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東葛地域での文化活動に参加
【流山市立博物館友の会との出会い】

１９８９年（平成元年）私が使用済み核燃料運搬船・日の浦丸に乗っていた時期に、流山市立博物館
友の会創立者の１人で旅行作家・山本鉱太郎氏の「川蒸気通運丸物語」の講演を聞いたのがきっ
かけで流山市立博物館友の会に妻と一緒に入会しました。

【流山市立博物館友の会とは】

この会は１９７８年（昭和５３年６月）、流山市市制１０周年を記念して“見る資料館から参加する
博物館へ”というキャッチフレーズで発足したのを機に、応援団体として昭和５３年１１月に誕
生しました。

誕生から３６年の歴史を誇る文化団体で、東葛地域の歴史や文学、民俗、環境などの研究に貢献して
きました。私は㈱知財コーポレーションを辞職した平成２３年から２７年まで会長をつとめまし
た。

現在の会員２１０名の内訳は、専門の学者や作家、画家、作曲家、演出家、会社員、定年退職者、家
庭の主婦などまことに多彩で、毎月、講演会、研究会、シンポジウム、歴史・文学散歩、社会見
学会などを開き、その成果を年１回出る研究誌「東葛流山研究」や会報「におどり」に発表して
います。

研究および文化活動の範囲は、流山を中心に野田、松戸、柏、我孫子など東葛地域が中心で、その成
果は高く評価され、数々の受賞に輝きました。主なものだけでも、「第３回ふるさとづくり賞」、
「第１回人と自然にやさしい川づくり大賞」があります。

また、他の文化団体と連携して昭和６２年１０月我孫子市の手賀沼の汚染度ナンバーワンを憂えて

「オペラ手賀沼賛歌」を上演し、３，０００人以上に及ぶ観客に感動を与えました。

【流山は みりん、利根運河、一茶、新選組】

みりんといえば流山、流山は江戸時代後期から現在までみりんの産地として名高い。二大ブランド
「万上」が誕生したのは文化１１年（１８１４）、「天晴」も同じ頃。そのみりんは従来のみり
んに比べて色が淡いことから「白みりん」と呼ばれる。平成２６年（２０１４）は白みりん誕生
２００年でした。



なぜ映画『天心』を流山市で上映することになったのか

１．東日本大震災復興支援映画である

２．流山市と福島県相馬市は姉妹都市である

３．千葉県は茨城県の隣の県なのに、どの市も、どの団体もこの映画を上映していなかった

４．流山市にはかつて千葉県最大の文化団体と呼ばれた私どもの流山市立博物館友の会がある

５．流山市立博物館友の会会長辻野が製作途中の試写会および完成記念試写会でこの映画を観て、この映
画に感動し、この映画に惚れ込んだ

６．流山市立博物館友の会創立者の１人山本鉱太郎氏は昭和５６年１１月２１日流山市立博物館主催の記
念講演で「情熱の人秋元洒汀の生涯」の講演をした

７．流山市立博物館友の会は『東葛流山研究』第２号に山本鉱太郎氏が「俳人秋元洒汀の生涯・明治大正
期の流山と文化」を寄稿、秋元洒汀（本名半之助）と岡倉天心、日本美術院との関係を取り上げた

８．流山市には秋元洒汀の孫・秋元由美子氏が住んでいる、流山水彩会主宰、講師

「流山６丁目の「杜のアトリエ黎明」は、洋画家の故・笹岡了一氏、同じく画家で歌人でもあった
故・秋元松子氏が、創作活動とともに、後進の指導にあたった場所で、その遺族である画家の秋元由
美子氏から、社会教育に役立てて欲しいと寄贈を受けて開放されています。この地には、かつて岡倉
天心や菱田春草が訪れ、醸造家・秋元洒汀が彼らを物心ともに支えた日本美術史上重要な場所です。
天心や春草から秋元家に送られたお礼状などの手紙類が現在も多数保管されています。」

