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7月号

　ベルマーク財団は、6月21日から両国の新事務所で業
務を始めました。ベルマークなど財団への郵送物は、財
団HPのトップページに赤字で記した両国の住所にお送
りください。電話番号、ファクス番号も変わっています。
なおホームページのURLやメールアドレスは以前と同じ
です。
　新事務所が入居しているビルは、JR総武線の両国駅の
東口を出ると、ほぼ目の前にあります。高架線沿いの道
路を渡るだけで入り口に着くため、少々の雨なら傘を差
さずともそんなにぬれずに飛び込むことができます。事

務所には、全国から集まるベルマークを収容する倉庫と
事務スペースに加え、最大10人程度が入れる会議スペー
スもあります。
　両国は、大相撲の興行が実施される国技館で有名です
が、そのほかにも江戸東京博物館や北斎美術館など、立
ち寄りに適した名所がたくさんあります。コロナ禍が続
くうちはなかなか難しいとは思いますが、アフターコロ
ナの世界が実現した折には、ぜひ財団見学を兼ねて、両
国に遊びに来てみてはいかがでしょうか。そうした日々
が早く訪れることを願っています。
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　富山市の幼保連携型認定こども園「わ
かくさ保育園」（山崎美和子園長、園児
373 人）は今春、長く貯めたベルマー
ク預金で新園舎に置くピアノを買いまし
た。子どもたちは新しいピアノの音色に
あわせて元気に歌っているそうです。
　わかくさ保育園は0歳～ 5歳児が 3つ
の園舎に分かれて過ごしています。この
うち 2歳児以上が通う本館は近くの土
地に新築された園舎に今年 4月から移
りました。「2階の屋上からは、立山連
峰を望むことができますよ」と山崎園長。
　園が創立された 1979 年からベルマー
ク運動に参加し、累計で 116 万点以上
を集めてきました。でも、ここ 10年ほ
どはお買いものをしておらず、ベルマー
ク預金は64万円あまり残っていました。

　この預金を使って新園舎に新しいピア
ノを寄付したい、と父母の会が提案。協
力会社のヤマハのアップライト型を、税
込み 90 万 4700 円で買いました。足り
ない分は園と父母の会が出し合って補っ
たそうです。
　4月上旬、新園舎の遊戯室に、待望の
ピアノが搬入されました。山崎園長は「感
動しました。ピカピカのピアノが、これ
からずっと園舎と同じ歴史を刻んでいく
んです」と話します。
　連休が明けた 5月中旬以降、毎月開
かれる 3歳児以上の誕生会でピアノは
活躍しています。「おめでとう」「ハッピー
バースデー」といったお祝いの曲を、保
育士によるピアノ伴奏で子どもたちが大
きな声で歌っています。また 2歳児も

音楽に合わせて体を動かす「リトミック」
の時間にピアノに親しんでいます。
　園では昨年度、コロナ対策のため、子
どもたちが歌うことを控えていた時期が
ありました。でも保護者から、子どもが
夜寝る前に一人で歌っているなどの話が
届いたこともあり、子どもたちに寂しい
思いをさせないよう、保育の中に再度、
歌を取り入れるようになりました。とは
いえコロナ禍が続いているため、距離を
取ったり、屋外を使ったりするなどの工
夫をしているそうです。「子どもにとっ
て歌は気持ちを安定させる大事な存在。
その意味でもピアノの購入はありがた
かったです」と山崎園長。
　わかくさ保育園では、父母の会の役員
とベルマーク係が仕分け・集計します。

保育士も、玄関に常設している回収箱を
手作りするなど協力しています。でも昨
年度はコロナ禍による登園自粛などで最
初の３カ月は活動がストップ。年度末近
くには、運動を終えようという話もあり
ましたが、今年度に入って新旧役員が話
し合い、活動継続が決まりました。
　山崎園長は「保護者の方々がコツコツ
と整理して送ったベルマークが、ピアノ
に姿を変えました。一生ものの素敵なプ
レゼントです」と話してくれました。

㊧新しいピアノを囲んで歌う子どもたち
㊨㊤保育士手作りの回収箱
㊨㊦わかくさ保育園の新園舎

新たな地で業務をスタート
JR総武線両国駅の東口を出てすぐのビルです

富山・わかくさ保育園
新園舎に響く新しいピアノの音色

これからも
よろしくお願いします!!

