「三井本館」（1989 年）小川幸治

● 特集 ●

江戸の食文化

中央区立郷土天文館所蔵

うま

－旨いもの談義－

江戸東京博物館 名誉館長

竹内

誠

■ 平成 28 年度の事業計画と予算
■ 中央区 ひと 粋・活き 中央区 生涯学習コーディネーターの会
■ 中央区まるごとミュージアム
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「江戸前」とは
江戸の食文化といえば、「江戸前」という言葉がすぐに思い出

文化講座

されます。そこでまず、「江戸前」という言葉の語源を探ってみ

江戸の食文化

ましょう。

うま

－旨いもの談義－

江戸東京博物館 名誉館長
たけうち

竹内

さかなどいや

おさかなやくしょ

文政２年（1819）に、江戸の肴問屋から幕府の御肴役所に提

まこと

誠

出した文書に、「江戸前と唱へ候場所」は、東は深川洲崎の松棒
杭、西は品川洲崎の一番棒杭、この東西の間の海のことであり、
「江戸前海と古来より唱へ来り候」とあります。これによれば、
江戸前の範囲がきわめて具体的に示されているとともに、江戸
まえうみ

前とは江戸前海の略称であることがわかります。
え ど す な ご お ん こ め い せ き し

あじ

享保 20 年（1735）刊『江 戸砂子温故名跡誌』には、
「江戸前
なか

いう

そう

鰺、中ふくらと云。随一の名産也。惣じて鯛、平目にかぎらず、
すなどる

江戸前にて漁を、前の魚と称して、諸魚共に佳品也」と記され
ています。この場合の江戸前は、先述したような厳密な海の範
囲ではなく、江戸の近くの海・川という漠然とした範囲と思わ
ちかば

れます。何といっても近場の漁ですから、鰺も鯛も平目も鮮度
が高く、美味だったのです。江戸前の魚のことを、「前の魚」と
呼んでいたとは、なかなか乙ですね。
やがて単に江戸前といっただけで、江戸前の海や川で捕れた
ずし

平成 27 年度文化講座「第２回江戸の暮らしと食文化」

お

い

魚介類を指すようになりました。江戸の握り鮨が美味しいのは、
ネタが新鮮な江戸前だったからでしょう。
うなぎ

平成２７年９月に開催した文化講座では、中央
区と縁の深い江戸東京博物館館長（当時）竹内

なかでも江戸前の代表は「鰻 」でした。宝暦４年（1754）の

まえくづけ

う

の

前句付に、
「うなって居るうなって居る 江戸前を鵜は呑みかねて

誠氏を講師にお招きし、
「江戸に学ぼう・東京

ぎっくぎく」とあり、ここでは江戸前は鰻を指しています。あば

下町」をテーマに２回にわたって日本橋社会教

れる鰻を鵜がなかなか呑み込めない滑稽な姿を詠んだものです。

育会館で講演していただき、大変好評でありま
した。そこで、前号に引き続き本号では「第２
回江戸の暮らしと食文化」に関連した内容につ
いて寄稿していただきました。
竹内

誠

プロフィール
昭和 8 年（1933）東京に生まれる。
東京教育大学大学院修了
専攻：江戸文化史・近世都市史
略歴：徳川林政史研究所主任研究
員、信州大学助教授、東京学芸
大学教授、立正大学教授、東京
都江戸東京博物館館長を経て、
現 在、 東 京 学 芸 大 学 名 誉 教 授、
東京都江戸東京博物館名誉館長、
徳川林政史研究所所長、日本博
物館協会顧問などを務める。
平成 14 年には、中央区江戸
開府四百年記念事業実行委員会
会長として、記念事業の企画・
運営に携わる。
平成 16 年中央区町名検討委
員会座長、平成 22 年名橋「日
本橋」保存会名誉会員となる。
平成 24 年中央区名誉区民と
して顕彰される。
平成 28 年第 67 回日本放送
協会放送文化賞を受賞する。