９・流山市には岡倉天心の甥・岡倉秋水の孫・岡倉日出夫画伯が住んでいる

１０．辻野が委員の流山市生涯学習審議委員会は市長から諮問された「流山市文化芸術振興条例（案）」
を審議し、条例化するようにと市長に答申した。この文化芸術振興条例の具現化の一つとして、映画
『天心』流山市上映会を、地域の文化芸術振興の魁にしたいと考えた

１１．流山市は廃藩置県の折、明治元年に葛飾県の県庁が置かれ、その後、明治５年に印旛県の県庁が置
かれた歴史がある。東葛地域の政治、経済、文化の中心であった

１２．辻野の個人的な事情、核燃料サイクルの一端に関与した責任。使用済み核燃料運搬船・日の浦丸に
乗船し、福島第一原子力発電所から使用済核燃料を東海村に輸送した



映画『天心』上映に到る経緯（１）

２０１１年３月１１日東日本大震災が発生、五浦の六角堂流出

２０１１年４月流山市立博物館友の会から流山市を通じて被災した姉妹都市福島県相馬市に義援金を贈る

２０１３年４月映画『天心』製作委員会上野事務局長から協賛金協力依頼を受け、２０１３年４月協賛金を贈る

２０１３年４月２５日協賛者として招待を受け、まだ音楽の入っていない制作段階の映画『天心』試写会を筑波銀行本店
ホールで鑑賞し、きれいな映像、天心の才能・業績、天心の人間臭さ、特に女性問題、セリフ特に天心の発する言葉、
監督の製作準備、意気込み、情熱などに感動する

２０１３年９月２日（この日は天心の命日）協賛者として招待を受け、映画『天心』完成記念試写会を東京芸大奏楽堂ホー
ルで妻と共に鑑賞し、竹中直人などの出演者のスピーチを聞き感動を深める

２０１４年３月１５日流山市立博物館友の会役員会で、４月２９日総会で新規事業として承認された

２０１４年５月博物館友の会と映画『天心』を上映する会は流山市生涯学習部長宛「映画『天心』上映会の検討概要を依頼

２０１４年５月岡倉日出夫画伯と奥様の絵画・刺繍展覧会を映画『天心』関連企画として、同時期に開催することになった

２０１４年５月から１１月まで、

・映画『天心』を上映する会、流山市生涯学習センター（アクティオ㈱）、との３者で覚書締結交渉、締結

・共催依頼交渉：東葛出版懇話会

・後援依頼交渉、承諾：流山市、流山市教育委員会、民間団体：流山市観光協会、流山市美術家協会、流山市歴史文化協会、
あしたばの会、（流山水彩会・秋元由美子氏は声掛け遅れのためチラシ掲載に間に合わなかった）

