「日枝神社・薬師堂」小川幸治

中央区立郷土天文館所蔵

● 特集 ●

日本の『食』は日本橋にあり
フードジャーナリスト、食文化研究家
■
■
■
■

向笠 千恵子

理事長就任のごあいさつ
役員名簿
平成 29 年度の事業計画と予算
中央区 ひと 粋・活き 中央区交響楽団
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理事長就任のごあいさつ

中央区文化・国際交流振興協会
理事長

三田

芳裕

このたび、７月５日の理事会で、古屋勝彦様の後を継ぎ理事長を仰せつかりました三田でござい
ます。大役に身の引き締る思いですが、使命を全うすべく精一杯努めてまいる所存でございます。
平成３年５月に設立された当協会は、今年で 26 年目を迎えます。この間、一貫して、地域におけ
る文化活動や国際交流活動の推進に力を注いでまいりました。
中央区は、江戸以来、わが国の文化の中心として発展してきた由緒のあるまちです。伝統文化が
今もしっかりと受け継がれている一方、時代をリードする新たな文化を生み出され、新旧が融合す
あふ

る活気にみち溢れたまちでもあります。
また、国際化の進展とともに、都心中央区には世界中からたくさんの方にお越しいただいています。
この７月、区内にお住まいの外国の方は、6,630 人と、協会設立時の約８倍に迫る勢いであります。
多様化、グローバル化など時代の変化に即応した文化振興と国際交流の推進は、住み、働き、集
うすべての人々が共生できる地域社会づくりのひとつであり、当協会の役割はますます期待されて
くるものと存じます。
あか

今後とも、諸先輩方が掲げた灯りが一段と輝きを増すよう、中央区ご当局をはじめ、関係団体や
ボランティア、区民の皆さまのお力添えをいただきながら、当協会のさらなる発展に努めてまいり
たいと存じます。
皆さまの温かなご支援・ご協力をお願い申し上げます。

役員名簿
理事長

平成 29 年７月５日現在

三

田

裕

中央区観光協会副会長

副理事長 齊

藤

芳

進

中央区副区長

理事

遠

藤

彬

東京商工会議所中央支部副会長

〃

松

岡

肇

中央区商店街連合会会長

〃

森

山

照

明

中央区工業団体連合会会長

〃

藤

井

邦

宏

東京日本橋東ロータリークラブ会長

〃

五

味

達

夫

東京銀座ライオンズクラブ元会長

〃

松

岡

誠一郎

京橋地域町会連合会会長

〃

平

野

熙

幸

日本橋地域町会連合会会長

〃

宮

森

孝

一

月島地域町会連合会会長

〃

安

部

壽美江

中央区文化連盟連絡協議会会長

〃

百

瀬

修

至

中央区体育協会副会長兼理事長

〃

山

口

啓

朗

中央区ＰＴＡ連合会会長

〃

野

口

茂

一

東京青年会議所中央区委員会委員長

〃

島

田

勝

敏

中央区教育長

〃

平

林

治

樹

中央区企画部長

〃

長

嶋

育

夫

中央区区民部長

神

谷

聖

子

中央区女性海外研修者の会元会長

坂

田

直

昭

中央区会計管理者

監事
〃
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平成 29 年度の事業計画と予算

文化振興事業を紹介します

（3）特別文化講演会
展覧会に関連する講演会（入場無料）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入場券を、お一人様１枚差し
上げます。
①国立新美術館開館１０周年・チェコ文化年事業
「ミュシャ展」関連文化講演会
開催日時：平成 29 年４月 11 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：国立新美術館 主任研究員 本橋 弥生
定
員：424 名
②「アルチンボルド展」関連文化講演会
開催日時：平成 29 年７月 13 日（木）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：慶応義塾大学講師 原田 亜希子
定
員：424 名

平成 29 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。なお、写真は全て前年度のものです。

平成 29 年度事業計画
文化振興事業
1

機関誌発行・ホームページの管理運営

「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、協会ホームページをリニューアルし、スマート
フォン対応を図るほか、適宜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いたしま
す。
情報誌
部
数：5,500 部 A4 判
発行回数：年 2 回発行
（7 月－第 67 号 12 月－第 68 号）
ホームページ
URL：http://www.chuo-ci.jp/