こうした江戸前（江戸の近海で捕れる魚介類）への自慢が、
江戸時代後期には、転じて江戸の前海だけでなく、下町そのも
いっぽう

こうとごすい

のを指すようにもなりました。西沢一鳳の『皇都午睡』によれば、
江戸前とは「大川（隅田川）より西手、御城（江戸城）より東手」
の範囲とあり、いわゆる下町の地域のことをも江戸前と称して
いました。

鰻の蒲焼
鰻といえば蒲焼でしょう。幕末の江戸の風俗について記した

もりさだまんこう

『守貞謾稿』によれば、値段は大なら１串、中なら２～３串、小
なら４～５串を一皿に盛り、一皿 200 文ほどでした。もっとも、
屋台で売る蒲焼は１串 16 文と安値でした。
天保４年（1833）の随筆『世のすがた』を見ると、この鰻の
蒲焼は、「天明のはじめ上野山下仏店にて大和屋（利右衛門）と
いへるもの初て売出す」とあります。初めは、客が飯を持参し
て蒲焼と一緒に食べたそうですが、やがてどの鰻屋も飯を添え
て売るようになり、さらに蒲焼丼も登場しました。そして、鰻
の蒲焼は人気があったせいか、贈答用に「蒲焼切手」（うなぎ切
手」ともいう。）が用いられるようになったと述べています。
蒲焼切手とは、あらかじめ代金を鰻屋に払うと、鰻屋はその
代金の請取書を発行します。これが蒲焼切手と呼ばれるもので、
進物用に武家・町人を問わず使われました。今でいう商品券、
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では結構、屋台で売っていたのです。魚だったり野菜だっ
たり、具はいろいろです。
外食というと、握り鮨や天ぷらのほかに、そばがあり
ます。屋台のそば屋（通称「二八そば」）があって、気軽
に食べられました。「二八そば」という名称は、２割の小
麦粉と８割のそば粉、その割合から付いたという説が有
力です。異説としては、二×八＝十六の 16 文で売ってい
たからというものもあります。
みそか

江戸では毎月の晦 日にそばを食べる習慣があったよう
です。和歌山から江戸に出てきた酒井伴四郎という勤番
武士の日記を見ると、11 月 30 日の項に「晦日のこと故、
「江戸大かばやき」
勝川春亭

