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東京の博物館めぐり－11
文京区－2

平野

武宏

新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」は 2020 年 5 月 31 日まで
延長となりましたが 5 月 14 日対象地域が縮小となりました。東京都・神奈川
県など 8 都道府県の「緊急事態宣言」は継続で、東京都の各博物館の臨時休館
も継続です。今回も「おうちで博物館めぐり」で楽しんでください。寅次郎が
以前に訪問した文京区の博物館めぐりの続きです。写真右上は文京区にある史
跡 湯島聖堂 大成殿（こぼれ話-1 をご参照ください）。区内に多くある博物
館(記念館・資料館・展示館等を総称します)から寅次郎の好みで選び、独断と
偏見の紹介と感想です。博物館の多くは館内の撮影が禁止となっていますので
詳細を知りたい方は各博物館のホームページをご覧ください。関心のある博物
館は平穏な日常が戻ったら訪問してください。入場料の記載なしは無料、最寄
り駅は代表例と出口です。
東京 2020 オリンピック聖火リレー神奈川県コース
経過も報告します。

バーチャルウォークの途中

［三菱史料館］文京区湯島 4-10-14 最寄駅 千代田線 湯島駅 1 番
駅からは旧岩崎邸庭園(こぼれ話-2 をご参照ください)の先を左折するとありま
す。1995 年（平成 7 年）三菱創業 125 年を記念して三菱金曜会により建設され、
1996 年 財団法人三菱経済研究所の附属施設としてオープンしました。創業以
来の貴重な史料を保管し、産業史・経営史の研究者などに幅広く利用されてい
ます。史料展示室ではパネルで三菱の歴史を解説、史料展示を行っています。

開館は 10 時～16 時 30 分、休館日は土・日・国民の休日、年末年始などです。

［文京区立

森鴎外記念館］

文京区千駄木 1-23-4
最寄駅

千代田線

千駄木駅 1 番

駅からは団子坂を上ります。都営バスでは「千駄木一丁目」のバス停です。
2012 年（平成 24 年）11 月明治の文豪 森鴎外の旧居「観潮楼」跡地に開館。
鴎外の資料の他文京区ゆかりの文学作品や文学者に関する資料を展示。
地下 1 階の展示室は通常展で拝観料一般 300 円、中学生以下無料です。
文京ふるさと歴史館のパンフレット（押印済）を見せると 2 割引きになりまし
た。写真下左は建物、写真下中は正面入口、写真下右はパンフレットです。
開館は 10 時～18 時、毎月第 4 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12 月
29 日～1 月 3 日）です。1 階にショップ、カフェ、2 階に図書室があります。

［東洋大学

井上円了記念博物館］
文京区白山 5-28-20

最寄駅

三田線

白山駅

白山駅からはあじさいや歯の神様で有名な「白山神社」の裏手にありますが、
巣鴨駅からの都バス浅草寿町行では「東洋大学前」のバス停です。
東洋大学の歴史は 1887 年（明治 20 年）井上円了が創立した「私立哲学館」に
始まります。近代日本を代表する哲学者 井上円了の生涯を展示紹介していま
す。写真下左は構内の井上円了像と後にある記念博物館、写真下右は入口です。
開館は 9 時 30 分～16 時 45 分、休館日は日曜日、祝日、年末年始です。
井上了円は 1904 年（明治 7 年）ソクラテス、カント、孔子、釈迦を祀る「四聖
堂」を中野区松が丘に建設し 1912 年（大正元年）までに逐次整備､没後の遺志
で東京都に寄贈、中野区の管轄となり中野区立哲学堂公園（こぼれ話-3 をご参

照ください）となっています。
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東京の学食めぐり-6

［こぼれ話-1］史跡

湯島聖堂

をご参照ください。

文京区湯島 1-4-25
最寄駅

ＪＲ御茶の水駅聖橋口

1690 年（元禄 3 年）に五代将軍綱吉によって創建された孔子廟で、1797 年
（寛政 9 年）には昌平坂学問所（昌平黌）が開設されました。江戸時代に学問・
教育の総本山として仰がれました。湯島聖堂は関東大震災で焼失後、1935 年（昭
和 10 年）に再建され、現在、公益法人 斯文会（しぶんかい）が保存管理を行っ
ています。1872 年（明治 5 年）日本初の博覧会が湯島聖堂大成殿で開催されま
した。東京国立博物館の創設はこの年としています。写真下左は湯島聖堂下の
斯文会館脇にある孔子像です。脇には中国曲阜の孔子の墓に植えられている楷
樹（写真下右）があります。種子を持ち帰り、苗にして植えたそうです。楷は
枝や葉が整然としているので書道でいう楷書の語源だといわれています。

