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長谷川家住宅長谷川家住宅長谷川家住宅長谷川家住宅    4444・・・・5555 月の催しものライン・アップ月の催しものライン・アップ月の催しものライン・アップ月の催しものライン・アップ    

長谷川長谷川長谷川長谷川    歴史・文化・交流の家歴史・文化・交流の家歴史・文化・交流の家歴史・文化・交流の家    

    寛保 2 年（1742）、長谷川半助によって建てられた農家住宅。今ではどこにも見られない大

きな虫籠窓の主屋、蔵、門が特徴で、京町家の影響を受けているといわれます。幕末、禁門

の変の際、長州軍を待機した会津軍が宿営した記録や絵図、高瀬川の沿川図など江戸～明治

の貴重な文書が残されています。国の「登録有形文化財」であり、京都市を彩る建物や庭園

に認定（同年 3月）されています。 

    

この 4月から 5月にかけての長谷川家住宅でも催される主なイベントの概要を紹介します。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

コンサートコンサートコンサートコンサート                                                                

    どうぞどうぞどうぞどうぞご自由にご自由にご自由にご自由にお入りください。お入りください。お入りください。お入りください。 

                きょうことばこんさーときょうことばこんさーときょうことばこんさーときょうことばこんさーと    

 淑（詩）・嵐野英彦（曲）が紡ぎあげた 白川

京おんなの心京おんなの心京おんなの心京おんなの心をうたいます。        

４月 20 日（日） 午後 1時 30 分～4 時 30 分 

出演出演出演出演----    佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）                    

・・・・    朗読‐悠木風子朗読‐悠木風子朗読‐悠木風子朗読‐悠木風子    

・・・・    協演‐合唱協演‐合唱協演‐合唱協演‐合唱    “虹“虹“虹“虹----かけはし”かけはし”かけはし”かけはし”    

・・・・    入場料：入場料：入場料：入場料：1,0001,0001,0001,000 円（お抹茶付）（別に入円（お抹茶付）（別に入円（お抹茶付）（別に入円（お抹茶付）（別に入    

・・・・        

コンサートコンサートコンサートコンサート                                                                

    

展展展展    示示示示    “五月人形”“五月人形”“五月人形”“五月人形”((((嘉永嘉永嘉永嘉永 5555 年年年年----1852185218521852）の公開・展示）の公開・展示）の公開・展示）の公開・展示    

嘉永 5年（1852）4 月に整えられた五月人形（檜兜-ひのきかぶと、神功皇

后・武内宿祢・応仁天皇の人形など）を展示しています。長谷川清之進（第

10 代当主）の誕生を祝して整えられたものです。掛け軸は楠正成（小田海

僊筆）。 

◎◎◎◎ 檜檜檜檜    兜兜兜兜－尾州檜を 20 年以上寝かせた檜を帯状に細長く削ったものを垂らす様式

で、神事に用いる御幣の形を援用したものと考えられています。 

◎◎◎◎ 神功皇后、武内宿祢、応仁天皇神功皇后、武内宿祢、応仁天皇神功皇后、武内宿祢、応仁天皇神功皇后、武内宿祢、応仁天皇－三つの人形の組み合わせは、江戸中・末期の市

中の人々の「歴史観」を表しています。三韓征伐を果たした神功皇后が、腹心の

武内宿祢（大臣）に赤子（後の応神天皇）を抱かせている姿を表しています。 

◎◎◎◎ 武者人形武者人形武者人形武者人形－－－－大正 13 年 5月に整えられた武者人形（八幡太郎義家、桃太郎、金太郎、

虎、鯉のぼりなど（後に第 13 代当主となる長谷川萬里(大正 12年生れ)の祝いに、

知人などから贈られた）も展示しています。 
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コンサートコンサートコンサートコンサート                                                             どうぞどうぞどうぞどうぞご自由にご自由にご自由にご自由にお入りください。お入りください。お入りください。お入りください。 

            

 淑（詩）・嵐野英彦（曲）が紡ぎあげた 白川

京おんなの心京おんなの心京おんなの心京おんなの心をうたいます。        

４月 20 日（日） 午後 1時 30 分～4 時 30 分 

            出演出演出演出演；；；；    佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）佐野晴美（メゾソプラノ）、稲田万里子（ピアノ）        

・・・・    朗読‐悠木風子朗読‐悠木風子朗読‐悠木風子朗読‐悠木風子    

・・・・    協演‐合唱協演‐合唱協演‐合唱協演‐合唱    “虹“虹“虹“虹----かけはし”かけはし”かけはし”かけはし”    

・・・・    入場料：入場料：入場料：入場料：1,0001,0001,0001,000 円（お抹茶付）（別に入館料円（お抹茶付）（別に入館料円（お抹茶付）（別に入館料円（お抹茶付）（別に入館料 500500500500 円が必要）円が必要）円が必要）円が必要）    

