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秋の京、大覺寺「嵯峨菊展」を訪ねる 

理事 須 澤  晃 

毎年 11月は「嵯峨菊展」が開催される                              嵯峨天皇により改良された「嵯峨菊」 

大覺寺は、弘法大師「空海」を宗祖と仰ぐ真言宗大覚寺派の本山で、およそ 1200 年前、平安時代初

期の嵯峨天皇が檀林皇后とのご成婚の新室である離宮を建立されたのが大覚寺の前身「離宮嵯峨院」で

あります。今日では“華と心経の寺”として親しまれており、数々の悲運を乗りこえ、その法灯を守り続

けてきました。正式には「旧嵯峨御所大本山大覺寺」と称し、嵯峨御所とも呼ばれます。また、大覺寺

は、いけばな発祥の花の寺でもあり、「いけばな嵯峨御流」の総司所(家元)でもあります。毎年 11 月の

一か月間「嵯峨菊展」開催され、旧嵯峨御所ならではの王朝の菊に例年多くの観光客が訪れます。 

会 報 
第 26 号 



2 

 

嵯峨天皇が大沢池で、中秋の名月に舟を浮かべ、文化人・貴族の方々

と遊ばれたことから始まった「観月の夕べ」、9 月中旬には、空を見上

げれば煌々と、目を落とせば静かな水面に映る月。日本三大名月鑑賞地

の大沢池で、この２つの月が見られる優雅な時間をご堪能いただけま

す。 

 

＜ご報告＞ 第 61 回、第 62 回 日本文化塾 

第 1 回オンラインセミナー「蘆山寺と紫式部」 

第 2 回オンラインセミナー「京の染色」 

  理事・セミナー企画担当 須 澤  晃 

2020 年年頭以来、新型コロナはパンデミック化とともに国内でも急激な蔓延となりました。日本文化

塾も、リアルな会場開催は困難となり、同年は休会を余儀なくされました。同年から、塾役員会のリア

ル集合開催が出来ず、Zoom オンラインでの会議を進め協議してまいりました。 

 その中から、オンラインでの塾開催を検討し、今年度からのオンラインセミナー開催となりました。 

そこで、小職がかねてから進めておりました「京都学」講座と、京都ツアー（第 52 回、第 60 回）の実

績を踏まえた『京都学への誘い』を開講する運びとなりました。 

 ここに、第 61 回、第 62 回のオンラインセミナーのご報告をいたします。 

 

第 61 回日本文化塾 ・ 第１回「蘆山寺と紫式部」 

蘆山寺は、938（天慶元）年、延暦寺の天台

宗の僧「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。現在も「蘆

山寺通り」として、その名が残っていますが、

1467（ 応仁 1）～1477（ 文明 9）年 11 年間

続いた「応仁の乱」では焼失し、1573 年豊臣

秀吉の寺町整理により、現在の地（紫式部邸宅

址、御土居の一角）に移転されました。 

当日は、前田泰宣住職の解説で、京町家の軒先

で見かける「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した。 

さらに、季節ならば約千本の桔梗を観ることが

できる縁先で、山下智子様に源氏物語の一説を

“京ことば語り”でお聴きかせいただき、平安宮中

の姿にせまりました。 

前田 泰宣 住職       山下  智子 様 
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—— 視聴者の声 —— 

◆今回の企画、構成が良かったと思います。蘆山寺住職のインタビュー、それを踏まえての蘆山寺につい

ての解説、山下智子様のインタビュー（女房の語りを言葉の裏にある世界を感じとることを補足するとい

う意味を配慮して、言葉を選んで語るという難しさに挑戦して努力されているというお話し）、語りは京

ことばのやさしい響きが心地よかったです。（その時の背後での鳥の声を拾って、その情景を浮かべるよ

うでした。）、紫式部の解説など、1 時間半内での内容の濃いセミナーでした。      ＜ＡＪ＞ 

◆前田管長のインタビューを交えた蘆山寺に纏わる様々なお話、紫式部邸宅址であることから作られた

紫の桔梗が美しい源氏庭、そして山下智子さんが京ことばで語る源氏物語（第二十四帖「胡蝶の巻」）。と

ても盛り沢山な内容で、日曜日の午後のひととき、楽しく学ばせていただきました。山下さんの源氏語

り、機会がございましたら、是非、生で聴いてみたいと思いました。           ＜ＦＦ＞ 

 

