寅さん歩

その 23

東京の博物館めぐり
～台東区－１～
平野

武宏

学食めぐり・官公庁の食堂めぐりと食べてばかり来ました。次の新しいテーマ
を模索していましたが、寅さん歩の愛読者から「次は大学や企業の博物館めぐ
りも面白い」とのコメントをいただきました。また最近の新聞やニュースで博
物館が話題になっていました。せっかちでおおざっぱな寅次郎ですが、几帳面
な面も併せ持っています。国・自治体や大学・企業の博物館や資料館を、後で
検索し易いよう地域別に歩き回ります。但し、美術館は除きます。
まずは江戸・東京の文化の中心 上野恩賜公園(写真右上) のある台東区から
スタートです。この地は徳川幕府の菩提寺東叡山寛永寺の本坊がありました。
なお、一度訪れた場所は当時の写真や資料を使用、入場料は当時のものです。
多くの博物館では内部の撮影が禁止となっています。最寄り駅は代表例です。

［東京国立博物館」台東区上野公園 13－9 最寄駅 ＪＲ上野駅 公園口
日本一古い歴史を有する総合博物館です。
2019 年 9 月に訪れる機会があり、じっくり敷地
内を歩きました。開館時間は 9 時 30 分～17 時、
休館は月曜日（祝日の場合は翌日）と年末年始
です。正面の本館(写真右)は日本ギャラリーで
１階はジャンル別展示で特別企画は 2019 年 9 月
23 日まで「奈良大和四寺のみほとけ」が開催。
奈良県北東部に所在する岡寺、室生寺、長谷寺､
安倍文殊院の四寺の仏像にお会いしました。
2 階は日本美術の流れを辿る時代別展示です。
松方コレクションの浮世絵や高円宮根付コレク
ションの特別展示もありました。
入場料は大人 620 円ですが、平成館の特別展の
入場券があれば無料です。

本館はコンクリート建築に瓦屋根をのせた「帝冠様式」の代表的建築で
2001 年（平成 13 年）国の重要文化財に指定されています。
建物のうしろは日本庭園で春と秋に一般公開されます。（入場料は 620 円、
70 歳以上は無料）。寅さん歩 88 江戸・東京の祭－17(花の祭－3)をご参照
ください。
正面右手にある東洋館(写真右)はアジアギャラリー
で中国・朝鮮半島・東南アジア・インド・エジプト
等の美術と工芸、考古遺物を 1 階から 5 階までに
展示。館内には無料で入れます。
本館の左手奥に行くと平成館（写真下）で
２階が特別展、１階が考古展示室です。
2019 年 9 月 16 日までの特別展は「三国志」1600 円
を開催、歴史上の実物に大いに圧倒されました。

正門左手奥の「法隆寺宝物館」（写真下左）は法隆寺から皇室に献納された
宝物約 3000 件を収蔵。展示品保護のため、室内を暗くしています。
写真下右は「表慶館」で 1909 年（明治 42 年）、後の大正天皇ご成婚を記念し
て開館。特別展・イベント開催時を除き休館中です。明治末期の洋風建築を
代表する建物として国の重要文化財に指定されています。

「法隆寺宝物館」手前には旧因州池田屋敷表門、旧丸の内大名小路（現丸の内
3 丁目）から移築の鳥取藩池田家江戸上屋敷の正門（重要文化財）があります。
2007 年（平成 19 年）からは近くにある黒田記念館［黒田清輝の遺言で 1928 年
（昭和 3 年）竣工］も東京国立博物館の所管となっています。
東京国立博物館のあゆみは 1872 年（明治 5 年）湯島聖堂の大成殿で開催さ
れた博覧会から始まり、1882 年（明治 15 年）上野の現在地に移転の日本で
最も長い歴史を持つ博物館で、その所蔵品は約 11 万 7000 件（国宝 89 件、
重要文化財 644 件）、量・質ともに日本一のコレクションを有します。
寅次郎の東京国立博物館内の散歩も 1 日がかりでした。中にはレストラン
もありますが、お天気が良ければ庭のベンチでお弁当を食べるのも良いか
と思います。キッチンカーも出ていました。

［国立科学博物館」台東区上野公園 7－20 最寄駅 ＪＲ上野駅公園口
日本を代表する科学博物館ですが、今回初めての訪問です。
2019 年（令和元年）9 月 19 日～10 月 14 日までの特別展は世界初の
「恐竜展 2019」で訪問しました。
特別展は東京国立博物館の特別展の半券を
見せると 100 円割引の 1500 円でした。
開館時間は９時～17 時、休館は月曜日
（祝日の場合は翌日）と年末年始です。
2.4ｍの長い腕を持つ謎の恐竜「デイノ
ケイルス」の全貌が明らかに！世界初公開。
更に日本の恐竜研究史上、最大の発見の
「むかわ竜」で全身の約 80％が残る前代未聞の完全度！北海道で発見、
東京に初上陸。全身復元骨格も世界初公開です。