・ポスター作製配布、・チラシ作成配布



映画『天心』上映に到る経緯（２）

２０１４年１０月１０日流山市教育委員会から後援承諾通知（申請は１０月７日）

２０１４年１０月１６日流山市から後援承諾通知（申請は１０月７日）

２０１４年１１月１５日―１６日民学の会の五浦研修旅行に参加

２０１４年１１月チケットの販売開始、紀伊国屋流山おおたかの森店、流山市生涯学習センター、主催者として海洋会会員等にもチケット購入依頼

２０１５年１月毎日新聞・橋口記者の取材を受ける

２０１５年２月４日松戸記者クラブ、地域ミニコミ関係へ協力依頼

２０１５年１月１１日流山市広報に掲載

２０１５年２月２１日毎日新聞記事に掲載

２０１５年２月２２日～３月２日、映画『天心』関連企画、岡倉日出夫・道子「絵画・刺繍展

２０１５年２月２８日映画『天心』上映当日のスケジュール

・午前の部 流山市長挨拶、山本鉱太郎氏ミニ講演、『天心』上映、松村克弥監督トーク

・午後の部 流山市生涯学習部長挨拶、山本鉱太郎氏ミニ講演、『天心』上映、松村監督トーク

・夜の部 主催者挨拶（辻野）、山本鉱太郎氏ミニ講演、『天心』上映、岡倉日出夫氏挨拶、松村監督トーク

・入場者数は合計７６０人 内訳、午前の部３００人（満席）、午後の部２６０人、夜の部２００人

・参加者の感想は概ね好評であった

２０１５年３月２７日実績報告を流山市、流山市教育委員会に対して提出した



映画『天心』ストーリー
映画『天心』（２時間０１分５９秒）

１８６８年徳川幕府が倒れ明治政府は西洋化を急いだその荒波を受け日本の美術仏教文化は崩壊の危機にあった。 これはその時代の物語である。

チャプター１ （５分０７秒）・

昭和１２年 北茨城 五浦海岸。第一回文化勲章を受章した横山大観は、取材に訪れた新聞記者から、ある写真を見せられる。大観は五浦で過ごした青年時代
と、師である岡倉天心の生涯に思いをめぐらせていくー。

チャプター２ （１４分３３秒）

明治１５年。岡倉覚三とアーネスト・フェノロサは、廃仏毀釈の嵐にさらされ、壊滅の危機にある日本の伝統美術を守るため、東奔西走の日々を送っていた。

チャプター３ （１４分０７秒）

明治２３年。東京美術学校（東京芸術大学の前身）の校長に就任した岡倉天心のもとで、横山大観、菱田春草、下村観山ら学生は、互いに切磋琢磨し、創作活
動に励んでいた。

チャプター４ （１３分２１秒）

エリートコースを歩いていた天心であったが、怪文書がまかれ、東京美術学校を排斥されて辞職へと追い込まれる。新たな日本画の創造をめざし日本美術院を
立ち上げるも、彼らの画法に対する国内での評判は芳しくなく。

チャプター５ （８分２１秒）

天心は、新天地を求め茨城県の五浦に「六角堂」を建設し、日本美術院も移転。大観、春草、観山に武山も加わり、五浦の地で創作活動を開始する。新たな日
本の美を生み出すための、苦難の日々の始まりでもあった。

チャプター６ （７分３５秒）・

大観の苦しい生活。天心は「芸術家は本来ボヘミアンというものだ、乞食になるならなればよい」と。

チャプター７ （８分４９秒）

大観が１０月に文展開催が決まったぞ、これぞ一生の快事にしよう、命がけで畢生の絵を残すのだと。４人は制作に没頭。天心は「お前と横山が朦朧体を生み
出した、煙、雨、霞、靄を描いているがその向こうは見えん、俺は霧の向こうを見せて欲しい」と。春草は「その向こうには行けません」と。

チャプター８ （１１分３６秒）

六角堂にいる天心に、奥さんに「俺は今日より五浦超人：五浦の釣り人となる」と。釣り船の船頭に「俺は愚鈍で、人の心が分からず、いたずらに衝突を繰り
返してきた、俺は軍人以上に国の事を思っている」と。

チャプター９ （１１分５１秒）・

春草の制作、目がよく見えぬが、≪賢首菩薩≫の絵に工夫、点、点、で描く。永遠にして無限なるものを描きたいのだ。文展の会場、木村武山≪阿房劫火≫三
等賞、春草≪賢首菩薩≫二等賞（最高位）。観月会の模様、「文展の上位独占、春草先生おめでとうございます。」祝い唄と踊り。天心は六角堂の横で
「月夜出でよ」と叫ぶ。

チャプター１０（１０分０５秒）

写真撮影。カメラマン「画業に没頭する姿をお願いします、そのままの姿でお願いします」。春草の病状について、観山は言う「春草は腎臓病、おそらく失明
するそうです」と。春草一家が東京へ旅立つ日、観山は「いつか、日本画も西洋画もない日本の絵というものがそこにある、君は日本の絵画を、絵画その
ものを変えてくれる」と。明治４４年菱田春草病没享年３８。

チャプター１１（８分４１秒）・

大正２年。天心と大観の会話、天心は「時代は大いに変わった、美校は日本画よりも西洋画科の学生が多くなった。天心の遺言「私が死んだら鐘を鳴らすな、
旗を立てるな、人里遠い岸で、積る松葉の下深くひっそり埋めてくれ」。大正２年９月２日岡倉天心妙高の赤倉山荘にて５０歳で病没、春草の死から２年
後だった。