第 62 回日本文化塾 ・ 第２回「京の染色」 

「京の染色の雅と粋」を主題に染色活動を

続け、西陣で染色工房「アトリエ攸」を開

く染色家玉村咏様に登場いただきました。

玉村様は京染の伝統を受け継ぎながら、

「染め」の新しい表現の可能性を目指し着

物に“グラデーション“の染色技法で創作

活動を続けておられます。オリジナルな作

品づくりのために、発想、デザインから最

終工程まで 10 余りに分かれる工程を、全

てアトリエ内で一貫制作されています。イ

ンタビューでは軽妙な話術で、染色に関す

る思いを熱く語られました。 

 

そして、玉村様の染めを絶賛する染色デ

ザイナー中嶋健様は、京の染色に見惚れて

以来、“浴衣”の手染めにこだわり続け、多

く人々に、特に若い人に着物を愛用してほ

しいと、日々作品づくりに邁進さています 

玉村 咏 様          中嶋 健 様       桂の工房を訪ね、“ぼかし”の技術を拝見し、  

一層京の染色を深めました。 

ゲストの中嶋様からは『…今回のセミナーを通して僕自身、考えや想いを整理する良い機会になりまし

た。そして今回の発信が、伝統や手仕事に興味をもつきっかけに少しでもなれば嬉しいです。今後も私で

力になれる事があれば、いつでもお声がけいただければ嬉しいです。…』とのお便りもいただきました。 
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—— 視聴者の声 —— 

◆日本文化塾『京都への誘い』第 2 回オンラインセミナー『京の染色』を視聴しました。お二人の染色家

(玉村咏様、中嶋健様)のお話を聴いて、工房での作業風景を見て…、お二人の色と生地への拘りが伝わっ

てきて、そこから素晴らしい作品が生み出されるのだということを思わずにはいられませんでした。玉村

様のグラデーションの着物、中嶋様のぼかしの浴衣、本当に素敵でした。本シリーズ、次回のテーマは

『京人形』ですね。是非また参加させていただきたいです。              （Emi.Ｆ） 

◆「京都学への誘い」の第２回目のオンラインセミナー「京の染色」は初回と同様、たいへん興味深く拝

聴いたしました。玉村様、中島様の愉しい解説に引き込まれながら、その匠の技に見入りながら、有意義

な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。次回を心待ちにさせて頂きます。 

（かず子.M） 

 

 

読書の秋に 

大久保 律雄（天象） 

 

 

 

「文化はその民族の『いのち』です。我々の毎日 

の生活すべてが日本の文化でなければ、日本人の 

『いのち』は伝わらないのです。 

日本の文化はすべて日本人の原点のこころ  

―『感謝と共生』― から生まれるのですから、日常の生活もこのこころを土台に行動すれば、 

日本の文化になるはずです。」             （葉室 頼昭『神道と日本人』より） 

 

 

暑い夏が過ぎても、世の中はいろいろと騒がしいことのみ多く、 

著者の言う「感謝と共生」という言葉を今一度日本人として 

思考することも、心の平安につながるものかと思う。 

小生が生まれて、今ここに存在するだけでも滅多に起きない 

奇跡的な現象であることを思えば、 

これに感謝し、人生という旅を笑顔で楽しいものにしていき 

たいものだと、赤く命を燃やしているかのようなヒガンバナを 

見て、思うのである。 
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【こぼれ話１】 

明治維新の生き残り 金子堅太郎の存在感 

写真は、筆者が勤務する日本大学法学部図書館(正式名称は日本大学図書館法学部分館といいます)

