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捕物帳の世界 



江戸ブームが続いている。政治経済、学術文芸、また

生活文化などを通して、江戸に学ぶべきことは多い。江

戸時代、また江戸の町を舞台とした小説も、このところ

数を増してきている。なかで、江戸を背景とした推理小

説・時代ミステリーが好調だ。

そうした背景のもとでいま、捕物帳があらためて見直

されている。四季折々の風物詩を織り込みつつ、江戸と

いう大都会の底辺で繰り広げられた様々な人間模様を浮

き彫りにする捕物帳の世界は、江戸を知るための絶好の

テキストであるともいえる。もちろん、半七親分や銭形

平次、人形佐七、むっつり右門といった、いわば名探偵

たちが、難事件を次々に解決していくといった謎解きの

おもしろさは、決して現代の時代推理小説
ミ ス テ リ ー

に劣るもので

はない。

捕物帳は、現代の時代推理ものの原点であり、その

嚆矢
こうし

が岡本綺堂
おかもときどう

の「半七捕物帳」だ。68編71話からな

るシリーズで、大正6年（1917）から昭和11年（1936）

まで、約20年にわたって書き継がれた。

「捕物帳」というのは、いわば捜査記録である。岡本

綺堂によれば、江戸町奉行所の御用部屋に置かれた記録

帳で、八丁堀の与力や同心が、岡っ引などの報告をもと

に事件のあらましを奉行所に報告し、書役が書き留めた

ものという。

岡っ引は、与力・同心の配下にあって十手を預かり、

事件の解決に協力したが、正式の役職ではない。口入屋
くちいれや

などを営み、裏社会にも通じた町の顔役がその任につき、

親分と呼ばれた。無給だが、御用をカサに、弱味を持つ

者をおどしたり、金品を強要するなど、十分にメリット

はあったらしい。世間からは蝮
まむし

などと呼ばれて、嫌われ

ることが多かったという。

だが、そうした岡っ引像は、岡本綺堂によって一新さ

れることになる。「半七捕物帳」の主人公である岡っ引の

半七親分は、常に庶民の味方だ。その後「捕物帳」は、

江戸を舞台とした探偵小説の代名詞となるが、人情をわ

きまえ、正義感あふれる岡っ引が次々に登場することに

なる。

岡本綺堂は、明治・大正・昭和にかけて活躍した劇作

家・小説家である。新歌舞伎の代表的演目となった「修

善寺物語」や「鳥辺山心中」「番町皿屋敷」「権三と助十」

など多くの戯曲を書き、昭和十二年に演劇界最初の芸術

院会員となった。

綺堂は、明治5年（1872）10月15日、東京の芝高輪で

生まれた。本名は、敬二。父の敬之助は百二十石取りの

御家人であった。母は町屋の娘だが、薩摩藩邸や二本松

藩邸に武家奉公した女性という。

若いころから父に漢詩を、英国公使館の通訳をしてい

た叔父や留学生から英語を学んだ。その語学は、創作の

材料として西欧の小説を原書で読むのに役に立った。府

立一中を出て劇作家を志したのは、当時幕臣の子は官途

への道を閉ざされていたからという。

劇作家志望といっても、いきなりなれるわけではない。

明治23年、東京日日新聞社に入社、記者として劇評を書

いたり、戯曲にも取り組んだ。その間、日露戦争では従

軍記者として満州に派遣されたりもし、大正2年に東京

毎日新聞社を退社するまで、24年間、記者生活を送っ

た。だが、すでに明治41年、川上音二郎の依頼で二代目

市川左団次一座のため「維新前後」を書き、明治44年に

は「修善寺物語」を書くなど、劇作家として知られた存

歴史・文芸評論家　日本ペンクラブ常務理事

たかはし ち は や
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在となっていた。

明治から大正にかけて、綺堂は左団次一座のために多

くの作品を書き、新歌舞伎の第一人者となったが、晩年

は、華麗な歴史劇から枯淡でリアルな世話物へと作風が

変化し、またその流れの中で小説を書き始めた。ロマン

ティックで季節感にあふれ、江戸の日本的情緒を懐かし

む作品が多くなる。

「半七捕物帳」もまさにそうした作品だ。物語の発端

を第一話「お文の魂」で、綺堂は次のように記す。

