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□名　称：アーツ千代田 3331 特別企画展「ときを渡る～ “山王さん” を支えた町の150 年～」
□会　期：2018 年 5 月 19 日（土）～6月 10 日（日）11:00－18:00　会期中無休
□会　場：アーツ千代田 3331　1 階 104、ウッドデッキ（東京都千代田区外神田 6-1-14 旧練成中学校）
□入場料：無料
□主　催：アーツ千代田 3331　         
□後　援：千代田区、一般社団法人千代田区観光協会、社会福祉法人千代田区社会福祉協議会、
　　　　　麹町出張所地区連合町会　　
□特別協力：日枝神社
□協　力：糀町惣町睦会、日枝山王祭下町連合
□監　修：滝口正哉（成城大学・立正大学 非常勤講師）、加藤紫識（和洋女子大学 特任教授）

この度、アーツ千代田 3331 では、「アーツ千代田 3331 特別企画展『ときを渡る～“山王さん”を支えた町の 150 年～』」を
開催する運びとなりました。「地域に開かれたアートセンター」を掲げ活動する当館は、地域の重要な祭礼行事「神田祭」
「山王祭」の時期にあわせ、地域の歴史や文化を紐解き、その魅力を発信する展覧会を 2013 年より毎年開催しています。
山王祭が行われる今年は、その氏子各町の歴史や文化をご紹介する展覧会を開催します。

江戸時代初期から大都市江戸の中心部を形成してきた千代田・中央地域は、当時も今も山王祭と神田祭で盛り上がりを
みせています。なかでも日枝神社（山王権現）は江戸時代、徳川将軍家の産土神として、麹町・日本橋・京橋・銀座周辺（現
在は番町も含む）を氏子町に持ち、隔年 6月に山王祭を行ない、豪華な山車や附祭を出しました。両祭礼は「天下祭」と呼ば
れ、町人の洗練された文化を武家や他の町々に表現する重要な場面であり、これをさまざまなかたちで支えたのが氏子
町でした。本展示では、その伝統が明治維新後も首都東京に脈々と受け継がれていることに注目し、氏子町の歩んだ150
年間の歴史や文化、街並みの変遷をたどってみたいと思います。

明治から150年を迎える今年。さまざまな人や文化が行き交う世界最大都市・東京の中心部において、江戸から続き明治
から150年の時を超え今なお受け継がれる伝統や風習が存在するということ。そして、町の人々が誇りと共にその文化を
守り続けてきたことは、互いの歴史や文化を尊重し共存する多様性と独自性に富んだ社会を築くうえでの指針となるの
ではないでしょうか。

本展をぜひ多くの方々にご覧頂きたく、何卒周知にご協力頂けますと幸いです。

2018 年 4 月 27 日

PRESS RELEASE

「東京商店案内」（千代田区教育委員会蔵）

http://sanno.3331.jp
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■展示内容 “明治150年”をキーワードに時代の変革期に起きた町や文化の移り変わりを読み解きます

明治の "商店カタログ"
「東京商工博覧絵」、「東京商店案内」（共に一部抜粋・複製）
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「御仮屋」（おかりや）とは、お祭りの期間にのみ造られ、神輿渡御の
際に一時的に休まれる「仮の宮」のこと。本展では、木造の御仮
屋を約 10 年ぶりに再建。通常はあまり入ることができない御仮屋
の内部までご覧頂けます。御仮屋が組み上がる様子を撮影したビ
デオの上映とあわせて、職人技をご堪能ください。

祭衣装にかかせない手ぬぐいは、毎年町会ごとに色や文様もさまざ
まなデザインのものが作られます。山王祭の氏子各町の手ぬぐいが
一堂に展示された会場で、お祭りのにぎやかな雰囲気を楽しんでく
ださい。各町の弓張提灯や日枝神社をお守りする日枝神社御防講（神
社が火事やその他災厄にあった時に、まっさきに駆けつけて消火と神霊を奉護する講社）

の見事な長提灯も展示します。

江戸時代の古地図をもとに、江戸城を囲む三十六御門全てを描いた大作。城門だけでなく大名
屋敷や当時の町名まで細かく描かれた本作は、眺めるだけでときを渡り江戸の町を歩いている
かのような気分に。さらに、現在の皇居周辺の地図や祭の神幸路も重ねることで江戸～明治～
現在にかけた日本の中心部の変遷を一目でたどることができ、東京の歴史を学ぶ上で貴重な史
料としても重要な作品です。

本誌は、薬、文具、化粧品、油など、さまざまな商品
を取り扱う商店がページごとに描かれ、明治の人々が
店や商品の情報を得るために用いられました。
当時の複製技術として広まった銅版画で作成され、明
治期の風景や時代感を表す人々の服装などからは、新
しい時代と文化が感じられます。本展では、その中で
も現存する商店として、麹町三丁目に位置する「垣見
油化」の変遷についてもご紹介します。

昭和初期に造られた御仮屋を再建

山王祭氏子各町の手ぬぐいや弓張提灯、日枝神社御防講の長提灯

江戸時代の鳶頭たちの装束や纏（まとい）を忠実に描き、めでたい梯子乗
りの様子が描かれた作品。全5枚組のうち山王祭氏子町を担当する5組（ろ
組、せ組、万組、百組、や組）が描かれている 2枚の作品を展示します。