右が財団の入居するビル。JR 両国駅東口のほぼ正面です
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　大阪府大阪市立関目東小学校（綾坂純
一校長、児童 618 人）で 6月 4日、ベ
ルマーク教育応援隊の「走り方教室」が
開かれました。あいにくの雨で校庭が使
えず、体育館での開催です。コーチはミ
ズノスポーツサービスの中野翔さん。学
生時代から 400㍍ハードルに打ち込み、
今もシニアクラスで競技を続ける現役ア
スリート。206人の5、6年生が4グルー
プに分かれ、速く走るコツについて各
45分間、みっちりと指導を受けました。
　「走りが速くなる『公式』があるのを
知っているかな？」。
　教室は、算数の授業のような中野コー
チの問いかけからスタートしました。顔
を見合わせて首をひねる児童もいる中、
「その公式は、ストライド×ピッチ＝走
る速さ、です」と中野コーチ。ストライ

ドは走る歩幅の大きさ、ピッチは走る動
きの速さのことです。
　「いくら歩幅が大きくても、動きが遅
ければ速く進めません。いくら走る動き
が速くても、歩幅が狭ければ同じことで
す。大きなストライドと速いピッチの二
つをうまく身につければ、必ず速く走れ
ます。さっそくやってみよう！」。3週
間後に運動会を控える児童たちの表情
が、一気に輝きを増します。
　まずはストライドに重点を置いた練
習。約 20㍍あるレーンをスキップして
走ります。2本目からは中野コーチが要
求するレベルが徐々にアップ。「足首の
関節に力を入れて固めて、地面を強く
蹴って高く飛んでみよう」。そう言いな
がら見本を示す中野コーチの体は、はる
か空中へ。そのあまりの高さに「おお！」

「めっちゃすごい！」とどよめきが。
　「高く上へと向いていたスキップのパ
ワーを、今度は前へ向くよう意識して
やってみよう」。ストライドの大きさは
足首に力を入れて固定することを意識す
るだけで、雲泥の差が出るそうです。
　次はピッチの練習。「腕を振る回数」
と「足を運ぶ回転数」は連動して同じに
なるため、腕が速く振れると自然と足も
速くなります。さらに足だけの動きで回
転数を上げる方法も。「今から、走りな
がらかかとでお尻をキックしてもらいま
す」。走る際に重要な筋肉「大腿二頭筋（太
もも裏の筋肉）」に刺激を与えると、自
然に足の回転数が上がるのだとか。児童
は半信半疑になりながらも、慣れない動
きに最初は悪戦苦闘です。
　でも、この練習の最後にレーンの半分

を「かかとお尻キック」で進んだあと、
もう半分を全力でダッシュすると、みん
な「おおー！」。今までとは違う自分の
速さにみんなびっくり！　中には勢い
余ってゴール後、壁にぶつかりそうにな
る児童もいたほどです。さらにスタート
のコツも教えてもらい、全力ダッシュを
試した後に教室は終了しました。
　「スタートの切り方がためになった。
運動会でも生かしたい」「やっていくう
ちに速くなったことを感じた。ずっと負
けていた子に、今なら勝てそう」と、子
どもたちも大きな「収穫」を手にしたよ
うです。中野コーチは「たっぷり寝て、
炭水化物や乳製品を中心にした食事を取
り、走るための良い筋肉を育ててくださ
い。最初の『公式』をずっと覚えておい
てくださいね」と話しました。
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　児童向けの本に巻く帯を小学生が自由にデザインす
る、大阪こども「本の帯創作コンクール」（大阪読書推
進委員会、朝日新聞大阪本社主催）が今年も開かれてい
ます。各賞の中にはベルマーク賞もあります。
　課題図書（低、中、高学年の部）と自由図書（全学年）
の2部門で作品を募集しています。締切は9月3日（金）
消印有効。有識者による審査のうえ、11月 13 日（土）
に大阪市中央区のエル・おおさか（府立労働センター）
で表彰式と作品展示会が開かれます。入賞作の一部は製
品化されて書店に並びます。
　大阪府書店商業組合のホームページから、応募要項や
本の帯の作り方、課題図書のリスト、応募票などをダウ
ンロードすることができます。問い合わせは大阪読書推
進会事務局（06-6361-5577）へ。
　今年が第 17回目。ベルマーク賞は 2018 年から 1点
選ばれるようになりました。例年は全国から 1万点を