「わたし」は12歳のとき、父の友人の「Kおじさん」か

ら、幕末の元治元年（1864）に小石川の旗本屋敷で起こ

った幽霊事件の顛末と、その解決に一役買った半七とい

う岡っ引の話を聞いた。それからおよそ10年後、日清戦

争が終わったころ、新聞記者となった「わたし」は、ひ

ょんなことから昔岡っ引だった老人と知り合った。少年

のころ「Ｋおじさん」から聞いた半七である。「わたし」

は半七老人のところへ遊びに行くようになり、茶のみばな

しに昔語りを聞き、その功名話を筆録するようになった。

第二話「石燈籠」には、半七の生い立ちと、初手柄が

記される。

半七は文政6年（1823）に、日本橋の木綿屋の通い番

頭だった半兵衛の倅
せがれ

として生まれた。出身地は日本橋な

のである。母はお民、8つ違いの妹はお粂
くめ

といい、のちに

常磐津の師匠になったという。13歳のとき父と死別した

半七は、父のあとを継がせる予定だった母の期待を裏切

り、道楽を憶え、やがて家を飛び出して神田の岡っ引吉

五郎の子分となった。天保12年（1841）の師走、半七19

歳のときである。

日本橋の商家「菊村」の一人娘お菊が、浅草の観音様

へお詣りに行ったまま失踪し、数日後、「菊村」の女主人

お寅が殺害された。目撃者の証言で、犯人はお菊というこ

とになった。だが半七は、夜陰に乗じて塀を乗り越えて侵

入するなど、町家の娘にできる仕業ではないと思う。庭の

石燈籠の笠の上に残された足跡から、半七は浅草の見世

物小屋の女軽業師に目をつけ、見事に事件を解決した。

続く第三話「勘平の死」によれば、石燈籠事件でその

力量を見込まれた半七は、吉五郎に気に入られ、やがて

吉五郎の娘お仙と世帯を持ち、神田三河町に住み、以後

26年にわたって十手を与
あずか

ることになる。

安政5年（1858）暮、京橋の鋳物商和泉屋で、年忘れ

の素人芝居が行われた。演
だ

し物は「忠臣蔵」である。そ

の最中のこと、六段目の勘平に扮した若旦那の角太郎が

急死した。芝居用の竹光が本物の刀にすり替えられてい

たのだ。犯人に目星をつけた半七は、奉公人たちを集め、

酔ったふりをして犯人をつき止めたことをほのめかし、

この中に下手人がいると息巻く。もはや逃がれられぬと

思った犯人は、観念して首を吊って死んだ。こうして和

泉屋から縄付きを出すことなく事件は解決した。店の

暖簾
のれん

を思いやった半七の配慮であった。

以下、慶応3年（1867）に半七が岡っ引稼業をやめて

隠居するまで、様々な話が語られる。第二話以降はすべ

て、若い新聞記者の「わたし」が半七老人の昔話を聞く

という構成で、いかにも実話と思わせるところがミソで

ある。また、謎解きの面白さだけでなく、往時の江戸の

四季折々のたたずまいが、半七老人を通して活写されて

いるところに、この物語の魅力がある。

幕臣を父に持つ綺堂の、江戸への思いがあふれる作品

だ。いま読んでも充分に面白いだけでなく、日本橋界隈

はじめ、幕末の江戸を知るテキストともなっている。

武家の娘の霊　半七捕物帖（青蛙房版）挿絵集

三谷　一馬画／京橋図書館所蔵

綱わたり 半七捕物帖（青蛙房版）挿絵集　

三谷　一馬画／京橋図書館所蔵



当日は、区内で行われるさまざまな文化イベ

ントや文化施設をご案内するマップ付きのパン

フレットを配布。パンフレットを手に無料で運

行するバスや船に乗って区内を回遊しながら、

中央区の魅力をすみずみまで楽しむという、参

加型のイベントです。

催される場所は全部で25か所。まず最初に

訪れたのは、泰明小学校で催された｢銀座あお

ぞら DE アート｣。校庭に設置されたパネルに

は､111人のアーティストの作品が。秋晴れの青

空の下、東京工芸大学のジャズアンサンブルに

よるジャズの生演奏を聞きながら、水彩画や版

画、コラージュなど、新進気鋭の作家たちの芸

術作品を優雅に観賞することができました。

泰明小学校をあとに18人乗りの区内巡回無

料バスに乗って、日本橋へ移動。お昼を回った

時間でしたが、バスは満員！ 順番待ちの方も

いるくらいでした。

日本橋では「きもの・和・日本橋」のイベン