チャプター１２（７分５３秒）

大正３年日本美術院は大観、観山、武山らが中心となって再興した。



岡倉天心系図



岡倉天心年表



岡倉天心 （１）

岡倉天心（１８６３－１９１３）は、急激な西洋化の荒波が押し寄せた明治という時代の中で、日本の伝統美術の優れた価値を認め、美術
行政家、美術運動家として近代美術の発展に大きな業績を残しました。その活動には、日本画改革運動や古美術品の保存、東京美術学
校の創立、ボストン美術館中国・日本美術部長就任など、目を見張るものがあります。また、天心は自筆の英文著作『The Book of 
Tea（茶の本）』などを通して、東洋や日本の美術・文化を欧米に積極的に紹介するなど、国際的な視野に立って活動しました。

また、天心は晩年、思索と静養の場として太平洋に望む人里離れた茨城県五浦（現在の北茨城市五浦）に居を構える一方、横山大観ら五浦
の作家達を指導し新しい日本画の創造をめざしました。以後、天心は亡くなるまでこの五浦を本拠地として生活することになります。

１ 生い立ちと終業時代
岡倉天心、本名岡倉覚三（かくぞう）は江戸幕末の文久２年（１８６３）、元越前福井藩士で生糸の輸出を生業とする石川屋、岡倉勘右
衛門（かんえもん）の次男として横浜に生れました。文明開化という時代、海外に開かれた開港地横浜で、天心はジェイムズ・バラの
塾等で英語を学ぶなど、後年の国際的な活躍の素地が磨かれていきました。

明治８年（１８７５）、東京開成学校に入学し、同１０年（１８７７）には同校が東京大学と改称されるに伴い文学部に籍を移し、お雇
い外国人教師アーネスト・フェノロサ（１８５３－１９０８）に政治学、理財学（経済学）学びます。

天心は、日本美術に傾倒したフェノロサの通訳として、行動を共にするようになり古美術への関心を深めます。

２ 美術行政への参画と古美術の調査
明治１３年（１８８０）、東京大学を卒業した天心は、文部省へ就職し草創期の美術行政に携わることになります。同１６年（１８８
３）頃から文部少輔九鬼隆一（くきりゅういち）に従い本格的に全国の古社寺調査を行った天心は、日本美術の優秀性を認識すると共
に、伝統的日本美術を守っていこうとする眼が開かれていきます。同１９年（１８８６）、フェノロサとともに美術取調委員として欧
米各国の美術教育情勢を視察するために出張しました。帰国後の天心は、図画取調掛委員として東京美術学校（現在の東京藝術大学）
の開校準備に奔走します。開校後の同２３年（１８９０）、わずか２７歳の若さで同校二代目の校長になった天心は、近代国家にふさ
わしい新しい絵画の創造をめざし、横山大観、下村観山、菱田春草ら気鋭の作家を育てていきました。

３ 理想の実現に向けて日本美術院の創立
急進的な日本画改革を進めようとする天心の姿勢は、伝統的絵画に固執する人々から激しい反発を受けることになります。特に学校内部
の確執に端を発した、いわゆる東京美術学校騒動により、明治３１年（１８９８）校長の職を退いた天心は、その半年後、彼に付き
従った橋本雅邦（はしもとがほう）をはじめとする２６名の同志とともに日本美術院を創設しました。

その院舎はアメリカ人ビゲローなどから資金援助を得て、東京上野谷中初音（やなかはつね）町に建設され、美術の研究、制作、展覧会
などを行う研究機関として活動を始めました。

横山大観、下村観山、菱田春草らの美術院の青年作家たちは、天心の理想を受け継ぎ、広く世界に目を向けながら、それまでの日本の伝
統絵画に西洋画の長所を取り入れた新しい日本画の創造を目指したのです。その創立展には、大観「屈原（くつげん）」、観山「闍維
（じゃい）」、春草「武蔵野（むさしの）」などの話題作が出品されました。