    

講講講講    演演演演    会会会会                   どうぞどうぞどうぞどうぞご自由にご自由にご自由にご自由にお入りください。お入りください。お入りください。お入りください。 

演題；「節句と暮らし」    お話－面屋庄甫お話－面屋庄甫お話－面屋庄甫お話－面屋庄甫    

私たちの暮らしの中で継承されてきた桃の節句や端午の節句と人形と

の関わりについて、京人形師の面屋庄甫さんがお話をして下さいます。 

5 月 3 日（土） 午後１時 30 分～3 時 00 分         

・・・・    講師－講師－講師－講師－本名は本名は本名は本名は    岡本潤三（岡本潤三（岡本潤三（岡本潤三（1947年～）年～）年～）年～）、、、、1989年京都市芸術新人賞受賞。年京都市芸術新人賞受賞。年京都市芸術新人賞受賞。年京都市芸術新人賞受賞。 

1993 年京都美術文化賞受賞。年京都美術文化賞受賞。年京都美術文化賞受賞。年京都美術文化賞受賞。1996 年京人形司十四世面庄・面屋庄甫年京人形司十四世面庄・面屋庄甫年京人形司十四世面庄・面屋庄甫年京人形司十四世面庄・面屋庄甫

を襲名。を襲名。を襲名。を襲名。天児会・荘人会主宰天児会・荘人会主宰天児会・荘人会主宰天児会・荘人会主宰 

・・・・    入館料入館料入館料入館料：：：：500500500500 円円円円 

    

コンサートコンサートコンサートコンサート どどどどうぞうぞうぞうぞご自由にご自由にご自由にご自由にお入りください。お入りください。お入りください。お入りください。

 

出演;優雅さん：ハウステンボス歌劇団トップスター

・・・・協演協演協演協演;;;;フルート（吉川誠さん）フルート（吉川誠さん）フルート（吉川誠さん）フルート（吉川誠さん）    

5555 月月月月 8888 日（木）日（木）日（木）日（木）    午後午後午後午後 2222 時時時時 00000000 分～分～分～分～4444 時時時時 00000000 分分分分

優雅さんは優雅さんは優雅さんは優雅さんは福岡県福岡県福岡県福岡県出身出身出身出身、、、、宝塚宝塚宝塚宝塚歌劇団出身歌劇団出身歌劇団出身歌劇団出身((((月組月組月組月組))))    

・・・・    チケット：チケット：チケット：チケット：＠＠＠＠3,5003,5003,5003,500 円（入館料込み）円（入館料込み）円（入館料込み）円（入館料込み）    
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コンサートコンサートコンサートコンサート                                                                どうぞどうぞどうぞどうぞご自由にご自由にご自由にご自由にお入りください。お入りください。お入りください。お入りください。    

新緑の風に乗せて 

               5555 月月月月 11111111 日日日日((((日日日日))))    午後午後午後午後 2222 時時時時 00000000 分～分～分～分～3333 時時時時 00000000 分分分分    

出演出演出演出演；ピアノ：阪倉礼子  ヴァイオリン；山元あき子  
阪倉礼子阪倉礼子阪倉礼子阪倉礼子さんさんさんさん；同志社女子大・ベルリン芸大．鴛渕紹子氏に師事；同志社女子大・ベルリン芸大．鴛渕紹子氏に師事；同志社女子大・ベルリン芸大．鴛渕紹子氏に師事；同志社女子大・ベルリン芸大．鴛渕紹子氏に師事,,,,フランスフランスフランスフランス

歌曲協会会員歌曲協会会員歌曲協会会員歌曲協会会員。。。。    

山元あき子さん；同志社女子大・ウイーン音楽講習会．鴛渕山元あき子さん；同志社女子大・ウイーン音楽講習会．鴛渕山元あき子さん；同志社女子大・ウイーン音楽講習会．鴛渕山元あき子さん；同志社女子大・ウイーン音楽講習会．鴛渕邵邵邵邵子氏子氏子氏子氏,,,,香西理香西理香西理香西理

子氏に師事子氏に師事子氏に師事子氏に師事

・・・・    入館料；＠入館料；＠入館料；＠入館料；＠500500500500 円円円円    

    

研研研研    究究究究    集集集集    会会会会                            このイベントはこのイベントはこのイベントはこのイベントは KOMOKOMOKOMOKOMO 会員専用です。会員専用です。会員専用です。会員専用です。    

    研究集会；ＫＯＭＯフェスタ（第 2 回） 
 5 月 17 日（土）午前 10 時 30 分～17 時 00 分 

プログラムプログラムプログラムプログラム            

午前の部；午前の部；午前の部；午前の部；10101010 時時時時 30303030 分分分分～～～～12121212 時時時時 00000000 分分分分    長谷川家住宅長谷川家住宅長谷川家住宅長谷川家住宅等等等等のののの見学見学見学見学    