が所蔵している資料です。表紙には「明治二十一年四月二十八日 博文 帝国憲法 附憲法義解」と 

墨書され、それが抹消されています。 

写真では小さすぎて分かりづらいのですが、この和装本(縦 26 ㎝×横 19 ㎝×厚さ５㎝程)は、伊藤

博文が書き記した大日本帝国憲法（明治憲法）の草稿を複製印刷したものなのです。タイトルを「伊

藤博文公修正憲法稿本」といい、平塚篤の校訂・発行で昭和 14 年(1939)７月に金 12 円 50 銭で秘書

類纂刊行会から発行されたことが、本書の最後に貼付された「奥付」からわかります。 

 一見して、これが印刷とは分からない、今では当たり前に  

なっているオフセット印刷というものでしょうか。本当に  

筆写本と見分けがつかないです。伊藤博文の憲法修正案の 

原稿などと言われれば、筆跡が本物かどうかは置くとして 

も、普通には印刷物とは思わないのではないでしょうか。 

貴重な資料であることは間違いないでしょうが、複製を出 

版するほど需要があったのでしょうか。 

 実は、本書は最初昭和 12 年(1937)に刊行されているので 

す。翌年の昭和 13 年(1938)が明治憲法発布 50 年にあたる  

ので、記念企画として出版されたのかもしれません。校訂 

者の平塚篤はジャーナリストで、伊藤博文 

に関する著作も多く、金子堅太郎とも親しく交流していたようですが、詳しい活動が不明です。しか 

し、この出版の直前に、平塚・金子等は伊藤博文の残した膨大な書類を編纂し「秘書類纂」と題して 

公刊したばかりでした。 

昭和 13 年２月 11 日には憲法発布 50 年記念祝賀会が挙行され、新聞の特集が組まれると、86 歳にな 

る枢密顧問官金子堅太郎も憲法発布当時の回顧談を寄せ、伊藤博文の功績を讃えています(『東京朝日 

新聞』第 18622 号)。また、金子の回顧談は中央放送局（ＮＨＫ東京中央放送局カ）から放送もされ 

ました。 

さらにこの当時、天皇機関説に対する国体明徴運動が盛行すると、金子は憲法起草者の唯一の生き

残りとして、文部省や内務省、参謀本部から講演を依頼され、文部省の憲法講習会で教職員を前に２

時間半にわたる大講演を行ったといいます。講演内容は速記され、すぐに活字化し広く頒布されまし

た。 

このように明治憲法制定に係る唯一の生存者というだけでなく、明治維新を潜り抜け走り続けた歴

史の証言者として雄弁に物語る金子堅太郎の重厚感は、この頃頂点に達していたといえるかもしれま 

せん。 
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本書の出版が昭和 14 年ということは、いわゆる「増

刷」なのであって、この間どれだけ出版されたのか興

味のあるところですが、今でもこの本手に入るんです

ね。古本屋ネットで検索ワードに「平塚篤」と入力す

ると「伊藤博文公修正憲法稿本」が１０点ほども出て

くるので、びっくりしました。筆者の勤務地の近くが

神保町なので、実際に古書店でちょっと原物を見せて

もらいました。昭和 14 年の出版でまったく同じ、違

うのは表紙に「博文」の 2 文字のみが印刷されている  

ことです。 

※元々表紙には「博文」2 文字のみなのであって、紹介した本書は誰かが書き込んだものということ

ですね。 

 出版後 80 年を過ぎて、まだ原物が出回っていることに驚くとともに珍品に遭遇する楽しみと、

何より出版を重ねて何部出したの？金子翁も儲けたの？等々、興味は尽きませんね。（田渕） 

 

※この紹介資料は、東北大学教授で長く憲法講座を担当し、退官後日本大学に着任前に逝去された

小嶋和司氏（公法学。昭和 62 年没）の旧蔵資料が、「小嶋文庫」として日本大学図書館法学部分館

に所蔵されています。 

 

 

 

【こぼれ話２】 

金子堅太郎揮毫 「元禄忠臣蔵」 

筆者が勤務する日本大学（母校です）は、明治 22 年（1889）に日本法律学校として創立し、同 36 年

専門学校令により校名を日本大学に改称、大正 9 年（1920）大学令により正式に大学となりました。で、

金子堅太郎は日本法律学校の初代校長であったことも

あり、金子家ご子孫から、日本大学に様々なものが寄贈

されたのです。 

その中に写真のように「元禄忠臣蔵」と大書した軸物

があります（法学部図書館所蔵）。 

揮毫詩文（？）としては珍しい内容ではないでしょうか。金子が「伯爵」と署名していることから昭和

９年（1934）以降のものと判断できますが、何か驚き！感銘！して思わず揮毫したものなのでしょうか。 

元禄忠臣蔵は皆さんご存じの通り。ちょうどその時期、劇作家真山青果の新歌舞伎演目「元禄忠臣蔵」

の上演が始まりました。昭和９年２月に最終話の第一〇編「大石最後の一日」が歌舞伎座で上演されたの
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を皮切りに、昭和 16 年（１９４１）11 月東京劇場での第八編「泉岳寺」上演まで、全一一編が７年間に

