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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


