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京都セミナーへのお誘い       

主宰 鈴木 壽子 
 

来年度の日本文化塾は、京都セミナーを中心に据えることとなりました。 

いわゆる観光地としての京都を見るのではなく、「深い京都を識る」と題されており、

知られざる京都の学びへと、参加者をいざなっていきます。 

京都学というと、京都独特の文化にはともすると、長い伝統や引き継がれた技術があ

るからこそ、そこに視点が収れんされてしまう欠点があるように思います。その一方、

千年の都であったからこそ京都の文化が持っている成熟と人を集めるという長所が存

在します。 

陶芸家で文化功労者である森野泰明さんは、「京都には地下茎のような文化的養分が
ある」と述べられています。私たちの京都セミナーは、感覚的ながら、まさにその部分

を感じ取って「深い（＝deep な）京都」と称しているのだと、とてもユニークな企画な

のだと、信じています。 

企画は今、須澤理事の指導の下に着々と進行しています。ご期待ください。 

 

オンラインセミナー 

『京都学への誘
いざな

い ―深い京を識
し

る―』 

須澤 晃（理事、京都企画・広報） 

 

NPO 法人日本文化塾は、2020 年初よりの新型コロナウィルスの蔓延禍により、講演

会は不開講が続いておりますが、本塾では、京都ツアー企画に加え『京都学への誘い―

深い京を識る―』を企画することといたしました。講演は、オンライン（Zoom）にて、

お申込者にのみ発信いたします。 

2022 年度には、4 回の発信を予定し、概要は以下の通りです。お申込み、その他参加

費やオンライン接続については、別途ご案内いたします。 

続くコロナ禍。厳しい冬。遅い春がようやくやってきました。 

この嬉しいはずの季節も、ウクライナに対するロシアの侵攻というニュースに、身の

凍える思いをしました。そんななか、心の底から戦争反対を叫ぶ人たちと、勝手なル

ール変更を狙う勢力に対して国々の思いが統一されていく波のような世界の動きに、

胸が熱くなる思いもしました。ネット社会は素晴らしいと、実感しています。 
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□ 第 61回日本文化塾講演会『廬
ろ

山寺
さ ん じ

と源氏物語』 

講師： 町田 泰宣（廬山寺 管長） 

山下 智子（源氏物語・京ことば語り） 

 

 

 

 

 

廬山寺は、天慶元（938）年、延暦寺の僧「元三大師 良源」により開基され、

金閣寺側の船岡山に開山されました。その後 1573 年、豊臣秀吉の寺町整理によ

り、現在の地（紫式部が源氏物語を執筆した邸址、御土居の一角）に移転され、

京都御所の東側、寺町通りと河原町通りの間に位置します。 

廬山寺は、かつて「御黒戸四箇院」と云われた

宮中仏事を司る四寺院の一つでありましたが、廃

仏毀釈時に天台宗にお預けとなり、明治天皇の勅

令で天台圓浄宗と

して今日に至って

町田画伯作品『東

山幻桜』います。 

南画家としても

有名である町田泰

宣管長の解説で、

国指定重要文化財

である黒塗り「阿

弥陀如来・観音菩

薩・勢至菩薩」の三 

              尊を拝し、京町家の 

軒先でかける「角大師の護符」や福寿増長を祈る「鬼法楽」などについても深め 

てまいります。 

また、この地の一角の、秀吉が都市計画の一環として外敵来襲に備える防塁と

鴨川の氾濫から市街を守る堤防として築いた土塁である「御土居」についてもご

紹介します。 

町田泰宣 官長 町田泰宣画伯作『東山幻桜』 
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さらに、紫式部（970 頃

～1019 頃）の父藤原為

時（正五位下）は、花山

天皇に漢学を教えた漢

詩人、歌人でありました

が、紫式部は藤原宣孝に

嫁ぎ一女（大弐三位）を

もうけ、夫が卒去後『源

氏物語』を書き始め、そ

の評判を聞いた藤原道

長に召し出されて、道長

の娘で一条天皇中宮の 

彰子に仕えている間に『源氏物語』を完成させ

たと言われます。季節ならば約千本の“桔梗”