トを見学。日本橋周辺５ケ所の撮影スポット

で、着物来場者の方を対象にプロのカメラマン

による無料写真撮影を行うということで、華や

かな着物姿の女性やカップルがそこかしこに。

「普段なかなか着る機会がない着物を着られて

うれしい。季節ごとに催して欲しいですね」と、

参加した方たちは待ちに待っていたイベントの

11月2日(日)
区の魅力をすみずみまで楽しむ

「中央区まるごとミュージアム」が開催
されました！

中央区は江戸以来400年以上にわたり、日本の文化・商業・情報の中心として発

展してきた由緒あるまちです。名所、旧跡、画廊、美術館、水辺など文化的環境に恵

まれ、まち全体がまさにミュージアム！ そこで、江戸開府405年､明治維新140年

の節目にあたる2008 年を｢文化飛躍元年｣とし､中央区と中央区文化・国際交流振興

協会の共催により、はじめて「中央区まるごとミュージアム」を開催しました。

事業の実施に際しては、区や協会が実施するイベントへの協力をはじめ、自らによ

る文化イベントの開催、告知、来場者への特典提供、スタン

プラリー抽選会への景品提供など、数多くの企業や団体、

ボランティアの皆様のご協力により開催することがで

きました。心よりお礼申し上げます。

今回は、フリーライターの石川ハルさんに「中央

区まるごとミュージアム」に参加いただき、レポー

トしていただきました。

銀座あおぞらDEアート

きもの・和・日本橋

まち歩き「日本橋コース」

あーと・de・CHA CHA CHA in つきじ

日本橋バス停

朝潮運河を航行中



ようです｡午後3時半から日本銀行前で行われ

た大集合写真撮影会では、見物する方も多数集

まり、圧巻の光景でした！　日本橋では「まち

歩き日本橋コース」の参加者と出会いました。

次はまたバスに乗り、情緒溢れる古い町並み

が多い東日本橋へ。講談と縁の深い薬研堀不動

院で、講談を鑑賞しました。本堂の下では、着

物姿の婦人会の方々が抹茶とお菓子でおもてな

し。おいしいお茶で休憩したあと、本堂へ。人

気アニメの声優もされているという女流講釈

師・一龍斎貞友さんの達者な語り口に会場は大

盛り上がり！ 歴史のある町で楽しいひととき

を過ごしました。

不動院前からバスで箱崎に移動し、次は船で

晴海へ。船着場の横の広場ではヘブンアーティ

ストによるパフォーマンスが。傘回しや水を使

った曲芸などに子供たちの目は釘付け。船を待

つ間もイベントを堪能できました。

晴海に向かう船内では、ガイドの方が隅田

川周辺の建造物や中央区の水辺の歴史に

ついてアナウンス。窓やデッキから川沿

いの景色を眺めながら、みなさん、お

話に聞き入っていました。約20分のクルーズ

を終え、「晴海インフィオラータ2008年 in

Triton」の会場へ。「Thanks Earth 美し

い地球､美しい大地」をテーマに、12万本

のバラの花びらによる花絵を展示｡150メ

ートルにわたって晴海トリトンスクエア

横の遊歩道が花の絨毯に！ ライオンや

キリンなどサバンナの動物たちがダイナ

ミックに描かれた絵は迫力満点！

夕暮れの中、歴史的にも貴重な看板建

築を改修した開放的なオープン画廊「あー

と・de・CHA CHA CHA in つきじ」を満喫

しました。当日は天候にも恵まれ、どのイベン

ト会場もご家族連れや年配のご夫婦、カップル

や女性グループなど、さまざま世代の方たちの

姿を多く目にしました。「まるごとミュージアム」

のイベントを通して、芸術や文化に触れられた

ことはもちろん、区内のいろいろな場所を巡る

ことで、中央区のまちとしての歴史や魅力を再

発見することができた有意義な一日でした。

当日は、天気も良く多くの方々のご参加をいただき、誠にありがとうございました。一方で、始発バスの遅延や混雑による乗

車・乗船待ちの長時間化など反省すべき点も多く、特に早朝から参加いただいた皆様には大変ご迷惑をおかけし、本当に申し訳

ありませんでした。今回の結果を踏まえ、今後よりよい形で文化事業を進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