超す応募があるコンクールですが、昨年は新型コロナ禍
のため応募数も 6000 点余にとどまり、表彰式も中止に
なりました。今年は、
ベルマーク賞の賞状
を直接お渡しできる
よう、それまでにコ
ロナ禍が収まること
を願っています。

◇
　大阪府書店商業
組合に加盟する約
200 の 書 店 で は、
ベルマークを集めて
財団に寄贈する活動
を展開してくれてい
ます。

　朝日新聞社が実施する「子ども読書応援キャンペーン」
の第2弾をご紹介します。コロナ禍に負けず、本に親し
み、読書好きになってほしいとの願いを込めたキャン
ペーンで、おすすめの児童書20冊から希望する本を、
2021年にちなんで2021人にプレゼントします。2月に
ご紹介した第1弾とはラインナップが変わり、大人の世
界でも名高い小説「アルジャーノンに花束を」など、今回
も多彩な内容の20冊が用意されています。
　専用サイト（http://t.asahi.com/dokusho09）から入り
フォームに必要事項をご記入ください。朝日新聞デジタ
ル会員が対象
ですがその場
で無料登録で
き ま す。 締
切は7月31日
（土）。

㊧みんなも高くスキップできるかな？
㊨㊤中野コーチの大ジャンプ！
㊨㊦「筋肉をさわらせて！」中野コーチに群がる子ども
たち

公式は「ストライド×ピッチ＝走る速さ」

第17回「本の帯創作コンクール」作品募集

大阪市立関目東小でミズノ走り方教室

ベルマーク賞も／9月3日締切

本のプレゼント企画・第2弾
朝日新聞社が実施中
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　協賛会社の森永製菓（ベルマーク番号 26）は、11月
下旬までの期間限定で「森永ミルクキャラメル」（12粒、
税込 123 円）の中箱にビンゴゲームを印刷して全国販
売しています。キャラメルを食べながら散歩が楽しめる
工夫を取り入れました。
　中箱には縦横 3× 3のマスがあり、「ランナー」「つき」
「みずたまり」などのイラストが描かれていて、ビンゴ

のカードとして使えます。歩きながら絵柄と同じものを
見つけたら、ペンなどでチェックを入れ、縦横斜めのい
ずれか一列そろうと「勝ち」です。
　広告制作会社のサン・アドが商品化した「おさんぽ
BINGO®」とのコラボ商品。絵柄の組み合わせは全部で
6種類あります。中箱の側面に 1点のベルマークが付い
ています。

　協賛会社のショウワノート（ベルマーク番号 53）が
2020 年に実施した第 47回ベルマークキャンペーンで、
全国 1位に輝いた那覇市立小禄小学校（平敷兼栄校長、
児童 407 人）に記念品が到着しました。同小は昨年も
全国 1位を受賞しており、2連覇達成となります。

　例年、全国 1位を受賞した学校にはショウワノート
の関係者が訪問し、表彰式を実施します。しかし新型コ
ロナウイルスの流行が依然として続いているため、昨年
度同様、学校での表彰式開催は叶いませんでした。写真
はその代わりとして、学校からショウワノートに送られ
てきたものです。
　写真に写った先生方の前には、立派な額に入った表彰
状と、数十冊もの事典や学習まんが、ジャポニカ学習帳
が並べられ、1位受賞の偉大さが伝わってきます。