そばやへ行き、酒弐合呑む」とあります。現代では大晦
日にそばを食べる年越しそばが習いになっていますが、
取引決済は晦日という商習慣の江戸では、毎月、月越し

味の素食の文化
センター所蔵

そば（晦日そば）を食べました。

しかも鰻の蒲焼と引き換える特定商品券です。これは鰻
に限らず、餅屋が発行する餅切手など、様々な商品の切
手が進物用に多数出回っていました。

納豆好きの江戸っ子
『江戸自慢』という書は、紀州田辺藩士の幕末江戸見聞
録です。
この和歌山人が江戸の食で一番ショックを受けたのは、

かみがた

からす

上方では食べない納豆だったようです。
「烏の鳴かぬ日は
あれど、納豆売りの来ぬ日はなし、土地人の好物なる故
あき

とおもはる」と江戸人の納豆好きを呆 れた様子で指摘し

しまぞろい

「縞揃女弁慶」
歌川国芳

ています。
私が子供の頃も毎朝、自転車に乗って「なっと、なっ
とー、なっと」と、納豆売りがやって来ました。おそら

味の素食の文化
センター所蔵

く江戸の頃と同じ売り声だったと想像します。
「よくもあ
んな変なものを食べるなあ」という和歌山人の感慨が込

外食産業がはやったわけ

められています。

江戸では外食産業が発達し、屋台とかお店で食べる機

握り鮨と天ぷらとそば

会が非常に多かったのです。それはどうしてなのか。私

かみがた

納豆にはなじめなかった上 方人も、江戸独特の握り鮨

は、当時の江戸では燃料費、つまり薪や炭の値段が高かっ

はすぐに好物となったようです。
「鮓は握りて、押したる

たからだと考えています。薪炭代のことを考えたら、外

は一切なし、
味よし、
上方の及ぶ所にあらず、
価も賤し」と、

で食べるほうが安かったのです。

すし

あたい

やす

べた褒めです。当初は、江戸でも鮨といえば上方風の押

もう一つは、それぞれの家にかまどはありますが、な

し鮨でしたが、寛政（1789 ～ 1801）の頃握り鮨が登場し、

るべく火は使いたくないという気持ちが強かったのです。

それが主流となって、幕末の江戸には、上方風の押し鮨

なぜなら、残り火から火事が起きる可能性があるからで

は見かけなくなったのです。

す。当時は、火元とされると大変に重い罰を受けなけれ

江戸では、
握り鮨は屋台でも売っていました。それを２、

ばなりませんでした。

３個つまむ。立ち食いですから、お腹いっぱいにすると

薪が高いということと、出火の原因になるようなもの

いうものではなかったのです。

はなるべく避けたいということ、この二つの要因に加え

もう一つ、屋台で売っていたものに天ぷらがあります。

て、握り鮨、天ぷら、そばなど、江戸前の美味が外食産

いまは天ぷら屋というのはお店でやっていますが、江戸

業を大いにはやらせたのです。

3
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平成 28 年度の事業計画と予算

文化振興事業を紹介します

①日伊国交樹立 150 周年記念「カラヴァッジョ展」
開催日時：平成 28 年４月 8 日（金）午後 2 時 30 分開演
会
場：日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
講
師：群馬県立女子大学文学部美学・美術史学科
准教授（西洋美術史） 大野 陽子
定
員：424 名
②特別展「古代ギリシャ－時空を超えた旅－」
開催日時：平成 28 年７月 12 日（火）午後６時 50 分開演
会
場：日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
講
師：東京国立博物館考古室長 白井 克也
定
員：424 名

平成 28 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しらせに掲載
いたします。

平成 28 年度事業計画
文化振興事業
1

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。
情報誌
部
数：5,500 部 A4 判
発行回数：年 2 回発行（7 月− 65 号 12 月− 66 号）
ホームページ
URL：http://www.chuo-ci.jp/

2

平成 27 年度特別文化講演会

（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・制作をお願いします。
開催日時：平成 28 年 6 月 11 日（土）午後 5 時開演
会
場：日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
内
容：講話、舞踊「清元『玉屋』」、紙切り、常磐津
「苗売り」、舞踊「義太夫『団子売』」
参 加 費：2,000 円（中学生以下は 1,000 円）
定
員：382 名

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会を提供します。
開催予定：平成 28 年 10 月 7 日（金）午後６時 45 分開演
会
場：日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
内
容：オペラに恋して
出 演 者：郡 愛子、池田 直樹、松本 康子
参 加 費：1,500 円
定
員：424 名

平成 27 年度コンサート
平成 27 年度古典芸能鑑賞会

（2）文化講座
各種文化、歴史等について、専門家の講話を聞きその理
解を深める機会です。今年度は、
「日本橋をめぐる食の
はなし」
について専門家から話を聞く講座を開催します。
開催予定：
第 一 回：平成 28 年 ９月 29 日（木）
第 二 回：
〃
10 月 ６日（木）
第 三 回：
〃
10 月 13 日（木）
各回とも午後６時 45 分～８時 15 分
内
容：
「日本橋をめぐる食のはなし」
講
師：新藤 茂、向笠 千恵子、小泉 武夫
会
場：日本橋社会教育会館ホール
定
員：各回 204 名

（5）文化推進事業助成
区内における文化活動をさらに促進し、中央区の文化振
興をより一層推進していくため、文化事業等に対して後
援するとともに、その事業の実施等に要する経費の一部
を助成します。
①文化創造・発信事業助成
助成金額：当該事業の対象経費の 9/10 の範囲内
（上限 200 万円）
②文化団体活動助成
助成金額：当該団体活動の対象経費の 1/2 の範囲内
（上限 40 万円）
③文化推進事業助成
助成金額：当該事業の対象経費の 1/2 の範囲内
（上限 10 万円）

（3）特別文化講演会
展覧会に関する講演会を NHK との共催で開催（年４回
程度）します。
講演会参加者には展覧会の招待券を、お一人様１枚差し
上げます。

（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９回）を中央区
3

国際交流事業を紹介します

との共催で開催します。
開催予定：平成 28 年 10 月 30 日（日）
詳
細：8 ページ参照

For more information, contact CCIEA.

