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勇壮なる役者絵の世界
―

歌 川 派と歌 舞 伎
会期

〈25-308〉

博 物 館 で は 現 在 、「 歌 川 派 と 歌 舞
伎 ―
勇壮なる役者絵の世界 ―
」と題
し、役者絵に焦点を当てた浮世絵展
を開催しています。
江戸における歌舞伎は、寛永元年
（一六二四）年に初代中村勘三郎が幕
府の認可を得て興行を催したことに
始まります。延宝年間（一六七三～
八〇）には、勘三郎の中村座の他、
市村座・森田座・山村座が幕府公認
となり、多くの歌舞伎役者が活躍す
るようになりました。これに後押し
されて、芝居小屋の絵看板などを手
がけていた鳥居清信が、役者を描い
た一枚摺を創始し、勝川春章が顔形
の写実性を高めた似顔の表現を確立
させて、役者絵の基礎を築きました。
その流れは、やがて初代豊国や国貞
（三代豊国）、国芳といった歌川派の
絵師に引き継がれ、江戸後期には歌
川派を中心として数々の役者絵が生
み出されていくこととなるのです。
三代歌川豊国
「東海道五十三次の内 赤坂 六代目松本幸四郎の沢井又五郎」
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︻ギャラリートーク︼
三月一四日︵土︶
午後二時から一時間程度
郷土博物館企画展示室

︻展覧会講座︼
﹁役者絵あの手この手
歌舞伎の発展と浮世絵の変化 ﹂
―
―
小林優︵当館専門員︶
二月二一日︵土︶
午後二時〜午後三時三〇分
郷土博物館二階講堂

関連イベント

今回の展示では、郷土博物館では
初公開となる作品を多数交えて展示
しています。その誕生から明治時代
までの役者絵を中心に、団扇絵や玩
具絵まで、様々な役者絵の形をお楽
しみください。

初代歌川豊国 「嵐三八の奴鳥羽平」

誠一郎

８

縁故疎開ですごした北鹿浜町の想い出㉕

鹿浜での子どもの生活
小川
■初午と王子の凧市 二月の初午の
日には凧市が王子稲荷神社で開かれ
る。江戸時代からの行事で、奴（や
っこ）凧が火防（ひぶせ）の凧とし
て買われたのが始まり、今に至るも
賑わいを見せている。初午の早い年
は火事が多いという俗信もあった。
初午を楽しみにしていた近所の友達
は、父親の自転車の荷台に乗せても
らい王子の凧市へ出掛けていった。
初午って！なんなのか分からずに
いると、思いがけず、庭のお稲荷さ
んの祠へ供える真っ白な和紙張り行
燈に馬の絵を描くよう叔母たちに頼
まれた。以前街中で出会った格好い
い騎馬警官を思い出し、仕方なく画
筆をとると、手が震えてひ弱な馬が
できあがった。でも大切に携えてき
た水彩絵具が役に立ってうれしかっ
た。ほとんど身一つで母に連れられ
鹿浜へやって来たので、大事にして
いた数少ない文具や本類は、後で見
つかると行き来の折に届けてくれた
のだろうか（註一）。祝い事ではよく
お赤飯を炊いた。お赤飯のできたて
にゴマ塩をかけると一層おいしくな
るのが分かった。遊び疲れて昼食時
に戻るとよく祖母が握ってくれた、