2

芸術・文化の普及

平成 28 年度特別文化講演会

（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 29 年 10 月 6 日（金）午後６時 40 分開演
会
場：日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
内
容：チェロ＆ピアノ＆バレエによるスペシャルコ
ンサート
出 演 者：デュオ・オリゴ
海野 幹雄（チェロ）
、新垣 隆（ピアノ）
バレリーナ（谷桃子バレエ団）
佐々木 和葉、日原 永美子
参 加 費：1,500 円
定
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
を鑑賞する機会を提供します。
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 29 年 6 月 10 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、演奏長唄「島の千歳」、舞踊長唄「浦島」
、
落語、舞踊長唄「鶯宿梅」
参 加 費：2,000 円（中学生以下は 1,000 円）
定
員：382 名

平成 28 年度コンサート

平成 28 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
解を深める機会を提供します。今年度は、中央区まちか
ど展示館に関する講座を開催します。
開催予定：
第 一 回：平成 29 年 ９月 14 日（木）
第 二 回：
〃
９月 21 日（木）
第 三 回：
〃
９月 28 日（木）
各回とも午後６時 45 分～８時 15 分
内
容：まちかど展示館に学ぶ ～伝統の技と歴史～
講
師：中央区まちかど展示館 館長ほか
会
場：日本橋社会教育会館ホール
定
員：各回 200 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ていくために、区
民等による文化活動を後援するとともに、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）
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国際交流事業を紹介します

（6）中央区まるごとミュージアム
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 10 回）を中央
区と共催で開催します。
開催予定：平成 29 年 10 月 29 日（日）
会
場：中央区全域

Place: Lecture Room of CCIEA Office, etc.

（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 28 年度国際交流サロン

（3）日本語教室
日本語でのコミュニケーションが困難な区内在住・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

［協会主催の日本語教室］

（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回開催します。
開催予定：平成 29 年 11 月 18 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、懇談コーナー、国際
交流サロン、防災コーナー等

教室

水曜日教室

木曜日教室

土曜日教室

毎月第２・第３・第４土曜日
毎月第１・第２・第３水曜日 毎月第１・第２・第３木曜日
（８月は第２・第３土曜
（８月を除く）
（８月を除く）
日を除く）
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

開催
予定

(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 18, 2017 12:00 – 16:00
Place: Tsukiji Social Education Center
Fee: Free

平成 28 年度日本語教室

［協会が支援する日本語教室］
教室

平成 28 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機会を提供します。
今年度は、和菓子づくり、七夕祭り、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

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

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

毎週火曜日
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

開催 毎月第１・第２・第３火曜日 毎月第１・第２・第３水曜日 毎月第１・第２・第３木曜日
予定 午後 7 時～ 8 時 30 分 午前 10 時～11 時 30 分 午後 7 時～ 8 時 30 分

(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.

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

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.
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予算を紹介します

ウ 「外国人おもてなし語学ボランティア」育成講座
① セットコース（おもてなし講座＋語学（英語）講座）
開催予定：１回目 平成 29 年７月 3 日間（11 時間 30 分）
２回目 平成 30 年３月
対
象：入門～初級の語学力（英語）を有する者
定
員：各回 36 名
会
場：新富区民館
② おもてなしコース（おもてなし講座）
開催予定： １回目 平成 29 年７月 １日間（３時間 30 分）
２回目
〃
８月
３回目 平成 30 年３月
対
象：英語による簡単な日常会話ができる者
定
員：各回 60 名（1 回目は協会登録ボランティア
を対象）
会
場：日本橋公会堂集会室

I Japanese Classes that we host:
Class

Wednesday Class

Thursday Class

Saturday Class
The 2nd, 3rd & 4th
The 1st, 2nd & 3rd
The 1st, 2nd & 3rd
Saturdays
Thursdays
Schedule Wednesdays
(Except the 2nd & 3rd
(Except August)
(Except August)
Saturdays in August)
18:30~20:00
10:00~11:45
10:00~12:00
Time
Chuo-ku Women’s CCIEA Office Lecture CCIEA Office Lecture
Place
Center “Bouquet 21”, Room
Room
Fee About ¥2,500(no fee for the lesson, only for the textbook)
Fee

II Other Japanese Classes that we sponsor:
World Friends Sunday Nihongo Otasuketai Tsukishima Nihongo
Club
Japanese Club
Monday
Every Tuesday
Schedule Every Sunday
(3 times per month)
Class