わたり制作・上演され人気を博しました。 

ひょっとして金子も観劇した？というのも、金子はかつて日露戦争開戦に際し、枢密院議長伊藤博文の

要請を受けて渡米し、十数年来交流のあったセオドア・ルーズベルト大統領と米世論の対日友好化につい

て交渉を重ねる中で、大統領が『忠臣蔵』を贔屓にしていたという話題に思い出深いものを感じて揮毫し

たのではないかと、そうに違いない！ 

ところが、あるとき、日米開戦前夜の金子の「日記」（日本大学図書館所蔵）を見る機会があり読んで

いたところ、昭和 16 年 10 月 28 日の記事に、 

松竹の「元禄忠臣蔵」の大幅を書す 

という一文が出てきたのです。何だこれ？ 

何と、松竹と前進座が溝口健二監督のもとに真山作品を映画化し

「元禄忠臣蔵」前編が 16 年 12 月１日に封切りされたのでした（写

真『昭和二万日の全記録第６巻平成 21 年講談社刊）。ということ

は、松竹の依頼で揮毫した？映画完成を記念して、松竹が金子に揮

毫を依頼したかと思ったのですが、ポスターや映画を調べても、金

子の揮毫が使われたのかわかりません。 

しかし、公開１週間後の 12 月 8 日には真珠湾攻撃、太平洋戦争

が勃発します。「元禄忠臣蔵」は「情報局国民映画参加作品」でし

た。映画も戦争映画か戦意高揚ものでないと検閲を通らなくなり、

「忠臣蔵」は武士道と忠義がテーマですから当局が好む企画でし

た。日米開戦回避を願っていたという金子の胸中やいかに！ 

 （田渕） 

 

＜予告＞ 第 63 回 日本文化塾 

第 3 回セミナーからは、YouTube で配信いたします。 「お申込み書」と「参加費お振込み」が確認

でき次第、URL（https//………）をお送りします。これをクリックするだけで、ご視聴いただけます。 

視聴期間は下記のとおりです。 
 

第 3 回セミナー「京人形」視聴期間：12 月 18 日(日)～2023 年 3 月 31 日(金)21 時 

「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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理事会だより 

☆2022 年度の NPO 法人日本文化塾には、いくつかの変化が 

ありました。 

皆様には、諸事情をご理解くださり、変わらぬご支援をいた  

だけましたら、幸いです。 

 

☆第一は、皆様すでにご存じのように、従来までの対面での講義形式の文化塾の開催をリモート方式の 

オンラインセミナーに切り替えたことです。いうまでもなく、これは先の見えないコロナ禍への苦肉の 

対策でした。しかし、今まで長いこと文化塾を支え、ご出席を楽しみにしてくださっていた古い会員の 

方々が、これをきっかけとして会を去られることになったことは、たいへん心の痛む出来事です。 

ここまで本当にありがとうございました。今後も時折、文化塾を思い出していただけましたら、うれし 

く存じます。 

 

☆第二は、スタッフの交替です。先号でお知らせしたように、理事の顔ぶれが変わり、今年度から、主宰 

鈴木以下荒川、須澤の 3 名で、会の運営に当たることとなりました。 

これに伴い、事務局を関西に移転し、「関西支部」と称することといたしました。 

なお、会の経理および真野前理事ご担当の事務は、西島会員が担当いたします。 

 

☆第三は、会報の編集スタッフの交替です。従来は、鈴木と大江会員の二名に、多忙の折にボランティア 

の山嶌さんを加えた 3 名体制でしたが、今号からは大江会員、田渕正和会員のお二人に編集をお任せ

します。新しい会報にぜひご期待ください。 

                                （鈴木壽子・荒川順子・須澤晃） 

 

★NPO 法人には、優良企業に当たる評価（PＳＴ）に、収入全体の２０％を市民の皆様のご寄付が占め 

ていること、という条件があります。日本文化塾でも、より多くのご寄付をいただければたいへん幸い  

に存じます。賛助会員にご登録下さる方も、以下のＵＲＬまでお問合せください。 

secretary@nihonbunkajuku.org 

 

 

編集後記 

会報第 26 号をお届けします。今号から編集を担当することになりました田渕です。 

ちょっとあたふたして、発行遅れぎみになってしまいました。これからも、会員の皆様に 

楽しんで読んでいただける内容を目指します。 