湯島聖堂孔子祭に参加する機会がありました。寅さん歩 121
47（江戸らしい祭―21」）をご参照ください。

江戸・東京の祭―

［こぼれ話-2］旧岩崎邸庭園

台東区池之端 1-3-45
最寄駅

千代田線

湯島駅 1 番

江戸時代は越後高田藩の江戸屋敷で、明治
維新後は旧舞鶴城主で舞鶴知事となった牧
野弼成（すけなり）の邸宅の場所を三菱財閥
の初代社長岩崎彌太郎が買い取り屋敷とし
ました。1896 年（明治 29 年）岩崎彌太郎の
長男で第三代社長の岩崎久彌の本邸として
造られました。設計はイギリス人建築家
ジョサイア・コンドル（鹿鳴館、ニコライ堂を建築）でジャコビアン様式（17
世紀のイギリス建築様式）が基本でルネッサンス風やイスラム風などを盛り込
んだ独特のものになっています。
往時は約 1 万 5 千坪の敷地に 20 棟もの建物が並んでいましたが、現在は 3 分の
1 の敷地になり、現存するのは洋館・撞球室・和館大広間の３棟です。
戦後はＧＨＱに接収され、返還後、1952 年(昭和 27 年)国有財産となり、最高裁
判所司法研修所等に使用されました。1961 年(昭和 36 年)に洋館・撞球室が国の
重要文化財に指定、1969 年に和館大広間、1999 年(平成 11 年)に敷地全体が追
加指定されています。建物内は靴を脱いでゆっくり見学できます。撞球室は庭
内にある別棟です。
開園時間は 9 時～17 時、休園日は年末年始(12 月 29 日～1 月 1 日)です。入園料
は一般 400 円、65 歳以上 200 円、小学生及び都内在住・在学の中学生は無料で
す。みどりの日（5 月 4 日））と都民の日（10 月 1 日）は無料公開日です。

［こぼれ話-3］哲学堂公園

中野区松が丘 1-34
最寄駅

西武新宿線

新井薬師前駅北口

東京ドーム約 1.2 倍の敷地を有する自然豊かな公園です。
「哲学をテーマにした
精神修養」をコンセプトに、園内には哲学に由来する建築物や碑、池や坂など
が点在し、哲学世界を視覚的に表現した、世界でも類を見ないユニークな公園
です。園内に七十七場が整備されていますので、公園案内所で園内案内をもら
ってください。
写真下左は「四聖堂」で［哲学の四聖人（孔子、釈迦、ソクラテス、カント）］
を祀っています。

写真下右は［六賢台］で東洋の六賢人［日本：聖徳太子、菅原道真、
中国：荘子、朱子、インド：龍樹（りゅうじゅ）、迦毘羅（かびら）］を
祀っています。

休園日は年末年始（12 月 29 日～12 月 31 日）
開園時間は 9 時～17 時です。

［バーチャルウォーク途中経過］
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ホームページに
「ＹＲ・四季の道」に掲載されました。
寅次郎、1 月 30 日 神奈川県コースの箱根町芦ノ湖を
スタート、箱根町、伊勢原市、小田原市、平塚市、
茅ヶ崎市、藤沢市、三浦市、横須賀市、鎌倉市、海老名市、厚木市、相模原市、
川崎市を経由、5 月 14 日ゴールの横浜市赤レンガ倉庫に到着しました。
この後は東京都コースに挑戦します。
東京 2020 オリンピック・パラリンピックは 2021 年に延期となり、予定の聖火
リレーは中止となりましたが、バーチャルウォークの聖火リレーは健在です。
しばらくは新型コロナウイルスの感染拡大防止で例会が中止ですので、お散歩
の距離を累計して楽しむバーチャルウォークを始めませんか。
ＦＷＡのＨＰ「ＹＲ・四季の道」には多くのバーチャルコースが掲載されてい
ます。歩く際は密閉・密集・密接の三密にならないようにご注意ください！
次回は

東京発祥之地めぐり
平野

寅次郎

拝

です。

