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●文京区に住んで20年になって
� 柳澤　愈
　私は、東京都港区麻布に生まれ

育ちました。結婚してから練馬区豊

玉、東久留米市、新宿区市ヶ谷と

住居を変え、勤務先の関係で転勤

して、関西に10年、愛媛県に４年過

ごしてから、東京都世田谷区桜に戻

り、平成７年に、文京区音羽に転居して現在に至っています。

あと１年も現住すれば、生涯では文京区での在住が一番、永

くなります。

　若い頃は、仕事の関係で全国を飛び回っていましたので、

一泊もしたことのない都道府県はありません。仕事で訪れた

ことと、若い頃は関心が薄かったせいでしょうか、名所旧跡

をゆっくり鑑賞することはほとんどありませんでした。関西

にも住んでいましたので、京都市内は、随分、廻りましたが、

仕事と子育てに時間を取られて、これもじっくりと観光した

ことは少なかったように思います。醍醐寺の桜などは、満開

のときは、大変、見事で、この世の見おさめかと思うほどき

れいだということです。小１時間ぐらいで見に行けるところに

10年間も住んでいたのです。今から思いますと、大変、惜し

いことをしたと思います。ただ、歴史は小さい頃から好きで、

多くの書籍を読みあさりました。

　文京区に住んでしばらくしてから、現役を終えて、年金生

活に入りました。第２の人生を楽しもうと決心して、後から振

り返って後悔することの無いようにと、いろいろな事にチャレ

ンジしました。手を広げ過ぎたら、取捨選択すれば良いと思っ

ていましたが、人との絆が深まりますと、それがなかなか難

しくて、忙しい毎日を送っています。新しい事柄、新しい人

に出会うということで、体と頭をフルに活用していますので、

いつまでも元気で若さを保ちたいとう究極の目的はある程度、

達せられているようです。

　文京区は、都心ですので、交通の便利が良く、かなりの遠

距離地域、日光や甲府でも楽に日帰り出来ますので、大助か

りです。いくつかの大名庭園など文化資源に恵まれている都

区のひとつで江戸時代の切絵図そのままの街区も沢山、残さ

れていますので、歴史を懐かしみながら近辺を散策していま

す。文京区に住めて大変良かったと思っている昨今です。少

しでも暇を造り出して、ライフワークとして文京地域史でも深

掘り調査をしたいと考えていますが、さあどうでしょうか。

●街歩きガイドになって
� 関谷　弘子
　終の棲家としたい文京区にきて、

10年ほどになります。23区内を転々

としてきた私にとってこの街はとて

も魅力的でした。

　昔からこの先にはどんな景色が見

えるのだろうと思うと、行きと帰り

は違う道を歩き新しい事を発見する

のが大好きでしたから、どこに行くにも坂、少し歩くと寺と神

社、何気ない所にある案内板を読んでいくうちに、歴史ある

文京の街を知りたいと思った事が始まりで「ふるさと歴史館

友の会」に参加させて頂きました。

　健康とぼけ防止にもなるから…と自分の都合の良い事ばか

り考えていましたので、いざガイドをするとなると難しい地名、

人名、年号の多いこと、多いこと…。

　それからの勉強は私にとって大変でした。学生時代から勉

強をしてこなかった自分を反省する大変良い機会となりまし

た。

　今更ながらですが、調べて分かったときは嬉しくて家族に

話します。すると「そんなこと教科書に書いてあったでしょ」

と馬鹿にされながらも頑張っています。

　今は先輩の皆さんに教えて頂きながらのガイドをしていま

す。コース作りは主題を何にするか、人物とか建物に関係あ

る場所など意見を出し合いながら大まかな場所を決めていき

ます。担当者が２時間を目安にコースを考えガイド、サポー

ター全員で歩き、説明場所、休憩するところがあるか、日陰は、

雨の日にはなどいろいろ考えみんなの意見を入れて何回かの

下見を経てコースが完成します。

　今年は夏目漱石歿後100年です。夏目漱石も坪内逍遙も共

に文京区に住んでいましたので、何か身近に感じています。

ガイドをしなければ読む事は無かった逍遙の『当世書生気質』

を読み、漱石の三部作も読み直しました。今回初めて早稲田

大学坪内博士記念演劇博物館にも入り改めて知る事も多く感