鳶頭の存在を今に伝える絵師・岡田 親氏による
「江戸町火消六十四組勢揃」（一部）

江戸と現代を重ね "ときを渡る" 
木下栄三氏による「江戸城新三十六御門重ね絵図」

「東京商店案内」（千代田区教育委員会蔵）

かしら
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■関連イベント

5月 20 日（日）13:30-15:00
講師：岡田 親（江戸町火消絵師）
料金：1,000 円
定員：30 名
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6 月 3 日（日）10:30-12:00
講師：新井 巌（コピーライター、
　　　　　　　　　　　六番町町会町会長）

6 月 3 日（日）13:30-16:00
講師：木下栄三（画家、建築家）
料金：2,500 円
定員：20 名
集合：JR四ツ谷駅 麹町口 

5 月 26 日（土）10:30-12:00
講師：麹町囃子
料金：一般 1,000 円
　　　高校生以下 500 円
定員：20 名

6 月 1 日（金）18:45-21:00
講師：滝口正哉
                        （成城大学・立正大学 非常勤講師）

         加藤紫識（和洋女子大学 特任教授）
料金：2,500 円
定員：30 名

【トーク】時代の変革と共に歩む「鳶頭」

【ワークショップ】伝統芸能を体験！お囃子ワークショップ

【ワークショップ】手ぬぐいでつくるおしゃれ子ども服

【講座】麹町大通りの賑わい 150 年をわたる

【ワークショップ】老舗の職人に学ぶ季節の和菓子作り

【トーク】土地に宿る記憶と文化人たちが残した交流の足跡

【町歩き】町に息づく歴史と文化の散策～番町・麹町界隈編～

【イベントお申込み方法】
Eメール、FAX、またはチケット購入サイト（Peatix）より

お申込み頂けます。以下の必要事項をご記入の上お申込みください。

（1）ご希望の参加イベント名　（2）お名前（ふりがな）
（3）当日のご連絡先（電話番号）　(4) E メール

＊Eメールでお申込の場合は件名にご希望の参加イベント名をご記入ください。

＜お申込み先＞ ＊先着順／お申込の締切は各開催日の 2日前まで
Eメール：ws2@3331.jp ／ FAX：03-6803-2442
Peatix の URL は下記のサイトよりお確かめください

「江戸町火消し」の歴史や江戸から
明治に掛けて大きく変化した「半纏」
や「纏」のデザイン、そして現在も
続く地元との密接な関わりなど、町
や祭を支え続ける鳶頭の役割や意
義、伝統についてお話頂きます。

5 月 27 日（日）10:00-15:00
講師：モリユカ
　　　（グラフィックデザイナー）
料金：3,000 円
定員：20 名
持ち物：新品の手ぬぐい 1枚

お祭りには欠かせない伝統音楽「祭囃子」の独特なリズムにあわせて締
太鼓を叩いてみよう！「子どもに伝統芸能を体験させたい」「江戸の音
色に挑戦したい！」「これからお囃子を始めてみようかな」という方に
オススメのワークショップです。

手ぬぐいの色や柄、素材を活かして、
夏にぴったりな子ども服を手縫いで
作るワークショップです。オリジナ
ルの 1着が半日で完成します。

本展監修者による特別講座。「東京
商工博覧絵」など、明治当時に発行
されていた商店カタログの絵柄を中
心に麹町大通りの変遷を詳しく読み
解きます。

山王祭で行われる山王嘉祥祭
にちなんで、練り切りの餡子
をつかった伝統的な和菓子作
りを体験します。

講師：井田裕二（銀座 菊廼舎）／齋藤貴俊
　　　（池袋三原堂）／樋口秀徳（いいだば
　　　し萬年堂）／平野明洋（心庵梅むら）
　　　／濱 涼子（株式会社 RS 豆園）／伊
　　　藤圭祐（竹紫堂）／滝沢佳久（三原家）
　　　／田邊 卓（つる瀬） 　ほか

6 月 2 日（土） ①13:30-15:00　
　                 ②16:00-17:30
　　　　　　　　　　　　* ①と②は同じ内容です

料金：3,500 円（材料費込・お土産付）
定員：各回 20 名

番町・麹町に刻まれた歴史やかつて暮ら
した文化人達の交流について「文人通り」
の名付け親・新井氏にお話し頂きます。
文化資源マネジメントやエリアマネジメ
ントに携わる方にも貴重な内容です。

江戸検定一級を持ち、江戸の歴史や地理、文化に精通する木下氏と一
緒に、四ツ谷御門跡地から半蔵門までの麹町大通りを中心に、江戸時
代には大名屋敷が並び、明治には文化人が行き交った番町・麹町界隈を、
木下氏の作品である「重ね絵」を見ながらたどります。

展覧会・イベントの詳細は
http://www.3331.jp/

「東京商工博覧絵」
（国立国会図書館デジタル化資料）

画：岡田 親

＊５/20～6/2 のイベント会場はアーツ千代田 3331 です

* 休憩あり

料金：1,000 円
定員：40 名
会場：麹町出張所 洋室 C

＊講師は変更になる可能性があります

かしら
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