交流サロン、懇談、防災
コーナー等

(1) INTERNATIONAL EXCHANGE PARTY
This event is to be held once a year to promote cultural
exchange as well as deepen mutual understanding between
Japanese and foreign residents.
Date & Time: Sat, November 16, 2013 12:00 – 16:00
Place: Tsukiji Social Education Center
Fee: Free

日本語教室
［協会主催の日本語教室］
教室

水曜日教室

木曜日教室

土曜日教室

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〜 8 時

場所 女性センター（ブーケ 21）

午前 10 時〜11 時 45 分

午前 10 時〜 12 時

協会講習室

協会講習室

［協会が支援する日本語教室］
平成 24 年度国際交流のつどい

教室

ワールドフレンズ
日曜にほんごクラブ

日本語おたすけたい

日時

毎週日曜日

月曜日（月 3 回）

月島日本語倶楽部
毎週火曜日

時間 午前 10 時～ 11 時 30 分 午後 7 時～ 8 時 30 分

午前 10 時～ 12 時

外国人と日本人が気軽に交流が出来る場を提供します。

場所

日本橋社会教育会館

日本橋社会教育会館

月島社会教育会館

ボランティアによる企画・運営により懇談、お茶を体験、

教室

日本語コミュニケーション・
パートナー

銀座日本語教室

にほんご生活

第 1・2・3 火曜日

第 1・2・3 水曜日

毎週土曜日

（2）国際交流サロン

七夕、等を実施しています。
日

時：毎月 1 回
（年 11 回）
原則として土曜日の午後。

場

所：協会講習室他

日時
時間
場所

午後 7 時～ 8 時 30 分 午前 10 時～11 時 30 分 午後 2 時～ 3 時 45 分
新富区民館

築地社会教育会館

レインボーハウス明石

予算を紹介します

(3) JAPANESE LANGUAGE CLASSES
Chuo Cultural and International Exchange Association
(CCIEA) offers Japanese Language classes by volunteer
teachers. Besides, we sponsor the classes which are hosted
by volunteers in order to meet various demands of increasing
students.

（6）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。
ボランティアの種類（①、②は原則としてそれぞれの事
業で対応）
①日本語ボランティア
②国際交流サロンボランティア
③通訳・翻訳ボランティア

I Japanese Classes that we host:
Class

Wednesday Class

Schedule

The 1st, 2nd & 3rd
Wednesdays

Thursday Class

Saturday Class

The 1st, 2nd & 3rd
Thursdays

The 2nd, 3rd & 4th
Saturdays

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, Chuo-ku, 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)

II Other Japanese Classes that we sponsor:
World Friends Sunday
Japanese Club

Class
Schedule

Every Sunday

Tsukishima
Nihongo Club

Nihongo Otasuketai
Monday
(3 times per month)

10:00~11:30

19:00~20:30

10:00~12:00

Place

Nihonbashi Social
Education Center
(Nihonbashi Elementary
School Complex Facility
7th-9thfl.,1-1-17
Nihonbashi-ningyocho
Chuo-ku, Tokyo)

Nihonbashi Social
Education Center,
(Nihonbashi Elementary
School Complex Facility
7th-9thfl.,1-1-17
Nihonbashi-ningyocho
Chuo-ku, Tokyo)

Tsukishima Social
Education Center,
(Tsukishima Community
Center 4th and 5th fl.
4-1-1 Tsukishima,
Chuo-ku, Tokyo)

Partners of
NIHONGO
Communication

Ginza Japanese
Language Class

Schedule

The 1st, 2nd & 3rd
Tuesdays

Time
Place
Fee

10:00~11:30

Every Saturday

講 習 会：年 2 回
（7）姉妹都市親善写真展
姉妹都市であるオーストラリア・サザランド市との交流・
親善を一層深めるため、お互いの生活や風景、行事等を
紹介する写真を相互に交換し、親善写真展を開催します。
日

時：平成 26 年 2 月予定

場

所：3 箇所で展示（区役所、日本橋区民センター、
月島区民センター各 1 階）

（8）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事
に参加し、記念品の贈呈を行っています。
（9）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
助成件数：3 件
助成金額：事業に要する経費の 1/2 で 10 万円が限度

14:00~15:45

Shintomi Community Tsukiji Social Education Rainbow House Akashi
Hall (1-13-24Shintomi, Center, (4-15-1 Tsukiji (1-6 Akashicho, Chuoku, Tokyo)
Chuo-ku, Tokyo)
Chuo-ku, Tokyo)
Fees differ depending on the class.

