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　千里山住宅地は、公害や貧困に対する対策、住宅難解消や経済発展などを目的として、
大正９年(1920)から昭和３年(1928)にかけて千里山駅の西側一帯に大阪住宅経営株式
会社が開発した“田園都市”です。イギリスの田園都市・レッチワースをモデルに、ロ
ータリーを中心とした直線の街路が半環状に伸び、その延長線上の北部と南部に小さな
ロータリーを配置する設計となっています。土地会社や鉄道会社による大規模な住宅開
発では、宅地だけではなく遊園地や大学などを含めた総合的な開発を行うことがありま
したが、千里山住宅地もその一つです。
　この特別展では、明治31年（1898）にエベネザー・ハワードが自費で3,000部出版
した『明日——真の改革にいたる平和な道（To-morrow: A Peaceful Path to Real 
Reform）』の原著・初版本や「大阪パノラマ地図」（大正13年（1924）１月５日発行）、
大阪住宅経営株式会社が発行した「千里山住宅地平面図」（大正12年（1923）末〜大正13
年（1924）頃発行）などを展示します。これらの資料から、エベネザー・ハワードの田
園都市論や大阪の工業化、国内外の田園都市、さらに内務省地方局の官僚が考えた田園
都市構想にのって開発された千里山住宅地の姿などを紹介することで、当時の社会を考
える機会にしたいと思います。　　� 　（当館学芸員：五月女賢司）

「都市と農村の結婚」を図式化した「三つの磁石」
『明日――真の改革にいたる平和な道』明治31年（1898）
(個人　蔵）

「千里山住宅地平面図」
大正12年（1923）末-大正13年（1924）頃  （堀田暁生氏 蔵）
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　 第 一 回 ロ ン ド ン 万 国 博 覧 会（The�Great�
Exhibition�of� the�Works�of� Industry�of�All�
Nations）は、1851年にハイド・パークで開催
された世界初の万国博覧会です。この博覧会は
ヴィクトリア朝の繁栄を象徴するものとして現
在もロンドン市民の間では語り草になっていま
す。ロンドンの書店に行けば必ずと言っていい
ほど関連書籍が店頭販売されていますし、古書
店に行けば1851年に万国博覧会の来訪者のため
に刊行された地図や会場の建物であるクリスタ
ル・パレス（水晶宮）の銅版画など、第一回ロン
ドン万国博覧会にまつわる実物資料が売られて
います。ロンドン博物館のショップでは地図のレ
プリカなども手に入ります。古書店の店員も第
一回については詳しい人が多くいます。

　なお、日本の視点からは、1862年に開催され
た第二回ロンドン万国博覧会の資料も見てみた
いところですが、博物館や古書店ではあまり目
にしたことがありません。実は、第二回には日
本からの正式な出展こそなかったものの、初代
の駐日英国公使であったラザフォード・オール
コックの収集した漆器や刀剣などの工芸品が、
日本に関係したものとしては初めて万国博覧会
という舞台で展示されました。また福澤諭吉や
福地源一郎を含む文久遣欧使節は、ロンドンに
到着した翌日の5月1日に開催された開会式に賓
客として出席しています。
　さて、話を元に戻します。このように英国で
現在でも認知度の高い第一回ロンドン万国博覧
会ですが、実は、エベネザー・ハワード（1850-

1928）が提唱した田園都市論との関係について
知る人は多くありません。
　1760年代以降、英国は産業技術上の発展、ま
たそれに伴う社会・経済上の大変革である産業
革命を経験しました。その結果、人口増加と都
市への人口集中が激化し、人々は自然から隔離
された中、劣悪な労働条件、失業、スラム化し
た生活環境、種々の公害などの社会・環境問題
に直面します。国民は、ブルジョアジー（資本家）
とプロレタリアート（労働者階級）に大きく二分
され、それらの間の貧富の差は増すばかりでし
た。そうした背景のもと、資本主義社会固有の
様々な改革要求運動が生まれていくことになり
ます。
　大英帝国が絶頂期であり、第一回ロンドン万
国博覧会が開催される前年の1850年にロンド
ンの金融街にほど近いFore�Streetで生まれたハ
ワードは、大都市ロンドンが抱えるこのような
問題に自然と目を向けることになります。21歳
の時には友人と共に米国ネブラスカに渡り農業
に従事しますが、これはあまり向いていなかっ
たようで、シカゴに移ります。そのシカゴで、
詩人ウォルト・ホイットマンやラルフ・ワルド・
エマーソンと知り合い、人々の生活の質の向上
のあり方について深く考えを巡らせるように
なっていきます。
　英国に帰国後、そのような社会的背景や個
人的経験の他、エドワード・ベラミーの西暦
2000年を舞台にしたユートピア小説『顧みれ
ば』（1888年）やヘンリー・ジョージの『進歩と貧
困』（1871年）などから影響を受けて考え出され
たのが、「三つの磁石」というダイアグラム（概
念図）で示された「都市と農村の結婚」という考
え方です（表紙参照）。これは、都市の社会的・
経済的利点と、農村の優れた生活環境を結合し
た第三の生活を、「田園都市」という新しく建設
する町の中で生み出すことによって解決を目指
すというもので、1898年にはハワードが自費で
3,000部出版した『明日−−真の改革にいたる平和
な道（To-morrow: A Peaceful Path to Real 

第一回ロンドン万国博覧会のクリスタル・パレス（1851年）　

ハワード田園都市論と第一回ロンドン万国博覧会の意外な関係
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Reform）』で世に問いました。この本は、日本
を含む世界中の郊外住宅地建設に極めて大きな
影響を与えました。今回はその原著・初版本を
展示します。