（7）文化振興プロデュースチーム
「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等からなるプロ
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。
構 成 員：6 名

平成 27 年度国際交流サロン
（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
ています。また、教室参加希望者の増加や多様化する要
望に対応するため、ボランティア主催による教室の支援
も行っています。

国際交流振興事業
（1）国際交流のつどい
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
ため、年に 1 度開催します。
開催予定：平成 28 年 11 月 19 日（土）正午～午後 4 時
会
場：築地社会教育会館
内
容：伝統文化体験コーナー、国際交流サロン、懇
談コーナー、防災コーナー、サザランド市紹
介コーナー等

［協会主催の日本語教室］
教室

土曜日教室
第 2・3・4 土曜日
第 1・2・3 水曜日
第 1・2・3 木曜日
（８月は第２・第３土曜
開催
（８月を除く）
（８月を除く）
日を除く）
予定
午後 6 時 30 分〜 8 時 午前 10 時〜11 時 45 分 午前 10 時〜 12 時
会場 女性センター（ブーケ 21）
協会講習室
協会講習室

(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. Please come
and experience Japanese traditional culture such as Tea
Ceremony and Flower Arrangement, foods and dances of
various countries!
Date & Time: Sat, November 19, 2016 12:00 – 16:00
Place: Tsukiji Social Education Center
Fee: Free

水曜日教室

木曜日教室

平成 27 年度日本語教室

［協会が支援する日本語教室］
教室

平成 27 年度国際交流のつどい

（2）国際交流サロン
ボランティアによる企画・運営により、外国人と日本人
が気軽に交流できる場を提供します。
今年度は、七夕、盆踊り、スポーツ（キンボール）、茶
道等のイベントを予定しています。
開催予定：毎月 1 回（年 11 回）原則として土曜日の午後
会
場：協会講習室ほか

日本語おたすけたい

月島日本語倶楽部

毎週日曜日
月曜日（月 3 回）
開催
予定 午前 10 時～ 11 時 30 分 午後 7 時～ 8 時 30 分

午前 10 時～ 12 時

会場

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

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

にこにこ日本語

第 1・2・3 火曜日

第 1・2・3 水曜日

第 1・2・3 木曜日

開催
予定

(2) INTERNATIONAL EXCHANGE SALON
Both Japanese and non-Japanese residents can enjoy free
and open communication in this salon. Various events
such as Tanabata, Bon Dance, sports (Kin-Ball) and tea
ceremony are scheduled to take place. Why don’t you
come and join us?
Date & Time: once a month (11 times a year), basically
Saturday afternoon (varies depending on the events)
Place: Lecture Room of CCIEA Office
Fee: Free

ワールドフレンズ
日曜にほんごクラブ

毎週火曜日

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

会場

新富区民館

教室

にほんご生活

開催
予定

毎週土曜日
午後 2 時～ 3 時 45 分

会場

築地教会 別棟１階

築地社会教育会館

佃区民館

(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.
4

予算を紹介します

登録者数：346 名（実人員）
①通訳・翻訳ボランティア：94 名
②イベントスタッフボランティア：195 名
③日本語ボランティア：193 名
④国際交流サロンボランティア：14 名
⑤ホームステイ・ホームビジットボランティア：17 名
⑥防災語学ボランティア：50 名
また、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。
講習会開催予定：年２回

I Japanese Classes that we host:
Class

Wednesday Class

The 1st, 2nd & 3rd
Schedule Wednesdays
(Except August)

Thursday Class

Saturday Class

The 1st, 2nd & 3rd
Thursdays
(Except August)

The 2nd, 3rd & 4th
Saturdays
(Except the 2nd & 3rd
Saturdays in August)

Time

18:30~20:00

10:00~11:45

10:00~12:00

Place

Chuo-ku Women’s
Center “Bouquet 21”,
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