Time

10:00~11:30

Nihonbashi Social
Place
Education Center
Partners of
Class
NIHONGO
Communication
The 1st, 2nd & 3rd
Schedule
Tuesdays
19:00~20:30
Time
Place
Class

19:00~20:30

10:00~12:00

Nihonbashi Social
Education Center

Tsukishima Social
Education Center

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

Shintomi Community Tsukiji Social
Hall
Education Center

（7）姉妹都市親善写真展
中央区と姉妹都市であるオーストラリア・サザランド市
との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 30 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）

NIKO NIKO
NIHONGO
The 1st, 2nd &
3rd Thursdays
19:00~20:30
Tsukuda Community
Hall

Nihongo Seikatsu

（8）外国客船の歓迎式
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、記念品を贈呈します。

Schedule Every Saturday
Time

14:00~15:45

Place

Tsukiji Church Annex

Fee

（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
て行う国際交流事業に対して後援するとともに、その事
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）

Fees differ depending on the class.

（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：平成 29 年６月～９月、 全 44 時間
会
場：協会講習室及び新富区民館
講
師：明海大学外国語学部 准教授 西川 寛之
定
員：30 名

平成 29 年度予算
＜収入＞

（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：年間７回（14 時間）

科

目

事業収入

説

明

1,295,000 コンサート、古典芸能鑑賞会参加費等

区補助金

96,836,000 区からの補助金

寄付金

（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強化・支援するため、講
習会などを開催します。また、東京都と共催で「外国人
おもてなし語学ボランティア」育成講座を開催します。
ア ボランティアの種類及び登録者数（平成 29 年３月末日
現在）
登録者数：343 名（実人員）
① 通訳・翻訳ボランティア：92 名
② イベントスタッフボランティア：184 名
③ 日本語ボランティア：203 名
④ 国際交流サロンボランティア：15 名
⑤ ホームステイ・ホームビジットボランティア：16 名
⑥ 防災語学ボランティア：52 名
イ ボランティア講習会
開催予定：年間 ２回

予算額（円）

1,000

雑入

10,000 預金利子

収入合計

98,142,000

＜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
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予算額（円）

説

明

57,867,000
51,886,000 文化振興事業に要する経費
5,981,000 国際交流振興事業に要する経費
39,775,000
34,378,000 職員の給与に関する経費
5,397,000 理事会、事務費等
500,000
98,142,000

江戸時代に町人が主として住んでいたのは、日本橋から浅草、

文化講座

隅田川周辺のごく狭い範囲でした。明治になってからは、人口の
増加にともなって、すさまじい勢いで都市の規模が拡大しました。

日本の『食』は
日本橋にあり

でも、下町の庶民文化、とくに食べ物については、昔も今も“好み”
はあまり変わっていないようです。わたくしも日本橋出身ですの
で、本日は地元のみなさまにお馴染みの身近な料理に絞ってお話

フードジャーナリスト、食文化研究家
む

かさ

ち

え

こ

向 笠 千恵子

させていただきます。

串打ち三年、裂き八年、焼き一生
うなぎは、万葉集の時代から、スタミナ食と言わ

うなぎ

れてきましたが、本当においしくなったのは、蒲焼
きができてからでしょう。今では夢のような話です
せい

が、江戸市中にはうなぎがたくさん棲 息していて、
「江戸では、浅草川、深川辺の産を江戸前と呼んで賞す。他所よ
い

り出づるを旅うなぎと云ふ」と書いてある文献もあります。
その江戸前うなぎを、すーっと背開きにする。開いたうなぎに
串を打って、蒸す。余分な脂を抜くためです。それを、今度は炭
火で焼きます。
「串打ち三年、裂き八年、焼き一生」というくら
平成 28 年度文化講座第 2 回「日本の『食』は日本橋にあり」

いむずかしい技術ですが、つまりは、それくらい江戸っ子は食べ
慣れていたし、うるさく批評したということでしょう。
しょう

平成２８年９～１０月に３回にわたり開催した
文化講座「日本橋をめぐる食のはなし」では、
その２回目に伝統食品づくりの現場を知る第一

りん

さて、うなぎはたれが肝心。醤油と味醂がポイントです。とく
に、味醂の甘さがいい効果になっています。味付けの基本の醤油
は、江戸時代以来、千葉県の銚子・野田が産地です。また、味醂
へき