薬研堀講談の会

晴海インフィオラータ2008 in Triton

ヘブンアーティストin まるごと

船上から佃方面を望む

箱崎防災船着場



■いつ日本に来られたのですか？
今年の４月、アメリカ人の夫が日本で働くことになったので一緒に

来ました。

■日本に住んでどんな印象を持ちましたか？
メキシコ人は話すとき、強い口調ですが、日本人は穏やかで柔らか

い。周りの方はいろいろ手助けをしてくれてとてもやさしく、大好き

です。今、中央区に住んでいますが、夜１人でも歩けるという安全な

環境が素晴らしいですね。

■日本語は話せますか？
まだ少ししか話せません。レストランに行ったとき、メニューを見

ながら日本語を覚えています。

■「国際交流のつどい」に参加されてどう感じましたか？
今日は生け花を体験しました。このようなアレンジメントはメキシ

コにはありません。とても繊細で素敵な習慣ですね。大都市のメキシ

コシティでは日本の伝統文化を知っている人もいますが、私が生まれ

たチワワ市では日本についてほとんど知られていません。今日のパー

ティは、日本の文化に触れられるとてもいい機会ですね。あと２年、

日本に滞在する予定なので、もっといろいろなことを勉強したいと思

いました。

■なぜ日本に来られたのですか？
今年の６月、日本人の婚約者と暮らすために来ました。今は日本経

済新聞の英字新聞のセクションで働いています。

■以前から日本に関心を持っていたのですか？
僕は中国語を勉強していて、日本に来る前は中国に１年間住んでい

たのですが、実は日本についてはあまり関心がありませんでした。

■日本に住んでどんな印象を持ちましたか？
中央区に住んで半年近くになりますが、自分が外国人と思えないほ

ど、親しみやすい国になっています。アメリカでは時が流れるスピー

ドが速く、ときに危険なこともありますが、日本では本当に安全で安

心できるとても心地よい時を過ごすことができています。

■「国際交流のつどい」に参加されてどう感じましたか？
キモノを着たり、生け花をするのはとても楽しかったんですが、そ

れ以上に印象に残っているのは着付けをしてくださったり、生け花を

教えてくれた方がすごく親切だったこと。その方たちがボランティア

でやっているということを聞いて、とても胸を打たれました。それが

一番思い出に残ったことです。

11月15日、区内在住・在勤の外国人と区民との交
流を推進することを目的に「2008 国際交流のつどい｣
を開催しました。当日は、356名の参加があり盛況で
した。参加された外国人に感想をうかがってみました。