岡倉天心（２）

４ 東洋の美と心を世界に 国際人「KAKUZO」
天心の指導を受けた大観や春草ら日本美術院の作家達は、大胆な没線（もっせん）描法を推し進めましたが、その作品は「朦朧体（もうろうた
い）」「化物絵」などと激しい非難を浴び、次第に世間には受け入れられなくなりました。こうした中で、院の経営は行き詰りをみせ、天
心の目は次第に海外へと向けられます。

明治３４年（１９０１）、インドに渡った天心はヒンズー教の僧スワミ・ヴィヴェカーナンダ（１８６３－１９０２）を訪ね、東洋宗教会議に
ついて話し合いますが実現に至らず、彼の紹介で出会った詩人ラビンドラナート・タゴール（１８６１－１９４１）やその一族と親交を深
めました。また、インドの各地の仏教遺跡などを巡り、東洋文化の源流を自ら確かめた天心は、滞在中に『The Ideals of the East（東洋の
理想）』を書き上げています。

同３７年（１９０４）、アメリカに渡った天心は、ボストン美術館の中国・日本美術部に迎えられ、東洋美術品の整理や目録作成を行い、また、
ボストン社交界のクイーンと呼ばれた、大富豪イザべラ・ガードナー夫人と親交を深めることになります。一方天心に従って渡航した横山
大観、菱田春草は、ニューヨークをはじめ各地で展覧会を開き好評を博しました。また、天心は講演会や英文の著作『The Book of Tea
（茶の本）』などを通して日本や東洋の文化を欧米に紹介しました。その後、天心は五浦とボストンを往復する生活をすることになります。

５ 新たなる飛躍の地「五浦」

明治３６年（１９０３）、茨城県北茨城出身の日本画家飛田周山の案内により五浦を訪れた天心は、太平洋に臨む人里
離れた景勝地を気に入り、土地と家屋を買い求めました。同３８年（１９０５）六角堂と邸宅を新築、拡張するな
ど、以後五浦を本拠地とします。

一方、日本美術院は、天心や横山大観など主要作家の海外旅行による長期不在が重なるなどにより経営難に陥り、その
活動も衰退したため、同３９年（１９０６）、天心は日本美術院の再建を図りました。それまでの美術院を改組し、
その第一部（絵画）を五浦に移転しました。天心はここを「東洋のバルビゾン」と称して新しい日本画の創造をめ
ざし、横山大観、下村観山、菱田春草、を呼び寄せました。

生活上の苦境に耐えながらも大観ら五浦の作家達は、それまで不評を買った「朦朧体」に改良を加え、同４０年（１９
０７）発足した文部省主催の展覧会（文展）に、近代日本画史に残る名作を発表していきました。

６ 晩年
晩年の天心は、ボストン美術館において中国、インド、日本での美術品収集を精力的に行なうほか、日本や東洋の美術を欧米に紹介する著作や
講演の仕事をこなしました。明治４３年（１９１０）には同美術館の中国・日本美術部長に就任しています。

大正元年（１９１２）夏、ボストンに向かった天心は途中インドで、詩人ラビンドラナート・タゴールの親戚にあたる女流詩人プリヤンバダ・
デーヴィー・バネルジー（１８７１－１９３５）と出会います。以後二人の間にラブレターともいえる往復書簡が天心の亡くなるまで１年
間交わされました。同２年（１９１３）体調がすぐれずアメリカから帰国した天心は、一旦五浦に戻った後、静養のため新潟県赤倉に移り
ましたが、病状が悪化し、９月２日、５０歳の生涯を閉じました。東京染井（そめい）墓地に葬られるとともに、五浦にも分骨されました。