を観ることができる縁先で、山下智子さんによ

り源氏物語の一説を“京ことば語り”で聴き、

平安宮中の姿にせまります。 

 

＜予告＞ 

□第 62回日本文化塾『京の染色』 

講師：玉村 咏
えい

（染色師、染色工房「アトリエ攸
ゆう

」） 

    中嶋 健（染色デザイナー） 
 

 

 

      玉村咏氏 

 

 

 

 

 

中嶋健氏 

廬山寺の桔梗 

山下智子氏 
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日本の染色の文化は、奈良時代から登場し、「蝋染め」や「挟み染め」などが

次第に発展しました。室町時代に入ると、豪華絢爛な「更紗」や「絞縫箔」な

どが現れ、京都での染色文化が築かれていきます。江戸時代中期には、色が豊

かで、絵画風の着物が町人のなかでもてはやされ、「友禅染」が流行し、さま

ざまな技術が集約されて染色技術は完成されました。その後、化学染料が導入

されるようになると化学染料と糊で『色糊』を作る技術も生まれ、友禅模様を

「型紙」で写す友禅染に、この色糊が用いられ、それまでの友禅染をさらに発

展させる転機となりました。 

今回の講師は、“京色の雅と粋”を主題に染色活動を続け、京都西陣にて染色

工房「アトリエ攸」を開く染色師玉村咏氏(75)に登場いただきます。 

玉村氏は京染の伝統を受け継ぎながら、「そめ」の新しい表現の可能性を目指

し呉服に“ぼかし“の染色技法で創作活動を続けておられます。“京染め”の伝統

を受け継ぎながら「染め」の新しい可能性を目指しつつ創作にあたっておられ

ます。着物等の和装以外にも、ホテルニューオータニ東京の壁面、インテリ

ア、風炉先屏風、タペストリー、ファイバーアートの造形作品など、現代に生

きる染色作品を制作活動を続けておられます。オリジナルな作品創りのために

発想デザインから最終工程まで 10 余りの工程を全てアトリエ内にて一貫制作

されておられるアトリエを訪問させていただきます。 

また、その玉村咏氏の染を絶賛する染色デザイナー中嶋健氏(38)は、京染色

に見惚れて以来、『浴衣の手染め』にこだわり続け、“多くの人々に着物を愛用

してほしい”との思いから、手染めの浴衣づくりに日々邁進されています。浴

衣以外にも、暖簾やカーテン、インテリア生地などの製作にも取り組んでおら

れます。その色づかいと斬新なデザインは、きっと広く若い方々にも愛される

ものです。右京区桂の工房を訪ね、一層京の染色を深めます。 

 

＜予告＞ 

□第 63回日本文化塾『京人形』 

講師：安藤 桂
けい

甫
ほ

（伝統工芸士） 

安藤 啓子（雛人形コーディネーター） 

大量生産の時代にありながら、桂甫作安藤人形店の雛人形は、京の人形作りの

長い伝統を守り、品質にこだわって数少ない職人が心を込めて、一対一対手作り

することに力を入れておられます。三代目安藤桂甫師は、2001（平成 13）年に

「現代の名工」として厚生労働大臣より表彰され、2007（平成 19）年黄綬褒章、

2020（令和 2）年瑞宝単光章を拝受し、日本一の地位をゆるぎないものとされま

した。伝統を守り抜く『分業』の世界を垣間見て、京の伝統文化を深堀します。 
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逍遙（16） 

満州引揚げ者の手記 
長谷川修 

 