平成 25 年度予算
＜収入＞
科

目

予算額（円）

事業収入

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
アを養成するための講座です。
日

時：6 月 18 日～ 7 月 30 日

場

所：協会講習室または新富区民館

講

師：明海大学外国語学部

定

員：30 名

15 回（30 時間）
講師

西川寛之

（5）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

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

（4）日本語指導者養成講座

催します。

⑥ホームステイ・ホームビジットボランティア

経費の一部を助成します。
Nihongo Seikatsu

The 1st, 2nd & 3rd
Wednesdays

19:00~20:30

⑤防災語学ボランティア

Every Tuesday

Time

Class

④イベントスタッフボランティア

86,436,000 区からの補助金

寄付金

1,000

雑入

30,000 預金利子

収入合計

87,671,000

＜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
管理運営費
予備費
支出合計

予算額（円）

説

明

49,697,000
43,672,000 文化振興事業に要する経費
6,025,000 国際交流振興事業に要する経費
37,474,000
33,812,000 職員の給与に関する経費
3,662,000 理事会、事務費等
500,000
87,671,000

中央区
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。

粋・ 活 き

障害を持つ方々の絵画作品を通じて
皆の心の障壁を解消！
国内外でギャラリー展示を行っています

バリアレス・ハート
実行委員会

●プロフィール
2001 年 6 月に、障害を持つ方々と
の心の障壁を解消して、お互いの心
を理解するコミュニケーションの場
をつくることを目的に、活動を開
始。同年、12 月 9 日「障害者の日」
に、羽田空港スカイギャラリーにて、
障害者の方々の絵画作品を展示す
る「バリアレス・ハートギャラリー」
を開催。以降、年１〜２回、日本各
地で展示イベントを行い、今年 6 月
の 展 示 で 第 24 回 を 迎 え た。2008
年からは、
“中央区まるごとミュー
ジアム”にも毎年参加している。

中央区主催の文化振興イベント“中
央区まるごとミュージアム”で絵画

評価も高く、大使館の方から「うち
の国でも」とお声がけをいただくこ

作品の展示などを行い、障害を持つ
方々とイベント参加者との心のふれ
あいの場を作っている「バリアレス・

とも少なくありません。多くの方が、
「バリアレスの絵を見ると心が温かく
なる」と言ってくださいます。曇り

ハート」
。設立の経緯や活動について、
代表を務める奥貴江子さんにお話を
伺いました。

のない心で描かれる作品たちが、ホッ
とする空間を作り出しているので
しょうね。

「バリアレス・ハート」はどのような
経緯で結成され、活動を始めたので
しょうか？

また、展示を見てくださった方々
との出会いから、作品が教科書の表
紙として採用されたり、国立印刷局

近年「バリアフリー」の精神が広
まり、街なかでは段差がなくなった
り、エレベーターが設置されたりと、
物理的な障害は解消されてきました。

からアートブックが発行されたりし
ています。こうして障害を持った方々
の活躍の場が広がることが、とても
嬉しいです。

しかし、それだけでなく、障害を持っ
ている方、体が不自由な方、お年寄り、

そのほかに、
「バリアレス・ハート」
では、ひまわりを利用した土壌改良

お子さん、健康な方など、皆の心に
ある障壁を取り除くことこそが重要
です。そんな想いから「バリアレス・
ハート」という構想が始まりました。
親交のあった寛仁親王殿下のご教授
により、結成を後押ししていただき、
2001 年から活動しています。じつは
「バリアレス・ハート」のロゴも殿下
のアイデアです。
具体的にはこれまで、どんな活動を
されてきたのでしょうか？
障害を持つ方々の絵画作品を集め
た「バリアレス・ハートギャラリー」
という展示を、年に１〜２回行って
います。羽田空港にあるギャラリー