◇
　現在、ショウワノートは第48回ベルマークキャンペー
ンを実施中です。2021 年 1 月 1 日から 12 月 31 日ま
での 1年間に、同社のベルマークをどれだけ集められ
たかを競います。この期間に財団で検収を終えたマーク
が対象で、エントリーは必要なく、自動的に点数が積み

重ねられます。
　表彰の対象は 3000 点以
上集めた小学校です。全国
1位の小学校と、全国を 8
つに分けた各ブロックの 1
位から 3 位の小学校に賞
状と記念品が贈呈されま
す。4 位以下でも、3000
点以上集めていれば感謝状と学習帳をもらうことが出来
ます。小学校以外の部では、全国 1位の参加団体に賞
状と記念品が贈られます。表彰校は、財団ホームページ
とベルマーク新聞で発表します。
　ショウワノートのホームページからは、マークを貼る
台紙をダウンロード出来ます。A4版１枚で 100 枚貼れ
るレインボーカラーの可愛い台紙です。
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　九州を中心に約 300 店舗のディスカ
ウントストアをチェーン展開しているダ
イレックス（本社・佐賀市）と、協賛会
社のキリンビバレッジは、昨秋に共同で
実施したキャンペーンで集まったベル
マーク 11 万 1445 点を 6 月 24 日、佐
賀市立高木瀬小学校（松島正和校長）に
贈呈しました。
　贈呈式は午前 8時 20 分から高木瀬小
の体育館であり、児童を代表して 6年
生約 120 人が集まりました。他の学年
には校内放送による全校朝礼で式がある
ことが告げられました。
　松島校長は開会の辞で「みんながとて
も頑張っていることを、見ていて下さる
方がいるんだなあと、うれしい気持ちで
す」と話しました。続いてキリンビバレッ
ジの福島恒晴・九州地区本部長が「この

ベルマークを、みなさんの願いがかなう
ような、すてきなものに変えてください。
これからも積極的にベルマークを集めて
ほしいと思います」と述べました。
　その後、ベルマークの目録がダイレッ
クスの多田高志社長から松島校長に渡さ
れ、児童代表が「ありがとうございまし
た」とお礼を述べました。多田社長は「学
校生活が少しでも有意義になるような形
でお手伝いができたのなら、こんなうれ
しいことはありません」とあいさつし、
贈呈式を締めくくりました。
　このキャンペーンは「家族の “ おうち
時間 ” 応援」をうたい昨秋に実施、約
7400 通の応募がありました。式はオン
ラインで東京と繋がり、ベルマーク財団
の小野高道常務理事がダイレックスへの
感謝状をリモートで読み上げました。

　協賛会社のキリンビバレッジ（ベル
マーク番号 54）は、中部圏と北海道で、
キリンレモンや生茶、小岩井純水シリー
ズなど同社のベルマーク商品 6本の専用
バッグによるまとめ売りをしています。
　バッグには「7点」ベルマークが特別
に付いており、商品の分とあわせて一挙
に 13点分のベルマークを得ることが出

来ます。
　同社で富山・石川・福井・岐阜・静
岡・愛知・三重の 7県を担当する中部
圏本部と、北海道での販売を担当する北
海道キリンビバレッジが実施していま
す。専用バッグに付いているベルマーク
は約 4.5㌢角の大判で、それぞれの地域
の特産品などが描かれた楽しいデザイン

です。バッグはバイオマス素材で作られ
ていて、「ベルマーク 7点もらえる」と
のコピーが応援メッセージと共に大書き
されています。
　どちらの地域も、専用バッグがなくな
り次第、販売終了となりますのでご注意
ください。
　※一部取り扱いの無い店舗もあります。