人者として幅広くご活躍されている向笠千恵子

は愛知県の半田や碧南など、いわゆる三河から、そして千葉の流

氏を講師にお招きし、
「日本の『食』は日本橋

山からも運ばれてきました。どちらも日本橋にたくさんあった河

にあり」と題して講演していただきました。大

岸に着きました。まさしく日本橋が本場ということです。

変好評でありましたので、このたび講演に関連
した内容について寄稿していただきました。
向 笠 千恵子

プロフィール

日本橋生まれ。
慶應義塾大学文学部卒業。
日本の本物の味、安心できる食べも
の、伝統食品づくりの現場を知る第
一人者。農林水産省「ディスカバー
農山漁村（むら）の宝」有識者懇談
会委員、同省 ｢食アメニティコンテ
スト｣ 審査会長、｢本場の本物｣ 審
査専門委員、郷土料理伝承学校校長。
消費生活アドバイザー、俳人協会会
員。
ＮＨＫ『ラジオ深夜便』、『歌の日曜
散歩』にレギュラー出演中。
主な著書に『日本の朝ごはん』( 新
潮文庫 )、『すき焼き通』( 平凡社新
書 )、
『食べる俳句』( 本阿弥書店 )、
『人
形と和食つれづれ風土記』（青蛙房）
など。『食の街道を行く』（平凡社新
書）でグルマン世界料理本大賞・紀
行本部門グランプリを受賞。
ホームページ：http://mukasachieko.com/

辛口つゆが日本橋っ子好み
日本橋っ子は外食が大好きでした。長屋の小さ

そば

な台所では込み入った煮炊きはしづらい。それで、
外に出て食事をする機会が増えたし、ちょいと小
腹を満たすにはそば屋がぴったりでした。幕末の

万延元年（1860）には、3,763 軒もあったそうです。あえて現代
の東京でたとえるなら、密度ではコンビニ並み、利用実態ではラー
メン屋かハンバーガーショップというところではないでしょう
か。
江戸のそば屋は屋台ばかりというイメージがありますが、歌
川広重の浮世絵『名所江戸百景』の「日本橋通一丁目略図」には
とうきょうあん

東 蕎 庵 という立派な構えのそば屋が描かれています。現在の日
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白魚