                午後の部；午後の部；午後の部；午後の部；    1111 時時時時 00000000 分～分～分～分～    5555 時時時時 00000000 分分分分    KOMOKOMOKOMOKOMO 研究会研究会研究会研究会    

・・・・    京都を彩る建物や庭園」制度について京都を彩る建物や庭園」制度について京都を彩る建物や庭園」制度について京都を彩る建物や庭園」制度について                京都市の担当者説明京都市の担当者説明京都市の担当者説明京都市の担当者説明    

・・・・    「京都を彩る建物や庭園」「京都を彩る建物や庭園」「京都を彩る建物や庭園」「京都を彩る建物や庭園」                                    認定調査報告認定調査報告認定調査報告認定調査報告    

・・・・    対談「『京都を彩る建物や庭園』制度と展望」対談「『京都を彩る建物や庭園』制度と展望」対談「『京都を彩る建物や庭園』制度と展望」対談「『京都を彩る建物や庭園』制度と展望」    京都市の担当者京都市の担当者京都市の担当者京都市の担当者    

ＫＯＭＯＫＯＭＯＫＯＭＯＫＯＭＯ調査責任者調査責任者調査責任者調査責任者    

        東九条研究セミナ東九条研究セミナ東九条研究セミナ東九条研究セミナーーーー                                                                                            どうぞご自由にお入りください。どうぞご自由にお入りください。どうぞご自由にお入りください。どうぞご自由にお入りください。    

研究報告；“弘化三年の鴨川大洪水と東九条” 
                            ‐‐‐‐長谷川家文書からの分析長谷川家文書からの分析長谷川家文書からの分析長谷川家文書からの分析‐‐‐‐    

5 月 27 日（火）午後 5時～6時 30 分 

講講講講    師；松尾眞吾さん（立命館大学大学院文学研究科）師；松尾眞吾さん（立命館大学大学院文学研究科）師；松尾眞吾さん（立命館大学大学院文学研究科）師；松尾眞吾さん（立命館大学大学院文学研究科）    

＊  司会進行は、飯塚隆藤さん司会進行は、飯塚隆藤さん司会進行は、飯塚隆藤さん司会進行は、飯塚隆藤さん((((立命館大学大学院立命館大学大学院立命館大学大学院立命館大学大学院))))    

                    ・入館料・入館料・入館料・入館料：：：：500500500500 円円円円    
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長谷川長谷川長谷川長谷川「「「「歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化・・・・交流交流交流交流のののの家家家家」」」」 

＜＜＜＜    所所所所    在在在在    地地地地    ＞＞＞＞〒601－8024 京都市南区東九条東札辻町 5 Tel/Fax 075－606－1956   

http://hasegawa.okoshi-yasu.net/index.htm   mail:sou7rou@hotmail.com 

＜＜＜＜    交交交交        通通通通    ＞＞＞＞ 

■■■■    ババババ    スススス 

 京都駅（烏丸口バスターミナル C4）、市バス 81番・特 81 番（中書島・横大路車庫行）、

「札の辻」下車、進行方向点滅信号点滅信号点滅信号点滅信号を左折、突当り（徒歩 3 分） 

■■■■    地地地地    下下下下    鉄鉄鉄鉄 

 京都市営地下鉄 烏丸線「十条駅」下車 出口 ① 十条通りを右に竹田街道を左へ進

み、点滅信号点滅信号点滅信号点滅信号を右折、突当り（徒歩 8 分） 

■■■■    タクシータクシータクシータクシー        京都駅（八条口）からワンメーター（竹田街道 札の辻 一筋下り、左

折突当り） 

■■■■    徒徒徒徒    歩歩歩歩            京都駅（八条口）から竹田街道を南下、約 15 分 

■■■■    駐駐駐駐    車車車車    場場場場        長谷川家住宅の河原町側「東ガレージ」(ガソリンスタンド EneosEneosEneosEneos の向

側)にあります。ご利用の場合は、事前にご連絡下さい。    

＜＜＜＜    地地地地    図図図図    ＞＞＞＞ 

 

 

 

 

    

    

    

(2014.5.1/４・５月合併号）    

長谷川良雄ギャラリー長谷川良雄ギャラリー長谷川良雄ギャラリー長谷川良雄ギャラリー            

長谷川良雄の長谷川良雄の長谷川良雄の長谷川良雄の水彩画水彩画水彩画水彩画“春爛漫の風景”展 

二階の長谷川良雄ギャラリー長谷川良雄ギャラリー長谷川良雄ギャラリー長谷川良雄ギャラリーで、長谷川良雄の水彩画を 15 点ほど展示して

います。良雄は梅、桃、桜という春の花々を描くことが大好きでした。そ

こで、今回は、長谷川良雄が描いた洛南風景（水彩画）を展示することと

しました。ご笑覧頂ければ幸いです。    