塩をふっただけの三角おにぎりのす
ばらしさを思い出す。心情的なもの
も重なって、これを超えるものはい
まだ現れない。
ふと空を見上げると、澄んだ青空
の中、翼のついた太めの紙張りの筒
が上がったり下がったり漂いさまよ
っている。模型飛行機？でもないよ
うだ。隣家の誰かが揚げている凧？
これが最初で最後の飛行機凧との遭
遇だった。初午の機会に新しい世界
を覗けたようで、その後、隣のセッ
ちゃんと一緒にいても、この凧との
出合いを話すのはもったいない気が
してじっとしまっておいた。
■凧揚げ 終戦翌年の初午、凧市は
ひときわ賑わったようだ。年少の子
ども達は、たくさん凧を買ってもら
うと、半ば凍りついた田んぼが何枚
も連なる広場に集まり、寒さもなん
のその、心行くまで凧揚げに興じた。
新宿のおもちゃ屋では、子供だまし
の安価な奴凧や四角凧ばかりだった
が（註二）、鹿浜では堂々とした奴凧
にまじって、美しい作りのカラス凧
やトンビ凧が目を引いた。高空にじ
っと留まる優雅な姿は生きた鳥がホ
バリングしているようだ。ひょうき
んな奴は空で忙しげにしていると楽
しいが、しばらくするとあきが来る。
多くの凧は、近くで見せてもらう
と、街の駄菓子屋の軒先に並べられ
た粗製のものなどよりランクが上、

作り手の魂がこめられた完成度の高
いものだった。
■凧揚げと子どもの社会 凧上げは
小さな子供には難しく、先ずは大人
や年長組になにかと調整してもらう
のが普通だが、ここでは凧自体が優
れていて助けなしに自分たちで結構
遊べた。それだけに皆は買ってもら
った凧を大事にしていたのだろう、
揚がっている凧の糸を私にあずけ、
気分良くさせてくれる友はいなかっ
た。でも凧への憧れを空高くはせな
がら楽しい時間を共有できた。
一方で気になったことは、兄さん
姉さん連が小さな弟や妹たちの遊び
場へやって来て、口を出したり、彼
らの丹精込めた自製角凧を揚げて見
せたりすることがなかったことだ。
暗黙の約束ごとでもあったのだろう
か？乾性油を塗って仕上げられた、
花札の坊主の絵柄で飾った自慢の四
角凧が、家屋敷の裏で、上級生によ
って目立たぬように揚げられている
様子が目に浮かぶ。凧の上部に取り
付けた、弓の弦状に張った平ゴムの
唸りが、のぞき見ようと集まってき
た年少組の子らの心をそっと奮い立
たすかのように音波を送ってくる。
こうした年齢層できちんと構成され
た子供社会の棲み分けを、互いに静
かに見守り尊重し合う空気が、隅々
まで行き渡っているのが今になって
見えてきた。

註

（一）五歳の頃、気紛れを起こした
祖母が玩具店で水彩用具を買ってく
れたが、これをとても大事にして、
疎開を経て中学時まで使い込んだ。
ほかには、アルファベットの大・小
文字、それに掛け算・割り算の九九
などが印刷された鉄製の下敷きがお
宝だった。文房具は買えなかったの
で、とくに消しゴムは不自由した。
ゴム製品を見ると、試してみたがだ
めだった。

（二）家で凧の話しをすると祖父に
聞きなさいとよく言われた。でも糸
目の中心をチェックしてくれる程度、
無口なのであまり頼れなかった。明
治四〇年代、新宿で凧上げが大人の
間で流行り、祖父は相当熱中し活躍
したと聞く。追分の店で糸綿を商っ
ていたので、凧糸は商売ものだった
はず。
つ
- づく （-慶應大学名誉教授）

王子稲荷神社の凧市は、二月の午
※
の日に行われます。今年は、二月十
一日と二三日です。
【王子稲荷神社】
北区岸町一 一
- 一
-二 二
-六
王子駅北口から徒歩で七分
東京メトロ南北線王子駅から徒歩
で七分。
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次回企画展・出展品紹介

版本の世界

貴浩

ー娯楽・教養・挿絵の美ー
佐藤

四月下旬から始まる平成二十七年
度第一回目の展示は、江戸時代の本
である版本について展示する。現在、
展示に向けて資料の調査 研･究を進め
ている最中である。そこで、今回は、
その中から二点の資料を選び、紹介
することにしたい。
ちんせつゆみはりづき