（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。
開催予定：平成 29 年 2 月
会
場：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）

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

II Other Japanese Classes that we sponsor:
Class
Schedule

World Friends Sunday
Japanese Club
Every Sunday

Nihongo Otasuketai
Monday
(3 times per month)

Tsukishima
Nihongo Club
Every Tuesday

Time

10:00~11:30

19:00~20:30

10:00~12:00

Place

Nihonbashi Social
Education Center
(Nihonbashi Elementary
School Complex
Facility,1-1-17
Nihonbashi-ningyocho
Chuo-ku, Tokyo)

Nihonbashi Social
Education Center
(Nihonbashi Elementary
School Complex
Facility,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

NIKO NIKO
NIHONGO

Class
Schedule
Time
Place
Class

The 1st, 2nd & 3rd
Tuesdays
19:00~20:30

The 1st, 2nd & 3rd
Wednesdays
10:00~11:30

（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
経費の一部を助成します。
助成金額：当該事業の対象経費の 1/2 の範囲内
（上限 10 万円）

The 1st, 2nd &
3rd Thursdays
19:00~20:30

平成 28 年度予算

Shintomi Community Tsukiji Social Education Tsukuda Community
Hall (1-13-24 Shintomi, Center (4-15-1 Tsukiji Hall (2-17-8 Tsukuda,
Chuo-ku, Tokyo)
Chuo-ku, Tokyo)
Chuo-ku, Tokyo)

＜収入＞
科

Nihongo Seikatsu

Time

Place

Fee

目

事業収入

Schedule Every Saturday

明

93,671,000 区からの補助金

寄付金

Tsukiji Church Annex
1st Floor
(5-26 Akashicho, Chuoku, Tokyo)

説

1,295,000 コンサート、古典芸能鑑賞会参加費等

区補助金

14:00~15:45

予算額（円）

1,000

雑入

10,000 預金利子

収入合計

94,977,000

＜支出＞

Fees differ depending on the class.

科

（4）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
アを養成するため開催します。
開催予定：6 月～ 10 月 22 回（44 時間）
会
場：協会講習室又は新富区民館
講
師：明海大学外国語学部 講師 西川 寛之
定
員：30 名

事業費

（5）日本語ステップアップ講座
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
ため開催します。
開催予定：年７回（14 時間）

支出合計

目

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

（6）ボランティア活動支援
協会では次の 6 種類のボランティア登録を行っています。
ボランティアの種類及び登録者数
（平成 28 年３月末日現在）
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予算額（円）

説

明

56,671,000
50,306,000 文化振興事業に要する経費
6,365,000 国際交流振興事業に要する経費
37,806,000
34,049,000 職員の給与に関する経費
3,757,000 理事会、事務費等
500,000
94,977,000

中央区
ひと

粋・ 活 き

企画力、交渉力、運営力を磨いて
区民カレッジの“区民企画講座”を
つくりあげています！

中央区 生涯学習
コーディネーターの会

会のみなさんにお聞きしました。

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。

中央区の生涯学習事業「中央区民カ
レッジ」では、毎年目玉企画として
人気を博す“区民企画講座”があり
ます。その講座の企画から運営まで
を行っているのが「中央区 生涯学習
コーディネーターの会」の皆様です。
企画はどのように考えられているの
ですか？
小島康良さん：27 年度には 5 講座、
28 年度には 6 講座を企画・運営して
います。それぞれが持ち寄った企画
をもとに担当を決め、約 1 年かけて
進めていきます。今は 29 年度の講座
を考えているところです。
角田和恵さん：中央区をもっと知っ
ていただきたい、という想いが根底
にあります。例えば、今秋に開催予
定の『中央区のお相撲さん』という
講座。中央区に相撲部屋があること
を知らない方も多いと思います。こ
ひいき
れを機に中央区の力士を贔屓に、お
相撲を楽しんでいただけたら嬉しい
です。
小島康良さん：そういえば……夏に
なると蚊が出るじゃない？ WHO
の「ロールバックマラリア」みたい
な切り口の講座もやりたいなぁ。
上村栄理香さん：こんなふうに、雑
談から企画が生まれることもありま
す（笑）
。私たちは、地味だけれど意
義のある講座も大切にしています。
防災に関する講座などは、手を変え
品を変え語り手を変え、いろんな視
点で企画します。これに関連するテー
マで、10 月に「テロの脅威〜身を守
るために出来ること〜」という企画
を実施させていただきますので、世
界中で不幸で残忍なテロのニュース
が多い昨今でもあり、是非皆様に受
講していただきたいですね。

