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紀尾井町余話―（4）
〈歴史的事件の真相〉
今回は紀尾井町周辺で起った歴史的な
事件を取り上げたい。岩倉具視が襲撃さ
れた「喰違いの変」、大久保利通が暗殺さ
れた「紀尾井坂の変」である。これには明
治4年岩倉使節団と明治6年「征韓論」論
争が深く関わっている。
岩倉、大久保、木戸孝允に加え津田梅

岩倉公遭難喰違い見附
（正面紀尾井ホール）

大久保公哀悼碑
(清水谷公園内）

大久保公暗殺現場
（左がニューオータニ、右が清水谷公園。襲撃されたのは横断歩道付近）

子などの留学生を含む総勢約100名の使

不平士族は岩倉、大久保に激しい恨みを

征韓論で西郷を裏切り西南戦争で西郷を

節団は明治4年（1871年）12月23日出発、

抱くのである。

死に追いやったとみなされた大久保は、明

米欧12カ国を訪問する。予定を一年近く

「喰違いの変」

治11年（1878年）5月14日午前8時すぎ、

遅れ明治6年（1873年）9月13日に帰国し

明治7年（1874年）1月14日午後8時ご

自邸（旧首相官邸付近）から赤坂仮御所

た。しかし海外の見聞、指導者との交流等

ろ土佐の士族9人が赤坂仮御所から自邸

に向う途上、現「清水谷公園前の通り」で

を通じ衝撃を得て帰国した岩倉、木戸、大

（馬場先門北側）への帰還途上の岩倉具

加賀の士族6人から暗殺される（紀尾井

久保等の前には維新後最大の内乱につな

視の馬車を「喰違い見附」の坂で襲った。

坂ではない）。当時ここは桑と茶が植わっ

がる「征韓論」論争が待ち受けていたので

岩倉は顔と腰に疵を負ったが馬車から外

ている寂しいところであった。襲撃のおり

ある。

堀（現上智大グラウンド）側に落ちたため

大久保は維新前に受けた西郷からの手紙

征韓論とは、開国した日本が朝鮮に国

かろうじて逃れることができた。岩倉は下

をポケットに忍ばせており、それが血に染

交樹立を求めるも依然鎖国のまま日本を

級貴族ながら弁舌豊かで知略があり、幕

まっていたという。薩摩時代からの盟友

無視し続ける朝鮮に対し、武力を持って

末の混乱を西郷、大久保、木戸等と乗り

であり兄弟以上の関係にあった維新の立

しても開国させるべしとして起った論争で

切り、明治の基本を形作った男である。宮

役者西郷と大久保が結局自らの死をもっ

ある。背景には廃藩置県や廃刀令で不満

中で新時代を見ていた数少ない人物でも

て幕末からの混乱に終止符を打つことに

を増幅していた不平士族の存在があった。

あった。

なったのは皮肉である。二人の気持ちはい

西郷隆盛は自分が使節として交渉し打開

「紀尾井坂の変」

かばかりであったか。

をはかるとしたがこれは内治優先とする

「征韓論」で否定され鹿児島に戻った西

この2つの事件の歴史的意味をかみし

岩倉、大久保等と大きく対立する。結局こ

郷が不平士族に担がれた形で起ったのが

める必要があるだろう。かわら版最終回で

れは取りやめとなり西郷は辞任し鹿児島

明治10年（1877年）の「西南の役」であ

は明治から今日までの紀尾井ホールとそ

に引き上げる。これにより西郷を畏敬する

る。ここで西郷軍は敗北し西郷は自決する。

の周辺の変遷をたどる。

紀尾井流 私の十七文字
〈俳句〉

〈川柳〉

入選作品には20周年記念品を差し上げます。

（日比谷 陽蔵）

●応募方法：はがき、FAX、eメール
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6番5号
紀尾井ホール「紀尾井流 私の十七文字」係まで。
FAX.03-5276-4527
メールアドレス：haiku17@kioi-hall.or.jp

新そばと墨書小さき店選ぶ

船橋市

紫苑

縁側に父のしわぶき柿すだれ

藤沢市

相模秋茜

恐竜展出でて真向かふ秋の風

船橋市

としを

書き込みの文字懐かしき曝書かな

小金井市

春鳴

ゼンマイを巻けば昭和が語り出す

●内容：自由題ですが、川柳では自虐的な内容などはご
遠慮ください。未発表作品に限ります。※お一人様3句
まででお願いいたします。

市川市

江戸川散歩

●入選作は、掲載をもって発表に代えさせていただきます。

毎日が幸と不幸の繰り返し

御所市

中村宗一

送られた野菜の箱に親の顔

台東区

てるぼう

木鐸も鳴らし過ぎると喧しい

岩国市

山縣敏夫

〈次号応募締切り〉11月13日金

●記載事項：住所、氏名（俳号・柳号・ペンネームの併記可
＝無記入の方は本名にて掲載いたします）、年齢、電話
番号をご記入ください。

●個人情報の取り扱いについて：ご応募いただいた個人
情報は、作品の選考や連絡および賞品発送のために使
用します。入 選作発表の際は、作者名、住 所（区市町
村）を公表させていただきますので、何とぞご了承くだ
さい。なお、応募作品は返却いたしません。
●問い合わせ先：紀尾井友の会事務局
10：00～17：00（土・日・祝休）
電話03-5276-4540 FAX.03-5276-4527
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紀尾井ホール 誌上 バックステージツアー