アラ・オチョア さん
メキシコ チワワ市出身

アンドリュー・ダフ さん
アメリカ サンフランシスコ市出身

国際交流のつどい　2008国際交流のつどい　2008



シリーズで、文化振興・国際交流の推進に活躍している方や団体をご紹介します。

「世界中のすべての人々

にとってうまくいく世の

中」というビジョンを掲

げ、1988年に設立された

ＮＧＯ団体「ワンワール

ド･ワンピープル（ＯＷ

ＯＰ）協会｣｡今回は、協

会の会長を務め、自らも

20年以上スリランカに渡

って支援活動を続けている鈴木一男

さんにお話をうかがいました。

ＯＷＯＰを設立されたきっかけはど

んなことだったのでしょうか？

鈴木 若い頃はジャーナリストを目指

して勉強していたんですが、父が病気

になり、家族を食べさせるためにやむ

なく進駐軍相手のビジネスを始めまし

た。それ以来、働きづめでしたが、60

歳になった頃、商売も軌道にのり､心

に余裕が出てくると｢仕事だけの人生

でいいのか」と疑問を抱き始めました。

あるときアメリカ人の友人のすすめで

人生を考えるセミナーに参加したらす

ごく感動して。「自分の人生をもう一

度見つめ直して、過去から学び、これ

からのビジョンを作らなくては」と気

づき、チャリティの心に目覚めました。

社会貢献活動に熱心なアメリカの歌

手、ジョン・デンバーのワークショッ

プ「将来の選択」に度々参加し、一緒

に行って感動した仲間たちと支援活動

を始めることになったんです。

ＯＷＯＰは主にどんな活動

をされているのですか？

鈴木 イベントやフリーマ

ーケットを開催して資金を

作り、スリランカに子供た

ちの幼稚園を、また開拓村

に井戸を贈っています。今

まで85棟の幼稚園と､121

箇所の井戸が出来上がりま

した。毎年夏休みは大学生のボランテ

ィアも連れて行きます。井戸はすべて

手作り。村の人々と一緒に掘ります。

私たちの一番の目的は“支援”するこ

とではなく､“自立する活動”の手助け

をすることなんです。

やりがいを感じるときはどんなときで

すか？

鈴木 ある井戸の完成式のとき、村の

長老の奥さんが「村に井戸ができるの

を20年待っていました。とても感謝し

ています」と挨拶されたんですが、それ

を聞いてボランティアの学生が感動し

て泣き出してしまって…。20年間待っ

ていたというのはすごいですよね。子供

たちが喜ぶ顔を見て、僕も胸が詰まり

ました。そんな姿を見ると、すごく励み

になります。これからももうろくしない

で頑張ろうと…。毎年、１年の半分近

くはスリランカに行っているんですが、

待っている人たちがいるかぎり、活動を

続けていきたいと思います。

ス
リ
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ン
カ
の
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人
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ち
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ぶ
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れ
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●プロフィール
1929年、東京都北区生まれ。上智大学新聞学
科を卒業後、早稲田大学大学院政治学研究科
で国際政治を学ぶ。輸出入業務および輸入品
の全国百貨店への卸売業、米国系の人材トレ
ーニング会社などの仕事を経て､1988年､ＮＧ
Ｏ団体「ワンワールド・ワンピープル協会」を
設立し、中央区に本部を構える。スリランカの
農村での幼稚園、井戸の建設、親を亡くした児
童への奨学金などの支援活動を続けている。

アッカラッタシーヤの隣村のラクシャウイーナに建設した幼稚園

井戸の名前“花の舞”は学生が村人と相談してつけた。日本の小学生がお

小遣いを持ち寄った募金ででき、Kids Gardenの名前もつけられた。場所

は古都ポロンナルワ郊外の米作地帯のアッカラッタシーヤ（800人の美女と

の意味）。近辺には世界的に有名な仏教遺跡がある。スリランカ一の美味な

お米が出来ることで有名。



  
 
平成20年7月4日に開催された理事会にお
いて、平成19年度の事業報告並びに収支決
算が審議され、承認されましたのでその概
要を報告します。 
 
 
（1）機関誌の発行 
「中央区文化・国際交流振興協会だより」
を500部増刷して発行した。 
発行部数　5,000部　A4版 
発行回数　年2回（7月、12月） 
（2）ホームページの運営 
ホームページを適宜更新して、事業紹介
やイベント等の情報を提供している。 
URL：http：//www.chuo－ci.jp/ 
（3）古典芸能鑑賞会 
日　　時　6月16日（土）午後6時開演 
会　　場　日本橋公会堂ホール「日本橋

劇場」 
内　　容　講話、小唄、舞踊・清元、江

戸手妻、 舞踊・義太夫  
入 場 者　421名 
（4）コンサートの開催 
日　　時　10月12日（金）午後6時40

分開演 
会　　場　日本橋公会堂ホール「日本橋

劇場」  
内　　容　前田憲男とヤングライオンズ

のジャズコンサート 
出 演 者　前田憲男、ヤングライオンズ（斉

藤誠、大坂昌彦、川嶋哲郎、原
明直） 

入 場 者　414名 
（5）文化講座の開催 
日　　時   10月2日（火）～30日（火） 
　　　　　午後6時30分　全4回 
会　　場　築地社会教育会館　視聴覚室 
内　　容　～八丁堀と小伝馬町牢屋敷の