第２次大戦後の満州からの引揚げについてはあまりにも悲惨で、在留邦人１

５０万のうち２５万人が死亡とされているもののきちんとした数字はない。藤

原ていの『流れる星は生きている』は往年の超ベストセラーであり気にかかって

いたが、先日本屋の文庫本の棚で見つけ、一気に読んだ。 

長春の観象台課長夫人が、子供３人（男の子は６歳と３歳、長女は生後１ケ月）

を連れて、２０年８月９日から翌年９月に博多港に帰還するまでの引揚げ記で

ある。 

著者たち観象台団は、満州と北朝鮮の国境の南の宣川

に１０ケ月ほど留められる。若い男のいない団では、子

供の虐待死や発狂者も出る。極限状況で各自のエゴが丸

出しとなり、善人だけでは生きていけない。著者もおむ

つ洗濯用の水の手当や子供の病気に苦心し、時にはゴミ

を漁ったり、友人を裏切ることもあった。 

本格的な苦労は、この後宣川を発ち平壌から３８度線

を越えるまでの 11 日間だ。道端には日本人の死体が多

く転がっており、嶮しい山や急流の川がある所を、子供

３人を連れほとんど不眠不休で歩く。周りから「子供３

人は無理だよ。２人を助けるためにも１人置いていった

ら」との声をかけられることもあった。我が子を元気づけるために蹴飛ばしたり、

つい男言葉で叱ったりと、文字通り死線を彷徨いながら３８度線を渡り、米軍救

援所に辿りつく。 

 

著者は20年８月９日時点で日本の敗戦を予期しておらず突然の長春脱出とな

り、また、苦労の末博多沖に着きながら入国までの12日間を船中に留められる。

どんな事情があったにせよ、今では考えられないような酷い話だ。 

 
 

 

 コレラ退散の近世・近代 

ちょっと前、コロナよけの「ゆるキャラ」としてアマビエがはやったのを覚えておら

れるだろうか。いまでは飽きられたのかあまり見かけなくなったが、

コロナ流行 1 年目の 2020 年には厚生労働省のホームページで、「三密

回避」の標語とセットで使用が呼びかけられるほどであった。アマビ

エは、いわば「国家公認妖怪」の地位に昇ったのである。 

このアマビエ、起源には諸説あるものの、2020 年のコロナ禍ではや

ったのは右図の『肥後国海中の怪(アマビエの図)』京都大学附属図書館

所蔵 1864 年）がモデルである。肥後の海にキラキラと現れ「私ハ海中
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ニ住アマビヱト申者也 當年より六ヶ年之間 諸国豊作也 併病流行 早々私ヲ写シ人々

ニ見セ候得」、すなわち「疫病が流行するので自分の姿を書け」と言って海に消えた。

「その姿を書くことで疫病退散できる」アマビエは、コロナ第一波に際して、ゆるキャ

ラ好きの日本人の心性とフィットし、SNS の波に乗り拡散していった。 

アマビエの書かれた近世、数十年に一度単位でコレラや疱瘡が流行した。近世の人々

は「疱瘡絵」といわれる疫病除けの絵を家に貼ったという。つまり近世には絵を貼って

疫病を避けるという文化があった。アマビエもそうした文脈に位置付けられるであろう。 

さて、ここでコレラを退散のために描かれた 2 枚の絵を比較していただきたい。 

左は江戸後期に書か

れた「流行 金時ころり

を除る法」、右は明治前

期に書かれた井上探京

「流行悪疫退さんの図」である。明治期に入っても絵を貼って疫病を退散しようとする

文化が根強く継続していたことも興味深いが、両者は時代の変化も物語る。 

江戸期の絵は「唐辛子を病人の枕元で燻すとコレラが治る」伝説を絵画化している。 

これに対し、時代の端境期である明治期の絵は、いろんな人たちが、めいめいいろん

な方法でコレラに見立てた獣を追い払おうとしているのを感じていただけると思う。左

下の集団は着物を着ている。そして好戦的で、ばちや包丁などを振りかざしている。魚

屋が確認できるのは、コレラは加熱不十分の食品でかかってしまうことがあり、コレラ

流行下では、魚が売れなくなるからであろう。右下の 2 名は、近づかないで逃げようと

している。その上の 2 人組は洋服を着て、なにやら「近代的な」方法で撃退しようとし

ているようだ。さらにその上の 2 人組は汽車にのって逃げようとしている。 

さらには近世のコレラに対する個人的対応に対して、明治の国民一丸となって疫病に

立ち向かう様子も読み取れるかもしれない。 

また左上には「喰合せの心得」として、「そうめん」と「びわ」など当時食べ合わせ

の悪いとされた食べ物のリストも載っている。コレラが下痢を伴うからであろうか。 

謎なのは左上の清国人とおぼしき集団である。彼らは何をしているのかよく分からな

い。獣の足下には「支那へイコウイコウ」とある。皆さんは何を読み取るだろうか。近

世近代移行期の人々の疫病観がかいま見えるかもしれない（羊）。 
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理事会だより 