天心、弟子・大観・春草・観山・武山、パトロン・秋元洒汀・原三渓



岡倉天心の弟子たち

横山大観
明治元年９月茨城県水戸市に生れる。本名秀磨。明治２２年（１８８９）、東京美術学校開学と同時に入学、橋本雅邦に師事する。明治
２６年第一期生として同行卒業後古画の模写に力を入れる。明治２９年の第一回日本絵画協会共進会に『寂静』を出品、初めて「大観」
の号を用いる。明治３０年、東京美術学校助教授となるが、翌年の美術学校騒動に際しては辞職組の最先鋒の一人として春草とともに同
校を免職となり、天心にしたがって日本美術院展に『屈原』を出品し、歴史画論争で話題を呼んだ。線を抑えて空気を光の描写を試みた
彼の作品は、当時「朦朧体」と非難されたが、日本近代化の斬新な実験をして次代へ受け継がれた。明治３９年日本美術院の五浦移転に
したがい五浦で『流燈』などを発表した。天心の没後は再興美術院の中心的存在として活躍。『生々流転』、『夜桜』などの傑作を生み
だした。昭和１２年（１９３７）に文化勲章受章。同３３年没。現在大観の生家として旧酒井家が史跡に指定されている。

下村観山
明治６年和歌山市に生れる。本名晴三郎。狩野芳崖、橋本雅邦に師事し、東京美術学校卒業後直ちに母校助教授となった。岡倉天心に殉
じて美術学校を辞職し、日本美術院創立には正員として参加、新日本画の創造に尽くした。英国に留学して水彩画の研究を行い、日本画
古典の各派の研究とあわせ高雅な作風を示した。東京美術学校に教授として戻り、また日本美術院の再興にも尽力した。帝室技芸員と
なった。代表作には『木の間の秋』『大原御幸』『弱法師』（重要文化財）などがある。昭和５年没。

菱田春草
明治７年９月長野県飯田市に生れる。本名三男治。明治２１年（１８８８）上京し、結城正明に日本画を学ぶ。同２３年東京美術学校普
通科に入学。同２５年本科に編入し、同２７年、天心の勧めで川端玉章に師事する。同２９年、第一回日本絵画協会共進会で銅牌を受賞、
「春艸」と号した。のち「春草」と改める。同３１年の美術学校騒動に際し。天心と行動をともにして日本美術院創立に参加。古典を研
究する一方で、西洋絵画の色彩表現などもとり入れて没線描法を試みるなど、天心が理想とした日本画の新しい表現を追求し、『落葉』
に代表されるような斬新な構図と写実的描写による名作を残した。彼の没線描法は同様の描法を試みていた大観とともに「朦朧体」と評
された。明治３９年に日本美術院の五浦移転に際し、大観等と行動をともにし、『賢首菩薩』などの名作を発表した。同４１年病のため
帰京、同４４年３８歳の若さで没した。

木村武山
明治９年７月茨城県笠間市に生れる。本名信太郎。明治２３年（１８９０）上京し、開成中学に入学、同時に川端玉章に師事する。同２
４年東京美術学校に入学。同２９年卒業後は岡倉天心が率いる日本絵画協会に参加した。明治３９年日本美術院の五浦移転に際し、下村
観山の勧めで大観、春草等と行動をともにする。同４０年第一回文展の『阿房劫火』、同４３年第四回文展の『孔雀王』でともに三等賞
となった。大正３年（１９１４）の日本美術院再興以降は同人として参加し、再興第一回展には『小春』を出品した。その画風は特に色
彩感覚にすぐれ、写実的な描写力と古典を学んだ素養を生かして、大正初年頃までは歴史画に、その後は花鳥に見るべきものが多い。晩
年は仏画を多く描いて高野山金剛峰寺金堂壁画等も担当している。昭和１７年１１月没。



秋元洒汀家系略図



秋元洒汀



川蒸気通運丸物語



明治中期の通運丸航路図



通運丸で結ばれた関宿・野田・流山



利根川・江戸川・利根運河



流山のみりん



利根運河



一茶双樹記念館



杜のアトリエ黎明



近藤勇陣屋跡



≪菊慈童≫菱田春草



≪賢首菩薩≫菱田春草



≪落葉≫菱田春草



≪黒き猫≫菱田春草



≪流燈≫横山大観



≪木の間の秋≫下村観山



≪阿房劫火≫木村武山



岡倉天心記念六角堂等復興基金について