虚実～　 
① 江戸町奉行・大岡越前守と遠山の金さん 
② 江戸の遊所・日本橋歌舞伎三座と旧吉原  
③ 与力・同心と捕物帳の世界 
④ 牢屋敷と大江戸犯科帳 
講　　師　①、③、④作家・元歴史読本編集

長  高橋  千劔破、②落語家・エ
ッセイスト  立川談四楼 

参 加 者   延304名  
（6）特別文化講演会の開催 
展覧会に関連し、NHKとの共催により開
催した。 
①「失われた文明インカ・マヤ・アステ
カ展」関連  

日　　時　7月19日（木）午後6時30分～   
会　　場　月島社会教育会館　講習室 
演　　題　DNAから見た古代アンデスの人々 
講　　師　篠田　謙一（国立科学博物館 

人類研究部 人類史研究グルー
プ 研究主幹） 

参 加 者　90名 
②「フェルメール＜牛乳を注ぐ女＞とオ
ランダ風俗画展」関連 

日　　時　9月6日（木）午後6時30分～ 
会　　場　日本橋公会堂　第3・第4洋室 
演　　題　フェルメールとオランダの風

俗画 
講　　師　小林  頼子（目白大学社会学部 

メディア表現学科 教授） 
参 加 者　96名 
③「平城遷都1300年記念＜国宝薬師寺
＞展」関連 

日　　時　平成20年3月4日（火）午後

6時30分～ 
会　　場　 築地社会教育会館　視聴覚室 
演　　題　 薬師寺―1300年の歴史と文化 
講　　師　大谷　徹奘（法相宗大本山薬

師寺 執事） 
参 加 者　87名 
（7）文化振興事業助成 
区民が主体となって行う文化振興事業の
後援及びその事業の実施に要する経費の
一部を助成した 
件　　数　後援16件（うち助成12件） 
  
 
（1） 国際交流のつどい 
15回を記念し特設コーナーを設置した。 
日　　時　11月17日（土）正午～午後4時 
会　　場　 月島社会教育会館4階ホール・

全室 
内　　容　 
①  伝統文化体験コーナー 
着付け、茶道、生け花、墨絵・書道、
折り紙、太鼓、風呂敷、日本の遊び・ 
外国の遊び、国際交流サロン、情報提
供、 懇談（紅茶・3ヵ国料理） 

②  踊りのコーナー　 
　  フォークダンス、盆踊り 
③ 姉妹都市オーストラリア・サザランド
市紹介コーナー  

④ 写真で振り返る「国際交流のつどい」
コーナー 

参 加 者　273名（外国人78名、日本人
67名、ボランティア112名ほか） 

（2）姉妹都市親善写真展 
中央区とサザランド市が相互の写真を交
換し、20年2月に区役所1階ロビー、日本
橋特別出張所ロビー、 月島特別出張所コ
ミュニティフロアで順次開催した。 
（3）日本語指導・交流会 
区内在住・在勤の外国人を対象として、
ボランティアによる日本語の指導と学習
者との親睦を図るための交流会を開催した。 
① 水曜日教室 
日　　時　毎月第一・第二・第三水曜日　

午後6時30分～8時 
会　　場　女性センター「ブーケ21」 
登録者数　外国人88名、ボランティア

32名 
参加者数　外国人延795名、ボランティ

ア 延691名  
② 木曜日教室 
日　　時　毎月第一・第二・第三木曜日  

午前10時～11時45分 
会　　場　 協会講習室 
登録者数　外国人41名、ボランティア

12名 
参加者数　外国人延268名、ボランティ

ア延238名 
③ 土曜日教室 
日　　時 毎月第二・第三・第四土曜日   

午前10時～12時 
会　　場　 協会講習室 
登録者数　外国人47名、ボランティア      

16名 
参加者数　外国人延317名、ボランティ

ア延238名 
（4）日本語フォローアップ講座 
日本語を教えるボランティアの指導力を
高めるため、講座を開催した。 
① フォローアップ講座 
日　　時　毎月1回原則として第四水曜