講座の企画・運営には、どんなご苦
労がありますか？
林田市子さん：まず、講師選びが大
変です。この方にぜひお願いしたい
と思っても、お引き受けいただける
とは限りません。企画を途中で調整
していく必要もあります。事前の交
渉から当日の運営まで、すべて人間
がやることなので、コミュニケーショ
ンが大切です。
藤森訓子さん：
『銀座の帽子』という
講座では、講師を口説くために、お
店に 5 回足を運びました（笑）
。なか
なか人前で語ることのない方にご登
場いただくのは大変ですが、その分、
語られるお話は本邦初公開ですから、
交渉にも力が入ります。やりがいと
生みの苦しみの両方がありますね。
上村栄理香さん：講座受講生のアン
ケートのご意見は我々の進歩の糧で、
皆で参考にさせていただきながら頑
張っています。この年齢になっても
まだ伸びしろがある？と感じられる
ことは嬉しいです。
これからの活動や展望についてお聞
かせください。
坂本幸子さん：アンケートでは“和
の文化”の講座を求める声もよく見
かけます。区内には老舗の料理屋さ
んもたくさんありますし、
“和食”を
テーマにした講座を計画中です。皆
様のご商売の邪魔にならぬよう、成
功させたいと思っています。
藤森訓子さん：中央区には外国人の
方も多く、2020 年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会では選手村
を晴海地区に建設する計画となって
います。そこで、今後はグローバル
な視点の講座も企画していきたいで
すね。楽しみにしていてください。

講座から

●プロフィール
中央区民カレッジ生涯学習サポー
ター養成コース「生涯学習コーディ
ネーター養成講座」で 2 〜 3 年間、
企画の練り方、イベント実施のノウ
ハウ、組織マネージメント術などを
学んだメンバー 16 人が活動中。毎年
度前期・後期にそれぞれ区民企画講
座を企画・運営しています。

「東をどり」とその舞台裏

銀座の帽子
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わがまちの防災！消防団のおはなし

大江戸まつり盆おどり大会！

日時

平成 28 年 10 月 30 日（日）
おおむね 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

中央区の様々な文化的な魅力を体験していただくため、9
回目の「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、区民の皆様をはじめ大勢の方々に
ご参加していただき、中央区の文化的な魅力をお楽しみく
ださい。
ここでは、昨年実施された文化事業をご紹介いたします。

平成 27 年度新規文化事業等

平成 27 年度実施した文化事業
❶パイロット体験講座オリジナルペンを作ろう !!
パイロット 筆記具ミュージアム
ペン・ステーション見学
❷ HIROYUKI DOI Pen & Art 2015
「まるごとアート体験 2015」
❸環境活動登録団体活動紹介展
「環境活動フェス 2015」
❹銀座奥野ビル 306 号室プロジェクト
企画展

❸ 環境活動フェス 2015

⓫ 京橋図書館百五周年記念

⓳ 名作映画鑑賞会と企画展示

くるま屋

「音楽日和」Espoir 〜希望〜

 水天宮ピット稽古場見学

おはなし会

⓲ 兜町・茅場町『祭りんピック』

❺銀座将棋まつり
❻私がハーピスト！
〜ハープ奏者おしごと体験〜
ハープのミニコンサート
❼アフタヌーン・ギャラリーズ
❽タイムドーム明石 まるごと体験デー’
15
❾リリ・レイが贈るフランス原語
シャンソンコンサート
❿福祉センター