を推進する「全国ひまわりプロジェ
クト」も組織。ひまわりの植樹活動
などを行っています。
今後の活動予定を教えてください。
今年の“中央区まるごとミュージ
アム”では、来場者参加型の企画を
考えています。皆で描いた絵を張り
合わせて、100m × 100m にも及ぶ世
界で一番大きな 1 枚の絵を作る計画
です。これは、2016 年のブラジル・
リオ五輪の会場で展示される予定で
す。また、国連本部のロビーギャラ
リーでの展示の予定もあり、それに
向けて 200 〜 300 点の作品を集めて
いきたいと思っています。

を中心に、東京証券取引所や博物館、
商業施設など、横浜、長野、四国、
遠くはロサンゼルスまで、国内外で
展示を行ってきました。海外からの

これからも、障害を持った方々の
発表の場を作り、皆の心の障壁がな
くなるよう、活動を続けていきます。

今年 5 月から開催された「第 24 回バリアレス・ハートギャラリー」
。
レセプションでは、全盲のヴァイオリニストとピアニストの演奏も。

応募された作品はすべて展示するのが
モットー。

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、第６回の「中
央区まるごとミュージアム」を開催します。
本年も、名所 ･ 旧跡を巡るまち歩きや美術館 ･ 画廊での美術鑑賞、文
日 時

平成 25 年 11 月４日（月・振替休日）
概ね 9：00 ～ 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

化団体等による作品展など各種のイベントが行われますので、ぜひ、区
民の皆様を始め大勢の方々に文化芸術の秋、無料で運行するバスや船に
乗って区内を回遊しながら、中央区の文化的な魅力をお楽しみください。
当日は、江戸バスも無料で乗車できます。
ここでは、昨年実施された文化事業をご紹介いたします。
① ブリヂストン美術館美術展鑑賞会
② 三井記念美術館美術展鑑賞会
③ アフタヌーン・ギャラリーズ by 画廊の夜会
④ 銀座アンティーク＆ＫＩＭＯＮＯまつり
⑤ 銀座あおぞら DE アート
⑥ 銀座将棋まつり
⑦ ひま？ならヒマラヤ！～ネパール・ヒマラヤ小
学校応援プロジェクト
⑧ 発見！奥野ビル
⑨ 郷土天文館「タイムドーム明石」開催イベント
⑩ リリ・レイ東京シャンソンアカデミーによる
フランス原語シャンソンコンサート
⑪ つきじＴＡＳＳぎゃらりー若松屋「昭和レトロ
がらくた展～六丁目の夕日」
⑫ 中央区民文化祭 築地社会教育会館作品展
⑬ バリヤレス・ハートギャラリー ドキ！ほっ！
あったかーい
⑭～⑯ いきいき館まつり
⑰ にちぎん体験 2012
⑱ 薬研堀講談の会
⑲ 凧の博物館 特別無料開放
⑳ CET TRIP
㉑ トルナ－レライブコンサート
㉒ 人力車体験
㉓ 晴海フラワーフェスティバル 2012 in Triton
㉔ 第 17 回中央区産業文化展（へそ展）
㉕ 月島図書館開館 100 周年記念展示会「月島図書館
100 年のあゆみ展」
㉖ 作って遊ぼう！「たいこの仲間とわくわく音楽会」
㉗ アートはるみでサイエンス
	〜よもう あそぼう かがくのほん〜
㉘ 晴海客船ターミナル オータムフェスティバル
㉙㉚ ヘブンアーティスト
この他に事前予約イベントもあります。

表 紙

銀座の泰明小学校
小川 幸治

歴史とモダンを秘めた銀座の街は、今日もデパート
や海外ブランドの店がならび、賑わいをみせる。
北村透谷や島崎藤村を文学界に生み出した泰明小
学校は、授業の中で演説の稽古があったという。自
由民権運動の気風が流れたのも、当時の銀座は新聞
社街であったり新商売をはじめる文化発信の最先端
の街だった。

特集記事は「平家物語における平清盛の役割」です。昨年度の文
化講座で行いました「平家物語」に関連して特集いたします。「ひ
と 粋・活き」では、「バリアレス・ハート実行委員会」の活動に
ついてお話をお聞きしました。
11 月 4 日に行います「中央区まるごとミュージアム２０１３」は
第６回目になります、本年もたくさんの方々の参加をお待ちして
おります。

発行／中央区文化・国際交流振興協会 〒 104-0041 東京都中央区新富 1-13-24 新富分庁舎 3F TEL 03-3297-0251 FAX 03-3297-0253 URL: http://www.chuo-ci.jp/