激しました。友の会の街歩きも、漱石の生まれた「早稲田界

隈と漱石山房を訪ねて」をテーマとしました。このように毎

回趣向をこらしてご紹介をしております。

　皆さんに街歩きを楽しんで「今日は来て良かった」と思っ

て頂けるように、これからも友の会を通して地域の歴史・文

化を少しでも伝える役割を担って行ければと思っています。

友の会の歩み�平成27年度

　友の会会員になると、文京ふるさと歴史館の入館料が免除、
森鷗外記念館観覧料が 2 割引になります。また、歴史館の特別
展・歴史講座等事業のご案内をお届けします。
　さらに、友の会では独自の活動として、文化財や博物館の見学
会や史跡巡り、講演会、会員の研究発表などを行っています。
　また平成22年度には、永年にわたる活動が評価され、「生涯学
習事業関係団体」として文京区区政功労者表彰を受け、区長より
表彰状と銀杯が授与されました。
　文京区民はもちろん、区外の方でも入会できます。会費は年間
1,500円、行事に参加するときは実費を徴収させていただきま
す。詳しくは、友の会事務局までご連絡ください。

　文京ふるさと歴史館友の会ボランティアガイド「文京まち 
案内」は、平成11年に発足しました。「文京区の良さを伝えたい、
地域のために役に立ちたい」というのが結成の目的です。ガイド
の依頼は各地からあり、少人数のグループから50人を超える団
体まで、さまざまな依頼に対応しています。
　文京を訪れたい、文京のまちを歩きたい、歴史や文化をもっと
知りたいと思ったとき、ぜひ「文京まち案内」をご利用ください。
　また、文京区の歴史に興味がある方、「文京まち案内」に入っ
てみませんか。メンバーは現在24名。初めての方でも自主研修
会に参加し、経験者と組んで案内するうちに知識が身につくので
心配ありません。自分の勉強にもなりますし、終わった時、先方
が満足し感謝していただければ最高の喜びです。意欲のある方
は、ぜひ友の会事務局までお問い合わせください。

「文京まち案内」へのお誘い友の会へのお誘い

印刷物番号 J0216002

■第25回定期総会と記念講演会　参加者62名
	 5	月	 8	日（金）記念講演「	啄木文学を育んだトライアングル」
●講師：池田功氏（明治大学教授・国際啄木学会会長）

■第1回史跡巡り　参加者70名
	 5	月	29	日（金）「	文の京・ゆかりの人を訪ねる	－石川啄木歌碑・

顕彰室、上野博士・忠犬ハチ公銅像－」

■第2回史跡巡り　参加者43名
	 6	月	27	日（土）「国分寺界隈に古代の面影を辿る」

■講演会　　参加者51名
	 7	月	23	日（木）「大観音光源寺の建物の魅力」
●講師：	伊郷吉信氏（伝統技法研究会副理事）／	

島田昭博氏（光源寺ご住職）

■寺社訪問　参加者46名
	 9	月	26	日（土）「西新井大師総持寺を参拝」

■第24回バス研修会　参加者41名
	10	月	23	日（金）「日光東照宮と日光山輪王寺」

■第3回史跡巡り　参加者66名
	11	月	17	日（火）「錦絵と古地図で巡る	－浅草寺から吉原界隈」

■特別研修会　参加者52名
	12	月	 8	日（火）「東洋文庫を訪ねて」

■第4回史跡巡り　参加者68名
	 1	月	 7	日（木）「深川七福神巡り」

■会員研究発表会と懇談会　参加者57名
	 2	月	27	日（火）「全国の東照宮」
●講師：	柳澤愈氏（友の会副会長）

■第5回史跡巡り　参加者55名
	 3	月	30	日（水）「小石川後楽園と礫川界隈を巡る」

その他「友の会だより」年３回、増刊号「花時計」年１回発行、役員会
月１回、文京まち案内（27年度43回）・歴史館主催常設展示解説ボラ
ンティア

［連絡先］	〒113-0033	東京都文京区本郷4－9－29
	 電話	03（3818）7221
	 文京ふるさと歴史館内　友の会事務局

第25回定期総会と記念講演

第２回史跡巡り

第24回バス研修会
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ンティア

［連絡先］	〒113-0033	東京都文京区本郷4－9－29
	 電話	03（3818）7221
	 文京ふるさと歴史館内　友の会事務局

第25回定期総会と記念講演

第２回史跡巡り

第24回バス研修会