日  午後6時30分～8時30分 
会　　場　 協会講習室 
講　　師　西川　寛之（明海大学外国語

学部講師） 
受 講 者　 延 213名 
② 特別講座 
日　　時　 10月1日（月） 
　　　　　 午後6時30分～8時30分 
会　　場　 新富区民館6・7号室 
内　　容　「年少者の日本語学習支援に

ついて－教授方法、授業のヒ
ントなど－」 

講　　師　大蔵　守久（財団法人　波多
野ファミリスクール　理事） 

受 講 者　 31名 
（5）国際交流サロンの開催 
外国人と日本人が気軽に交流が出来、日
本語の会話や日本の文化に触れることが
出来る場を提供するため、ボランティア
の協力を得て「国際交流サロン」を月1回
開催した。 
実 施 日　毎月第二土曜日（11月を除く）、

午後2時～4時　 
会　　場    協会講習室        
内　　容　七夕、盆踊り、お月見、街中

探訪、年賀状作成、正月の遊
び、剣玉、お点前等 

参加者数  外国人延84名、日本人延101
名、ボランティア延88名 

（6）外国客船歓迎式 
東京港晴海埠頭に着岸する外国客船の入
港時の歓迎行事に参加し、記念品を贈呈した。 
入港数　3隻（再入港3隻） 
（7）国際交流推進事業 
区民が主体となって行う国際交流事業の
後援及びその活動に要する経費の一部を
助成した。 
件　　数　2件（うち助成2件） 
（8）日本語指導者養成講座 
外国人に日本語を教えるボランティアを
養成するための講座を開催した。 
実 施 日　 5月30日（水）～8月1日（水）

午後6時30分～　全10回　 
場　　所   協会講習室   
受 講 者　 31名 

平成19年度の事業報告と決算 

文化振興事業 

国際交流振興事業 

 

 

 

平成19年度事業報告 

※個人情報の保護に関する規程に基づく平成19年度

の請求等の実績はありませんでした。 

 

予算額（円） 

 
科　目 決算額（円） 説　明 

事業収入 古典芸能鑑賞会、コンサート参加費 1,050,500

区補助金 中央区からの補助金 42,040,000

雑　　入 預金利子 33,140

収入合計 43,123,640

 科　目 説　明 

事業費  12,947,688

文化振興費 機関誌発行、古典芸能鑑賞会、コンサート、 
文化講座、文化推進事業助成 9,079,701

国際交流振興費 国際交流のつどい、日本語指導・交流会、 
国際交流サロン、日本語指導養成講座 3,867,987

管理費  23,892,795

人件費 職員の給与 20,937,153

管理運営費 理事会、事務費 2,955,642

予備費 

 

中央区補助金の精算返納 

 0 

合計 

 

36,840,483 

区返還費  6,283,157 

＜収入＞ 

＜支出＞ 

決算額（円） 

支出合計  43,123,640

平成１9年度決算 

特集「捕物帳の世界」は、9月に開催した文化講座のメインテーマです。定員を大

幅に超え受講できなかった方も多く、講師の高橋千劔破、縄田一男両氏に執筆い

ただき3回にわたり連載いたします。中央区と中央区文化・国際交流振興協会の

共催により、はじめて「中央区まるごとミュージアム」を開催しました。アンケート結

果は、とても良かった50％、よかった42％と好評でしたが、反省すべき点も多く、今

後ともよりよい事業の推進に努めてまいります。 

発行／中央区文化・国際交流振興協会  〒１０４-0041  東京都中央区新富１-13-24  新富分庁舎3F　TEL０３-３297-0251  FAX ０３-３297-0253  URL: http://www.chuo-ci.jp/ 
 

江戸時代より絵にも描かれ、名所として人々の多く集まる最
も有名な橋として知られる。現在の石造りの橋は、明治44
年（1911）に架けられた。ルネッサンス風なデザインに想像
上の動物、麒麟像や獅子像を配し、西洋化への新しい時代
に向かう意気込みがうかがえる。日本橋を全国街道の起点
と定め、日本国道路元標をもうけ日本の中心となっている。
　　　　　 

日本橋 
 

表  紙 

小川　幸治 