人力車体験（引き手体験）

 オープンスクール

〜いろいろな楽器体験をしませんか〜

作品展

⓫所蔵資料との出会い
京橋図書館の書庫案内
京橋図書館百五周年記念
展示会 16 ミリ映画上映会

おはなし会

⓬私のハートアート展＆ワークショップ
2015

 スタンプラリー

（晴海 Autumn Festival）

⓭バリアレス・ハートギャラリー
⓮第 67 回中央区民文化祭
「築地社会教育会館作品展」

月島図書館小展覧会
「『月島図書館だより MONJA』で
振り返る 25 年」

⓯築地場外市場 まるごとミニツアー
＆ 写真展 2015
⓰にちぎん体験 2015

わくわく・すいすい「水辺探検」— 2015
フラワーカーペット晴海 2015
〜四季の花絨毯〜

⓲兜町・茅場町『祭りんピック』

晴海 Autumn Festival

⓳名作映画鑑賞会と企画展示
⓴やまこし藍子と銀座シャンゼリゼの会
愛と人生の詩シャンソンを貴方に
トルナーレライブ無料コンサート
鎮々玉房（Ting Ting Pong Pong）
@OM CHAN TONE
薬研堀不動院「講談」体験

まち歩きツアー
「まるごとミュージアムコース」
銀座の近現代建築めぐり！
Architectura Ginza
（アルキテクトゥーラ・ギンザ）
す

手漉き和紙体験と小津史料館見学
水天宮ピット稽古場見学

人力車体験

日本橋地域の歴史・文化 散策ツアー

親子で楽しむ江戸の花遊び
〜南三陸応援企画〜
ヘブンアーティスト

まるごと一日いきいき館まつり 2015

スタンプラリー

オープンスクール
〜いろいろな楽器体験をしませんか〜

協賛事業等
●まるごとミュージアムの日は手ぶらで銭湯へ
●中央区観光写真コンクール「中央区まる
ごとミュージアム賞」

凧の博物館 無料公開

「音楽日和」Espoir 〜希望〜＆浦島久
写真展「ハルニレ物語」

表 紙

三井本館
（国指定重要文化財）

：日本橋地区

：京橋・日本橋・月島地区

：月島地区

：京橋・日本橋地区

：新規文化事業

中央区・プリエールジュニアコーラス演奏会

⓱美術展鑑賞会
「特別展 蔵王権現と修験の秘宝」

くるま屋

：京橋地区

小川 幸治

米国の建築会社に依頼し、昭和４年（1929 年）に三代目の
三井本館として竣工された。外観のコリント式列柱が目に映
る。円柱は威風堂々とし、高層化する新しいビルと共に日本
橋の街並み風景を作り上げている。

役員名簿（平成２８年６月２７日理事会

一部改選）

理事長 古屋 勝彦 東京商工会議所中央支部顧問
副理事長 齊藤
進 中央区副区長
理事
三田 芳裕 中央区観光協会副会長

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
監事
〃

松岡
肇
森山 照明
髙橋 眞一
秋本由紀子
杉原 慶一
平野 熙幸
鹿島 新吾
梅村 正吉
百瀬 修至
岩田 享也
河瀨 賢介
島田 勝敏
平林 治樹
長嶋 育夫
神谷 聖子
坂田 直昭

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元会長
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
中央区文化連盟連絡協議会会長
中央区体育協会副会長兼理事長
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
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

特集記事は、平成２４年に中央区名誉区民として顕彰され、現在江戸東京博物館名誉館長を務
められている竹内 誠氏に平成２７年９月開催の文化講座「江戸に学ぼう・東京下町」の講演
をお願いしたところ大変好評でしたので、江戸の食文化について寄稿していただきました。
「ひと 粋・活き」では、
中央区民カレッジの「区民企画講座」について企画から運営までを行っ
ている「中央区 生涯学習コーディネーターの会」の活動についてお話をお聞きしました。
本年の「まるごとミュージアム」は 10 月 30 日に開催しますので、中央区の豊かな文化的資
源の魅力に触れて、たくさんの方々に心ゆくまで楽しんでいただきたいと思います。
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