■﹃椿説弓張月﹄
最初に紹介するのは、文化四年
（一
八〇七）から文化八年（一八一一）
まで刊行された曲亭馬琴の『椿説弓
張月』である。馬琴は『南総里見八
犬伝』をはじめとした数々の作品を
生み出すが、
『椿説弓張月』は、馬琴
最初の大ヒットとなった記念すべき
作品である。発刊直後に大坂で舞台
化され、その後も度々公演されてお
り、その人気の高さがうかがえる。
主人公の源為朝は、保元の乱（一
一五六）で活躍した実在の人物で、
弓の名手として名高かった。承久の
乱（一二二一）前後に成立したとみ
られる『保元物語』によると、敗れ
た為朝は武勇を惜しまれ助命された
が、弓を射ることができないように
肘を外され伊豆大島に流された。

しばらくして肘が治ると、伊豆大島
で暴れまわったため、追討を受け切
腹して果てたという（日本最初の切
腹ともいわれている）。しかし、為朝
は生き延びて琉球に渡り、王朝を開
いたという伝説もある。 『椿説弓張
月』の前半は、
『保元物語』に基づく
部分が多く、後半は琉球に渡ったと
うわばみ

やまおこうべ

うしな

いう伝説を題材にしている。
刺し、山雄が自分たちを助けようと
さて、ここに掲げた挿絵は葛飾北
していたことを知り、深く後悔した。
斎 に よ る も の で 、「 山 雄 首 を 喪 ふ て
この挿絵は、為朝と重季が蟒蛇に
蟒蛇を噛」という場面が描かれてい
止めを刺そうとしている場面で、右
る。為朝は須藤重季という従者と山
が為朝、左が重季で、ややわかりに
雄という狼を連れて狩に出かけ、途
くいが、蟒蛇の首には噛み付いてい
中、楠の下で眠りについてしまった。 る山雄の頭が描かれている。一見し
しばらくして、山雄が吼えたため目
て判るように、非常に豪壮な挿絵で
を覚ました
あり、馬琴の作り上げた物語の面白
が、山雄は
さを一層引き立てている。当時の読
さらに吼え
者たちも、この見事な挿絵に興奮し
続け、為朝
たことであろう。
に向かって
ちなみに、北斎は数多くの号を称
走り寄って
しているが、有名な「葛飾北斎」と
きた。その
いう号は、馬琴と組んでいた時のも
ため重季は、 のである。しかも北斎は、馬琴の家
山雄が為朝
に居候をしていたことがあった。し
に食い掛か
かし、北斎は馬琴の指示通りの絵を
ってきたと
描かないことも多く、度々喧嘩をし
思い、山雄
ていたという。
を切り殺し
ろくあみだもうで
てしまう。
■﹃六阿弥陀詣﹄
その直後楠
次に紹介するのは、十返舎一九の
の上から巨
『六阿弥陀詣』である。これは文化
大な蟒蛇（
十四年（一八一七）に刊行されたも
大蛇）が現
ので、足立区とゆかりの深い六阿弥
れ、その首
陀詣に関するものである。
に山雄が噛
六阿弥陀とは、第一番西福寺（北
み付いてい
区豊島）、第二番延命寺（足立区小台
るのを発見
現在は足立区江北の恵明寺と合
※
した。為朝
併）、第三番無量寺（北区西ヶ原）、
と重季は蟒
第 四番与 楽 寺（北 区 田端）、 第五番
蛇に止めを
常楽寺（台東区下谷
現在は深大
※
当館蔵）