本橋一丁目のコレド日本橋の位置にあたり、江戸三大呉

大川端の夜景。建物などから察すると、両国
橋や柳橋あたりでした。舞台の書き割りでは、

服店だった白木屋の隣にあったわけで、ずいぶんと高級

川面に篝火がちらちらするのがミソで、台詞にあるとお

店だったようです。

り、白魚漁の火です。

天つゆは、微妙な甘味が決め手

『三人吉三』の初演は幕末ですが、明治後半までは、隅
田川で白魚が獲れていました。もともとは徳川家康が摂

天ぷらは、屋台でちょこちょこと揚げるもので、ネタ

津国佃村の漁師を江戸に呼び寄せて、江戸前の魚を獲ら

は小魚。それをどぷっと天つゆにひたし
て食べました。もともとはごく庶民的な
ファーストフードで、店は屋台でした。

せたのが始まりといわれます。でも、白魚に関しては、

天ぷら

日本橋小網町を本拠にする「白魚役」と称する指定漁師
たちもいて、白魚を「将軍御膳御菜」として献上してい

じつは、天ぷらのおいしさの秘密は“蒸

ました。

し料理”だからなんです。材料を衣ですっぽり包み込ん
で、油で全体を加熱するから、ねたは水分もエキスもそ

聞いたかと問えば食つたかと答える

のままで蒸されるわけです。刺身になるほど鮮度のいい
魚介に、あえてひと手間加えることで、持ち味がふくらむ。

江戸時代の魚河岸は日本橋にありました。現在の中央

それだけに、小魚のうま味をまるごと味わえますし、し

区日本橋室町一丁目一帯。取引額も莫 大で、吉原遊廓、

ばく

かも安いというのが人気の理由でした。

かく

歌舞伎の芝居町と並んで一日千両の金が動くといわれた
ろ

ものです。人気第一番の初鰹は、櫓 を 7 丁も付けた快速

安価な粕酢から生まれたお手軽スナック
にぎり
寿司

船 ｢押し送り船｣ で運ばれてきて、江戸湾から日本橋川
をさかのぼって、魚河岸に接岸しました。

にぎり寿司も、屋台で立ち食いするファース

初鰹の人気沸騰のすさまじさが目に浮かんでくるのは

トフードでした。寿司とは、もともとは発酵させ

江戸川柳。
「聞いたかと問へば食つたかと答へる」は、ほ

た ｢なれずし｣ に由来した食べ物ですが、最終

ととぎすの声を聞いたか？ 初鰹は食べたか？という会話

的に行き着いたのは、ご飯に酢を混ぜてネタを

がそのまま句になったものです。
「昼までの勝負と歩く初

載せるだけという ｢早ずし｣ つまり ｢にぎりずし｣ でした。

4 4 4 4

鰹」は冷蔵庫がない時代に、おじゃんにならないうちにと

の

愛知県半田の今のミツカンの前身の中埜 酢店から酒粕で

ぼ

て

ふ

必死で売り歩く棒手振りの魚屋の姿。
「初鰹まだ舞台から

つくった安価な粕酢が船で運ばれたことも普及を早めま

落ちられぬ」は清水の舞台から飛び下りる覚悟で鰹を買う

した。もちろん、日本橋の河岸に到着したわけです。

つもりでいるのに、なかなか決心がつかない客のことです。

19 世紀の初めに、にぎり寿司が生まれて以来、ずっと
変わらず続いているように思えますが、ずいぶん変化し

かつお

た点があります。それは、大きさ。なんと、昔は１個の
長さが 10 センチ以上あったのです。シャリだけで長さ八
センチ。一個につきお米は約 50 グラムです。だから、｢寿
司でも一つ二つつまんでいくか｣ という言い方は、事実
に基づいています。それだけで、お腹いっぱいになって
しまうからです。

「日本橋の味」の基本はさ・し・す・せ・そ
これらの料理の味付けを大きくまとめると「さし
すせそ」。さ＝砂糖、
し＝塩、す＝酢、せ＝醤油（せ
そ
うゆ）、そ＝味噌。和食全般の基本調味料です。ま
た、お江戸の中心は日本橋ですから、この町には
全国からいい食材が集まってきました。そこに調
味料各種が加わることで、日本橋の味が確立した
のだと思います。
つまり、日本橋にご縁のあるみなさまは、「伝統的
な和食文化」に囲まれた素敵な環境にいらっしゃ
るということです。この街を改めて見回してみる
と、日本の食が見え、人々の暮らしが見えてくる
ふかん
のです。本日のお話が、大きな目で日本橋を俯瞰
していただくきっかけになれば幸いでございます。

せりふ

歌舞伎の名台詞にもなった江戸の風物詩
早春の大川（隅田川）べりを歩くと、必ず歌舞伎の名
おぼろ

かがり

シーンを思い出します。
「月も朧に白魚の、篝もかすむ春
の空。冷てぇ風もほろ酔ひに……思ひ掛けなく手に入る
百両……こいつァ春から縁起がいいわへ」とは、夜鷹を
きちさ

川へ蹴り落としたお嬢吉 三の名台詞です。舞台の背景は
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中央区
粋・ 活 き

初夏と冬の定期演奏会、年末の第九の会など

地域に根ざした演奏活動を続けています！

中央区交響楽団

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。

中央区を舞台に演奏活動を行っている
「中央区交響楽団」
。その美しい音色を楽
しんだことのある方も、多いのではない
でしょうか？ 今回は、楽団を率いる団
長の堀内周さんと、運営委員長の小澤哲
郎さんにお話を伺いました。
どんなメンバーで、どのような活動をし
ているのですか？
中央区交響楽団は“音楽する喜び”を
合い言葉に、中央区を拠点に活動する
アマチュアオーケストラです。メンバー
は中央区在住・在勤に限りません。現在
は高校 1 年生から 60 代まで、約 60 人の
団員が所属しています。世代も職業もバ
ラバラですが、誰もが音楽を楽しんでい
て、毎週末行われる練習は熱気にあふ
れています。毎年 5 月と 11 月の年 2 回、
定期演奏会を開催しているほか、年末
には晴海トリトンスクエアのオープン
スペースで「中央区第九の会」と題して、
合唱団とともに演奏を披露しています。
創立 23 年だそうですが、楽団の歴史を
教えてください。
私
（堀内さん）
は創立当時からのメンバー
です。当時、東京 23 区のなかで、中央
区だけ区民オーケストラがありません
でした。そこで、別の楽団を組んでいた
仲間たちが集まり、活動の拠点を中央区
に定め、わずか 17 人で中央区交響楽団