森永ミルクキャラメル、中箱にビンゴゲーム

２年連続全国1位の那覇市立小禄小に記念品

中部圏と北海道で7点の「専用バッグ」

ダイレックス＆キリンビバレッジが11万点寄贈

おさんぽBINGO®とコラボ

ショウワノートベルマークキャンペーン

キリンビバレッジが限定販売

昨秋のキャンペーンの成果を佐賀市立高木瀬小に

㊤贈呈式には6年生が出席した　㊦㊧お礼を述べる 6年生代表　㊦㊨あいさつするダイレックスの多田社長
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〈マーク寄贈者〉　5月 21 日～ 6月 20 日
　▼北海道　今野千佳　美唄消費者協会　石屋
製菓㈱　匿名希望▼岩手県　内海誠　日本一フ
ード㈱▼宮城県　太田ヨシ子▼山形県　相原徳
子　内山幸江▼福島県　( 医 ) 爽陽会鳴瀬病院
　加藤十美子　澤田瑞穂　丹野ルリ子　福島県
北砕石販売協同組合▼茨城県　( 福 ) 芳香会　
SMK ㈱ひたち事業所　黒川建設㈱　関麻美　
石塚英和　川邊麻奈　平野▼栃木県　石川和良
　匿名希望▼群馬県　浅見曜子　㈱ボディーシ
ョップ K　大根美鈴▼埼玉県　岩﨑佳代子　㈱
GoodWorks　㈱サンキホーム　川又めぐみ　
斉藤昭雄　竹内寿治　田原純子　野沢剛　小久
保啓子　山下千佳　石田広美　薮陽一　匿名希
望▼千葉県　鈴木浩美　鈴木芳枝　損害保険ジ
ャパン㈱千葉西支店成田支社　千葉市在住 40
代　平子恵美　山下伸子　藍場英光　関田元子
　土屋輪業　中里清英　匿名希望▼東京都　
( 医 ) 形星会銀座マイアミ美容外科　( 公社 ) 日
本訪問販売協会　安藤まき　イオン銀行従業員
組合　太田凱斗　大塚正志　㈱栃木屋　㈱舗材
サービス　木村淑子　蔵本幸子　小林純子　新
ケミカル商事㈱東京本社　鈴木美代子　高杯直
樹　タナカダテヒデノリ　多摩朝日会　中田将
　中村英恵　日本基督教団小金井緑町教会　パ
ナソニックシステムソリューションズジャパン
㈱本社総務部　藤枝豊　古家みさ緒　平和記念
展示資料館　堀内　松本幸子　水上久恵　若松
由香　(宗 ) 一貫道天慈壇　J＆ J 愛をささやく
　SOMPOホールディングス㈱　青木美穂　植
田　岸部智織　栗原美奈子　杉田龍星　鈴木達

子　鈴木弘美　谷口直美　中央区立有馬幼稚園
　鶴山英己　中村陽子　春原純恵　船山智代　
吉田友信　谷川雄介　東京ドロウィング㈱　津
村郁仁・李明欣　匿名希望▼神奈川県　井上由
香　岡初子　加藤美和　キヤノン㈱川崎事業所
　小池幸子　小島敦子　近藤梓　相模原市緑区
役所 ( 市民寄贈分 )　山崎紀子　吉原　ASA 二
俣川　相澤英明　石黒琢一郎　今倉世志江　柿
沼恵子　木本綾子　草間靖子・新村篤子　工藤
正康　城田千秋　髙野敬子　田代美幸　藤根嘉
惠子　柳下和子▼新潟県　武田謙　パナソニッ
クライフソリューションズ労組新潟支部　地域
密着型複合施設わしま　東区プラザ太極拳メン
バー・リフレクソロジー SAIO メンバー佐藤敦
子・古泉三枝子　嘉井キヨ▼富山県　朝倉妙子
▼石川県　アイスター商事代理店山本か乃子　
架間ゆき子　トラットリアオルソ　藤井親▼長
野県　北原梓　長野西高保健委員会　三井見幸
　山本史▼岐阜県　大宮真弓　北川幸子　佐藤
友香　矢澤祐実花　井貝美奈　安江亜津子▼静
岡県　大塚京子　芹沢亜希乃　畠中将也　山口
久則　上田浩昌　笠井幸子　小針喜代美　三輪
和世▼愛知県　朝日カルチャーセンター名古屋
　加藤花菜　㈱ YMD　河田雄志　主婦　髙津
崚輔　伏見靖子　村山幸代　山下美代子　愛鋼
㈱　㈱豊国精工　志水麻友美　白木真理子　は
あと薬局　匿名希望▼三重県　大久保真理　く
ま　辻かよ　津留見恵子　中岡真美　東山正紀
　中外製薬㈱岐阜・三重支店津オフィス　溝井
勇人　アイスター商事代理店川口節子　匿名希
望▼滋賀県　勝又則光　匿名希望▼京都府　糸