「山雄首を喪ふて蟒蛇を噛」（『椿説弓張月』画：葛飾北斎

平成２７年２月

談
史
立
足
（３）第５６４号

寺 （ 調 布 市 ） と 合 併 ）、 第 六 番 常 光
寺（江東区亀戸）の六ヶ寺のことを
いう。この六ヶ寺には、寺によって
人名や筋書きが異なるが、長者同士
が婚姻関係を結び、些細な事から嫁
いだ姫が自殺してしまうという悲話
が伝わっている。
『六阿弥陀詣』に記された伝説は
こうである。聖武天皇の時代という
から、今から一二五〇年程前のこと
になるが、宮城に庄司清光という人
物がいた。ある日の夢で清光は神託
を受け、紀伊国（和歌山県）から熊
野神社を勧請し、王子に社を築いた。
まもなく清光は美しい女子を儲け、
足立姫と名付けた。足立姫は、近郷
の沼田治部少輔に嫁ぐことになった
が、これは足立姫の望むものではな
く、そのため舅のそしりをうけるこ
とがしばしばであった。そこで足立
姫は、清光のもとへ行くと理由をつ
けて家を出、荒川（現在の隅田川）
に着くと、侍女十二人と共に称名
（南
無阿弥陀仏）を唱えながら、荒川の
浅間渕（宮城二丁目付近）と呼ばれ
る場所に身を投げた。娘の死を悲し
んだ清光は諸国巡礼を行い、紀伊国
の熊野権現で菩提を弔い、下山する
時に霊木を得る。清光は、衆生済度
の願をかけ、霊木を海中に投じ、も
し納受されるならば国元に漂着する
ことを願った。そして、国元に帰っ
てみると、霊木が熊野木（江北三丁
目の熊木橋付近）に漂着しており、
喜んだ清光は、たまたま滞在してい
た行基に頼んで、六体の仏像を造立
してもらい、ゆかりの場所に安置し
た。これが六阿弥陀の始まりである。
この伝説は、寺や本によって伝わ
った内容に違いがあり、内容に矛盾
も多く、江戸時代の頃から単なる逸
話に過ぎないことが指摘されている。
実際、江戸時代の指摘通り、この伝

説を事実とは見
さんの人々等が描かれている。応味
なしがたい。し
寺とは、甘露山応味院延命寺のこと
かし、伝説が生
で、元は小台にあったが、明治時代
まれた背景には
に荒川放水路ができた関係で廃寺と
何らかの歴史的
なり、現在は宮城山円明院恵明寺
事実があること
（足立区江北）に合併されている。地
が多く、現在で
誌の箇所には、豊島方面から荒川を
は、そうした観
船で渡る様子や、行基が阿弥陀仏を
点から伝説を読
作るときに余った木で彫ったという
み直す試みも行
仏像が鎮座する木余如来性翁寺（足
われている。そ
立区扇）についても記してある。性
して、この伝説
翁寺には、足立姫のものと伝わる墓
は、江戸時代の
も存在している。
庶民に、六阿弥
ところで、著者の十返舎一九とい
陀を順々に詣で
えば、弥次さん・喜多さんの珍道中
る風習を生み出
でおなじみ、滑稽本の『東海道中膝
した。足立姫が
栗毛』で有名だが、彼の六〇〇点以
舅の嫁いびりに
上に及ぶ作品の中には『六阿弥陀詣』
よって死を選ん
のような地誌や、寺子屋の教科書的
だことから、女
な往来物などもあった。一方、挿絵
人成仏の寺とし
を描いた喜多川月麿は、喜多川歌麿
て知られるよう
の門人で、一九の作品の挿絵を多く
になった。その
描いた人物として知られている。
結果、六ヶ寺に関する案内板や関連
書がたくさん作られるようになり、
今回は、四月から開催予定の企画
その一つが『六阿弥陀詣』なのである。 展で展示する予定の資料について、
さて、右に掲げた箇所は、上部に
一足先に紹介した。展示では、足立
六阿弥陀の縁起、下部には挿絵が描
に関係する資料を数多く出展し、版
かれているが、基本的に下部には六
本の歴史と足立の教養・文化につい
阿弥陀周辺の地誌が記されている。
てせまる予定である。多くの方々の
ここに掲げた挿絵には、元木村の応
ご来館をお待ちしている。
味寺、ならびにその境内に阿弥陀堂
（郷土博物館専門員）
や宝篋印塔、そして参詣に来たたく

＜再生紙を使用しています＞

当館蔵）
足立郡元木村応味寺（『六阿弥陀詣』画：喜多川月麿
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