地下でつながっている「地球館」・
「日本館」は入場料 620 円、65 歳以上は
常設展が無料です。また、特別展の入場券があれば無料となります。
「地球館」は地球生命史と人類の知恵の歴史を展示（Ｂ3Ｆ～3Ｆ）
「日本館」は日本列島の自然とそこに暮らす生き物の進化、日本人に
ついて展示（Ｂ1Ｆ～３Ｆ）。テーマに興味ある方には見所満載です。

［台東区立下町風俗資料館」台東区上野公園 2－1 最寄駅 ＪＲ上野駅
上野の山を下り、不忍池の端にあり、寅次郎
何度か訪問しています。古き良き江戸の風情
を留める大正・昭和の東京・下町の街並みを
再現するとともに、台東区を中心に下町地域
にゆかりの資料、生活道具や玩具、さらに
季節やそれに応じた年中行事に関連するもの
など様々な資料を展示し、下町の大切な記憶
が次世代へ伝えられています。
開館時間は 9 時 30 分～16 時 30 分、休館は月曜日(祝日の場合は翌日)と年末
年始です。入場料は大人 300 円、小・中・高校生 100 円。

［台東区立下町風俗資料館付設展示場
台東区上野桜木 2－10－6

旧吉田屋酒店」
最寄駅

千代田線

根津駅

上野恩賜公園からは東京藝術大学の前を谷中墓地
方面に行き、言問通りの上野桜木交差点にあり
ます。何度か立ち寄っています。1910 年
（明治 43 年）に建てられ、明治時代の商家建築
の特徴を残す建物です。谷中 6 丁目で江戸時代
から代々酒屋を営んでいた「吉田屋酒店」の
建物を、営業を終えた 1987 年（昭和 62 年）に現在地に移築しました。商品
の陳列や帳場の構造が良くわかります。開館時間は 9 時 30 分～16 時 30 分、
休館は月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始です。入場無料です。

［一葉記念館」台東区竜泉 3-18-4 最寄駅 日比谷線 三ノ輪駅
国際通りに都営バス（08 系）竜泉バス停が近くにあり、2 度訪問しています。

樋口一葉の「たけくらべ」の舞台の竜泉（龍泉寺町）に樋口一葉の文学的
業績を称え、「一葉協賛会」の尽力により台東区の事業として 1961 年（昭和
36 年）5 月に開館。女流作家の単独資料館としては日本では初とのこと。
生活に苦しみながらわずか 1 年半の間に秀作を次々に発表し、24 歳６ケ月で
死去した若き女性小説家の生涯を偲びます。
開館時間は 9 時 30 分～16 時 30 分、休館は
月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始です。
入場料大人 300 円、小・中・高校生 100 円。
購入時から１年間使用可能の台東区の共通
入館券（一葉記念館、朝倉彫塑館、下町風俗
資料館、旧東京音楽学校奏楽堂、書道博物館）は 1000 円（通常料金 1900 円）
があります。また、一葉記念館、朝倉彫塑館、下町風俗資料館、書道博物館の
いずれかの半券を持参すると 1 館が割引になる半券割引サービス（期限はない
とのこと）があります。
寅さん歩 107
ください。

江戸・東京の祭－36

［寄り道」愛玉子

新しい祭－48（一葉祭り）をご参照

（オーギョーティ）

台東区上野桜木 2-11

最寄駅

千代田線

根津駅

旧吉田屋酒店の角を谷中霊園方面へ進むと右手にある台湾のスイーツ
のお店です。文豪 池上正太郎も愛したとのこと。
寅さん歩―37 健康ご利益めぐり-1 台東区-1 をご参照ください。

［バーチャルウォークをスタート！」
八柳修之さんの東京 2020 オリンピック聖火リレー神奈川県コース（380ｋｍ）

と東京都コース（160ｋｍ）のバーチャルウォークが
ＦＷＡホームページ「ＹＲ・四季の道」に掲載され
ました。
寅次郎、7 月 24 日のオリンピック開会式に向かって
1 月 30 日神奈川県箱根町芦ノ湖畔の駅伝往路ゴール
地点をスタートしました。
毎日の歩いた距離を累積して、すごろくのようにバーチャルコース
を印刷して、２ｋｍ毎のマスを塗りつぶして進みます。目標を持って歩くのは
楽しく、やりがいにもなります。
皆さんもご一緒にバーチャルウォークを始めませんか。
開会式まであと 177 日ですので 1 日当り 3ｋｍで 540ｋｍ(神奈川県・東京都の
バーチャルコース合計)を完歩する計算ですが、「間に合わなければ駕籠に乗っ
て(ウォーキングの隠語で交通機関を利用)聖火を届ける」と気楽に取り組んで
ください。神奈川県又は東京都だけのバーチャルコースでも良いですよ。
次回は

東京 2020 聖火リレー13
平野

寅次郎

拝

です。