月島社会教育会館での練習風景
●プロフィール
平成 6 年に設立。学生、社会人、主婦
など幅広い人たちが集まり地域に根ざした
演奏活動を行っている。パートに空きがあ
れば、オーディションなしで新規メンバーも
入団可能。毎週末、区内社会教育会館
などで練習中。平成 27、28 年度に中央
区文化推進事業助成（文化団体活動助成
金）の決定を受けている。

を始めたのです。私はもともと中央区外
に住んでいましたが、活動を機に中央
区に引っ越してきました
（笑）
。ヨーロッ
パでは、各都市にプロのオーケストラが
あり、地元の人に愛されています。私た
ちもそんな地域に根ざした演奏活動を
目指しています。これまでも、区立小
学校の創立記念式典や消防団の出初め
式などで演奏をしてきました。
過去には、
歌舞伎座で第九の演奏会を催したこと

もあります。中央区ならではの晴れ舞
台です。また、文化・芸術に理解の深
い企業や団体が多い中央区だからこそ、
協賛やご協力をいただくこともあり大
変感謝しています。

演奏会当日のステージリハーサル

これからの活動や展望についてお聞かせ
ください。
今年の 11 月の定期演奏会では、難曲に
挑みます。私たちは 2 年半ごとに国勢
調査ならぬ“オケ勢調査”を行い、団
員全員の意見をもとに、向こう 5 回分、
2 年半先までの演奏会の曲を決めて計画
的に練習に励みます。11 月の演奏会で
は、皆が目標としてきた交響組曲「シェ
エラザード」をついにお披露目します。
さらに今回は、
スペシャルゲストとして、
し お

地元出身のプロピアニスト奥井紫麻さ
んが参加してくれます。現在中学 1 年
生ですが、8 歳でオーケストラデビュー
し、
ソリストとしてロシアを中心に活躍。
佃島小 5 年生のときにはモスクワで開か
れた第 1 回クライネフ国際ピアノ・コン
クールでジュニア部門第一位に輝きま
した。いまや世界を舞台に活躍する彼女
ですが、同じ町の住民としていち早く声
をかけたことで、今回の共演が実現しま
した。皆さんぜひ、見に来てください。
●『2017 冬のコンサート』
2017 年 11 月 19 日（日）14:00 開演
第一生命ホール（晴海トリトンスクエア内）
ボロディン／だったん人の踊り（歌劇「イーゴリ公」より）
ラフマニノフ／ピアノ協奏曲第 1 番 嬰ヘ短調 Op.1
リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」
URL www.cso-arts.net/

奥井紫麻さん

© 渡部孝弘

このたび５期 10 年にわたり理事長として協会の発展に格別なるご尽力を賜りました古屋勝彦氏が去る７月
５日をもって退任され、その後任に三田芳裕氏が就任されました。あわせて、半数近くの理事の方も交代
茅場町智泉院の薬師は、たいそう御利益があるとし され、新しい執行体制がスタートいたしました。
しんがん
て賑わいをみせたという。落語「心 眼」 の中では、盲目の 特集は、伝統食品づくりの現場を知る第一人者として活躍されているフードジャーナリスト・食文化研究家
ばいき
梅喜さんは女房にすすめられ、浅草から茅場町のお薬師さん の向笠千恵子氏に平成 28 年 10 月開催の文化講座で「日本の『食』は日本橋にあり｣ と題して講演をお
まで願掛け通いをする。満願の日、開眼して色や俗が見え、 願いしたところ大変好評でしたので、講演に関連した内容について寄稿していただきました。
心が乱れてしまう。ハッと女房の有り難さに気づく。見えな 「中央区 ひと 粋・活き」では、地域に根ざしたアマチュア・オーケストラとして質の高い演奏の提供を
目指して２０年以上の実績を積み重ねている「中央区交響楽団」の活動についてお話を伺いました。
いものが、心に深く見えて来たという話が語られている。
表 紙

日枝神社・薬師堂

小川 幸治
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