その❹

舞台裏〈中ホール編〉

今回のバックステージツアーでは、公演当日の舞台裏をほんの少しですが、覗いてみましょう。9月25日に行われた「紀尾井 明日への扉」公演で、
演奏者の阪田知樹さん（ピアノ）にご協力をいただきました。

前回の答え

この日の演奏をとても心待ちに
していたという阪田知樹さん。

15:00

ホール到着後しばら
く楽屋にて準備。落
ち 着 い た ところ で
リハーサル開始。

楽屋にある鏡台のライトでした

6つある中ホールの楽屋の内、20名程度入る2
階の楽屋で撮影しました。普段は部屋の明かり
を消して鏡台のライトのみ点灯することはありま
せんが、なかなか幻想的でおもしろい画が撮れ
たと思います
（撮影者）

関係者が客席で響きを確
認 。阪 田さんからピ アノ
の位置と響きについて質
問があり、ステージマネー
ジャーの安齊が答えます。

調律中は、楽屋で休憩。お母さ
まとくつろいだ雰囲気で談笑。

舞台袖では、
イスの軋む音を抑え
るべく安齊が奮闘中！ねじにスプ
レーをかけては締め、の繰り返し
（ねじを締め込むことを”増し締
め”
といいます）
。
リハーサルはまだまだ続きます。

舞台に向かって若干右へピ
アノを移動してみます。
「先
ほどの方が 低い音域が 力
強く前面に出ていた気が？」
という意見もありましたが、
阪田さん自身としては、
「こ
ちらの方は、高い音がキラ
キラとしてきれい。その音を
活かしたい」
とのことで、移
動後の位置に。この後たび
たび 調 律 師の足 立さんに
調整してもらい、より理想
的な音に近づけます。

19:00

やがて時間は19:00に。さす
がにいつも落ち着いている阪
田さんの顔にも緊張の色が。
さあ、阪田さんのタイミングで
舞台へ。
「いってらっしゃい！」

QUIZ コレ何？

年月が感じられる
「火の用心」
の紙。
お客さまがいつも見ているけど、決
して見ることができない所に貼って
あるのですが、
さてどこでしょう？

さっきまでの緊張がまるでうそ
のように堂々とした演奏を披
露してくださいました。

紀尾井ホールを支えてくださる企業と
ホールを支えて20年 ─ ❹│スタッフのご紹介です。
〈舞台・音響・照明の担当〉

明治座舞台株式会社
現 在、紀 尾 井 で 開 催される中
ホールおよび小ホール全公演の舞
台・音響・照明操作を担当してい
るのは次の６名です。
舞台／押元浩・不破孝浩、音響
／槍田秀夫・高橋純平、照明/山岸
正文・助川弘憲
全 員が 国家資格である舞台機
構調整技 能 資格をはじめ照明技
術者資格などを持ち、プロとして、
「演奏者が、自分の技量の次に頼
りにするのが我々だ」という気概
を持って舞台運営に取り組んでい

槍田さん、山岸さん、押元さんにうかがいました。
ます。自衛消防技術や救命技能と
いった資格も持ち、緊急の際には
私たちもお客さまの避難誘導の一
翼を担います。
普段 私たち音 響と照明担 当者
は、
「 金魚鉢」
（客席後方のガラスで
仕切られた「音響・照明調整室」
の通称）に、舞台担当者は下手舞
台脇（袖）にいます。一連の業務の
中で、舞台転換作業は舞台担当者
だけでなく、照明・音響担当者も
駆け付けての作業になります。小
ホールのように緞帳を降ろして幕

公益財団法人 新日鉄住金文化財団

内で行う邦楽では、私たちの勇姿
(?)は、お客さまの目に触れること
はありませんが、洋楽の場合には、
お客さまから見える状態での転換
作 業となります。幕内なら、どん
な格好でやろうとかまわないわけ
ですが、洋楽の舞台転換のように
お目に触れる場面だとそうはいか
ず、スーツ姿に身を固め作業する
ことが求められます。こうしたとこ
ろにも、洋邦の伝統の違いのよう
なものを感じさせられますね。

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町6番5号 TEL. 03-5276-4500㈹

（左から）
押元さん、槍田さん、山岸さん

（左から）
不破さん、助川さん、高橋さん

FAX. 03-5276-4527

http：//www.kioi-hall.or.jp
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