井直美　岡村靖子　小宮悦子　山口久美子　吉
田沙絵▼大阪府　伊藤光子　大畠智子　㈱エス
カーサ　菅原真理子　辰己芽莉愛　塚原由美子
　岡島和子　野口良徳　平野益代　三井住友銀
行難波支店・難波中央支店　匿名希望▼兵庫県
　福松建設㈱　森本晴美　川越理恵　酒井武子
　髙丸工業㈱　中尾牧子　西川計測㈱関西支社
　藤井多津子　ベルマークあつめ隊　ワイズメ
ンズクラブ国際協会西日本区六甲部▼和歌山県
　栗本京子▼鳥取県　松下彩香　匿名希望▼岡
山県　大塚泰弘　梶田和子　鳥越多美子　奥野
聖哉　奥山美恵子　西日本三菱自動車販売㈱中
四国営業本部　匿名希望▼広島県　神田裕子　
吉川宏美▼山口県　福島ゆかり　匿名希望▼徳
島県　藤本幸子　西崎千尋▼香川県　二川道子
▼愛媛県　金子昌紀▼福岡県　鵜池由美子　栄
光者看板店　協栄興産㈱小倉支店　進藤忍　武
田綾奈　寺嶋愛子　前田　宮本涼子　原良一▼
長崎県　久保山繁樹▼熊本県　須郷儀一　橋口
響▼大分県　井上義雄▼宮崎県　小野香奈枝▼
鹿児島県　中沢真子▼沖縄県　上原直美　辛嶋
なおみ　渡久地教子▼　美少女戦士セーラーム
ーン　原島裕美▼無記名＝ 62件

〈友愛援助申し込み〉　6月 1日～ 6月 30 日
　◆埼玉県　八石小（新座市）◆千葉県　第七
中（市川市）　野田特別支援学校（野田市）◆
愛知県　戸田桜台こども園（名古屋市中川区）
◆大分県　大分西中（大分市）

6 月
行徳小	 千葉県市川市	 9,058,702
浜田小	 水戸市	 8,049,515
清水入江小	 静岡市清水区	 8,109,391
勝沼授産園	 山梨県甲州市	 6,063,952
与進小	 浜松市東区	 6,022,538
洲本第三小	 兵庫県洲本市	 5,004,673
小郡小	 山口市	 5,011,036
一箕小	 福島県会津若松市	4,003,224
安城特別支援学校
	 愛知県安城市	 4,129,434
画図小	 熊本市東区	 4,019,012
与野西北小	 さいたま市中央区	3,000,715
広沢小	 浜松市中区	 3,019,552
藤城小	 京都市伏見区	 3,003,208
はりまや橋小　高知市	 3,004,411
ともべ幼稚園　茨城県笠間市	 2,015,819
パドマ幼稚園　大阪市天王寺区	2,020,730
春日野小	 神戸市中央区	 2,057,758
清末小	 山口県下関市	 2,007,546
富田東小	 福島県郡山市	 1,001,300
栄小	 埼玉県吉川市	 1,005,500
大久保小	 さいたま市桜区	 1,017,322
たきのい幼稚園　千葉県船橋市	1,019,959
東深井小	 千葉県流山市	 1,010,250
南成瀬小	 東京都町田市	 1,022,056
田原小	 大阪府四條畷市	 1,006,360
豊玉小	 長崎県対馬市	 1,015,279