☆コロナ禍で活動を実施する環境が厳しい中、長い間ほとん

ど動けないまま参りましたが、コロナに負けず頑張ってい

らっしゃる会員各位に報いなければと、役員一同も今後の

活動形態を模索し、新たな企画に挑戦する英気を養ってお

ります。 

まずは、リモートでの講演会再開ですが、皆さまと直接お

顔を合わせての活動も徐々に行いたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

☆設立以来 1２年にわたる NPO 法人日本文化塾による活動が評価され、この度、主宰   

鈴木壽子が、東久邇宮文化褒賞を受賞いたしました。何よりも、皆様のご支援の賜

物と、心からの感謝を捧げるとともに、この栄誉を皆様と共有させていただきた

く、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆荒川順子理事が、家庭の事情により今年度限りで経理担当を退任させていただ

きます。 

これまで、彼女なしでの本塾の存続は考えられないことでしたが、ご無      

理は言えませんでした。また、企業博物館見学の企画と、事務局での細か 

い作業を担当してきた真野和子理事も退任いたします。両理事への感謝と 

ともにご報告し、総会にて皆様にご承認いただくこととなりますので、よ 

ろしくお願いいたします。 

 

☆前項の事情から、NPO 事務局は来年度から須澤晃理事が関西にて統括いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。（鈴木壽子・荒川順子・真野和子・須澤晃） 

【表彰理由】貴方は多年にわたり政財官学ならびに芸術文化福祉等の各分野

において国際協力や社会的貢献に深く関わり指導教育につくされた功績お

よび未来への夢はきわめて大きく、よってその善行を褒賞された。 
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京都市埋蔵文化財研究所が 3 月 30 日に発表したところによると、このほどの

発掘調査で、京都市伏見区の淀城跡地から、淀藩家老の役宅の礎石列とみられる

構造物が確認されたという。淀城とその城下町は幕末の鳥羽伏見戦の戦火で焼

失したとされる。この度発見された屋敷跡は全焼したものとみられるとのこと

で、城下一帯の大火災を裏付けるものとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀城は、大坂湾から木津川を上り、京都の入り口に配された要衝であり、1623

年西国の抑えとして築かれて、代々譜代藩が治めていた。幕末には老中稲葉が藩

主であり、鳥羽伏見戦においては、当然幕府軍の頼りとするところだった。鳥羽

伏見戦は、後れを取り、淀城下の迷路のような町中に追い込まれた幕府軍が逃げ

場を失ってほぼ全滅に近い形となり、将軍が大坂脱出することとなった決定的

な戦いであり、一般に、その原因は淀藩の裏切りにあったと言われている。 

 

藩主不在の城を護る国家老は、形勢不利となった幕府軍の入城を拒んで断固

開門しなかった。そのため、幕府軍は城門と城下に火を放って、北へ敗走してい

ったのである。戊辰戦争のなかで、以後多くの藩が悩みぬいた、錦旗を掲げて東

に進む新政府軍と恩ある幕府軍のいずれに従うかという決断を迫る状況が広が

っていくが、その最初の政治決断を行ったのが淀藩であった。語られていないが、

藩主稲葉正邦老中は、どのように行動したのか、そして、近畿と関東に点在して

いた淀藩の飛領（例えば真壁）はどのような決断と行動をしたのだろうか。                                               

（鈴木 壽子） 

 

 

                   

 

☆NPO法人には、収入の２０％を一般からのご寄付で賄うという規定があります。 

 日本文化塾は、より多くの皆様のお支えをお待ちしております。 

  お申し込み・お問い合わせは→ secretary@nihonbunkajuku.org 

 

 

編集後記 

 

 

編集後記 ２０１７年第４９回講演会に「松前藩の幕末維新 知られていないその姿」と

題してご登壇いただいた山崎香先生が、御単著『正議隊事件 幕末維新期における松前藩

の政争』（岩田書院）を御刊行されました。松前藩研究の決定版となり読み継がれるでし

ょう。是非お手に取って御覧下さいませ。（羊） 

  

mailto:secretary@nihonbunkajuku.org