　ベルマーク財団が移転した両国は、JR 線路北側にあ
る国技館や江戸東京博物館が有名ですが、財団事務所が
位置する南側にも様々な名所・旧跡があります。周辺を
ちょっと散策してみました。
　事務所のある
ビルわきの路地
には「横綱横丁」
という看板がか
かっています。
細い通りの両側
には個性的な飲
食店が並び、ラ
ンチタイムはか
なりの人出です。中には「横綱あんぱん」という商品を
売っているパン屋さんも。ちなみに「横綱横丁。。ネオ
ン街」という演歌もあるようで、YouTube で聴くこと
が出来ます。

　横丁を抜けると広い通り
にぶつかります。国道 14号
京葉道路です。その角に「芥
川龍之介成育の地」という
看板がありました。今の中
央区で生まれた芥川は、1歳

に満たない頃に母の実家のあったこの地へ移り住み、現
在の墨田区立両国小学校、都立両国高校に通いました。
さすがは文豪、小学生の頃から数多くの文章を執筆して
いたそうです。

　京葉道路を少し西に
行くと、左手にモダン
なデザインの山門が見
えてきます。回向院で
す。江戸時代、俗に「振
袖火事」とも呼ばれる
明暦の大火の犠牲者を
弔うために建てられました。境内には義賊ねずみ小僧の
墓もあり、「お前立ち」の石を削って持ち帰ると金運・
勝負運がアップするとされ、今も参拝客が訪れています。
暮石の手前、上側が不ぞろいに欠けているのがその「お
前立ち」です。
　境内では江戸後期から相撲の興行が盛んになり、明治
時代には初代国技館が建設されました。いまでは回向院

の隣、複合施設「両国シティコ
ア」となっているところです。
縞模様の中庭の床には、当時の
土俵の位置が金属の円と模様の
変化で記されています。

　回向院の裏手の道を少し東に行くと、吉良上野介邸跡
があります。「忠臣蔵」で有名な赤穂浪士の討ち入りが
あったところです。吉良邸は広大な面積がありましたが、
その一部が本所松坂町公園として整備され、なまこ塀や
黒塗りの屋敷門が再現されています。

　歌舞伎や映画・演劇などで繰り返し語られてきた忠臣
蔵ですが、歴史上のリアルな “ 事件 ” でもあり、その現
場がここ、という訳です。ちなみに事件の発生は元禄
15年 12月 14日でした。
　吉良邸跡の近くには、前に触れた芥川龍之介の母校・
両国小学校があります。校舎の角に建てられた文学碑に
は、代表作のひとつ「杜子春」の一節が刻まれていまし

た。仙人になることを望み
ながら、地獄の鬼が父母を
責める様に耐えられなかっ
た杜子春が、最後に「何に
なっても、人間らしい、正
直な暮らしをするつもりで
す」と語る場面です。
　小学校の道向かいにある墨田区立両国公園に入ると、
「勝海舟生誕之地」の碑が目につきました。江戸城を無
血開城した勝海舟は、旗本・勝小吉の長男としてこの地
で生まれたそうです。長崎海軍伝習所で学び、咸臨丸で
渡米するなど幕末に活躍した勝の業績がパネル展示さ
れ、記念撮影用？の日本刀付きブロンズ椅子のモニュメ
ントが置かれていました。

　公園から京葉道路に戻ると、マンションの 1階に「お
江戸両国亭」があります。毎月 1～ 15日に五代目円楽
一門会が「両国寄席」を
開催しています。折から
のコロナ禍で一時は休業
したようですが、今は観
客数を絞って再開してい
ます。

◇
　財団事務所から小一時間歩くだけで、これらのスポッ
トをすべて回ることができます。ほかにも様々な旧跡が
あり、両国という土地の歴史と多様性を感じました。機
会があれば別の場所もご紹介したいと思います。

ベルマーク寄贈者・友愛援助リスト（敬称略） 大台達成校

歴史の街、両国を歩いてみました
ベルマーク財団事務所周辺ガイド