　実はこのハワード、1851年の第一回ロンドン
万国博覧会のために建設されたクリスタル・パ
レスにインスピレーションを受け、アーケード
で覆うことを想定した「クリスタル・パレス」と
いう名のショッピング・センターを田園都市のダ
イアグラムに描き込みました。ロンドン万国博
覧会の開催年である1851年の前年に生まれ、ク
リスタル・パレスが1854年にロンドン南郊シデ
ナムの丘にコンサート・ホール、植物園、博物館、
催事場などとして使用するために移築された後
に、自分の眼でその存在感や機能性を確認した
であろうハワードの、同時代に生きた者ならで
はの影響関係といっていいでしょう。
　アーケードで覆われたショッピング・センター
の建設は、世界で初めてハワードの田園都市論を
具現化させたレッチワース田園都市で実現してい
ます。これが、後に世界中のショッピング・モー
ルとして発展していくことになります。なお、第
一回ロンドン万国博覧会のクリスタル・パレス
は、庭園技師であり、多くの温室を設計したジョ
セフ・パクストンによるものでしたが、ハワード
によるクリスタル・パレスの構想は「ウィンター・
ガーデン」と呼ばれる温室からも着想を得ていま
した。
　ところで、アーケード付きのマーケット（商店
街）については、この時代すでに英国を含む欧州
の街に出現していました。つまり、ハワードは
それも参考にしつつ、ロンドンのクリスタル・

パレスとウィンター・ガーデンにインスピレー
ションを受けて、「クリスタル・パレス」という
名のショッピング・センターを構想し、それが後
年ショッピング・モールとして発展していったと
いうことになります。
　このように、産業革命によって生じた都市問
題への反省を踏まえて、ハワードの田園都市ダ
イアグラムの中にも登場するユートピア志向・
自然志向のショッピング・センターは作られまし
た。しかし、産業革命のもとに栄華を誇った19
世紀大英帝国が、圧倒的な工業力を世界に見せ
つける場であった第一回ロンドン万国博覧会の
クリスタル・パレスを参考にしつつ、このショッ
ピング・センターが構想されたというのは、な
んとも皮肉な事実です。

　　　　　　　

� 　（当館学芸員：五月女賢司）

レッチワースの昔のまま残るアーケードで覆われた
ショッピング・センター

ハワードの『明日――真の改革にいたる平和な道』
（1898年）原著・初版本

「田園都市の形態」（部分）
『明日――真の改革にいたる平和な道』（1898年）
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澤井 正寛さん館長インタビュー⑧ 聞き手：中牧弘允

　2016年1月15日、当館の設計をされた澤井正寛氏に
お話をうかがいました。

中牧館長：ここの建物の正面の特徴なんですが、階段が
あって2階まで続いていて、さらに展示室は３階にあって
という…このアイデアはどこから。
澤井氏：４千㎡超える５千㎡弱の建物を建てるとき、面積
をどういうふうに配置したらいいかという問題がありまし
て。とにかく、山裾でございますから下にいくほど小さく、
上にいくほど大きくしないといけないんですね。そうする
と、展示室は一番大きな空間が必要だと。研究室なん
かもそこそこいると。結局、機械室関係を下に押し込め
なしょうがないかと。それで、この地形をある程度生かし
て、面積を配置する方法を考えまして。一番下の狭いと
ころに、やっぱり機械室をいれると。少し広がった研究室
や講座室は２階に上げようと。で、一番広さが必要で、
ちょっと外に出れば景色のいい空間というのは展示室
で、３階にのせようと。それで、やっと腹を決めたのが、２，
３ヵ月経ってからでしたね。
中牧館長：それで、階段をつけた。
澤井氏：結局、まあ、１階の機械室や倉庫には、トラックが
まいりますから、そういう導線と、観客の導線とを分離し
ないといけない。できるだけ、交錯させないで、のんびり
と。それで、その階段を昇る楽しみをもってもらわなきゃ
いかんということでですね。そのために、デザインを一生
懸命考えました。展示物の歴史的な意味もありますか
ら、一種のクラシックな感じの、それでいて風格のある建
物を作りたいなと、こんなデザインを考えたんでございま
す。なので、階段もゆっくりと昇ってもらえるように。
中牧館長：階段の幅も広いですね。
澤井氏：「こんなもったいない」といわれまして（笑）。昇っ
ている間に、博物館においでになった方たちが、展示物
を見るための、一種の序曲を奏でているような感じです
ね。
中牧館長：プレリュードですか、いいですね。
澤井氏：１階のエレベーターに乗ってシュッと３階まで行く
ような、味もそっけもない人もいますけど（笑）。そういう
道も作っておこうと。楽しんでもらうためにはですね、やっ
ぱり、これくらいの階段なら昇ってもいいんじゃないかと
思いまして、このような形にさせて頂いたんです。
中牧館長：３階までもっていかないで、２階で止めるという

のは、どういうことですか。
澤井氏：それは、建物に入ったときの天井の高さのことが
ありましてですね、入った最初のロビー言うのは、やっぱ
り思いっきり天井が高くて、「あーいい気持だな」というよ
うな空間じゃないといけないと思いまして。で、そこから、
じゃあぼちぼち見学に行こうかという階段を作りました。
中牧館長：吹き抜けが高いですよね。
澤井氏：あれだけ高かったら気持ちいいでしょ。ああいう
ふうにするとね、要するに、階段上がってきた序曲と、ロ
ビーとで、いよいよ見せてもらおうかなという気持ちにな
るんじゃないかと考えました。
中牧館長：それでもう一階上がらないといけないのです
か、最後に。
澤井氏：最後（笑）。あくせく仕事するオフィスじゃないで
すからね。時間的余裕をもって、楽しみでおいでになる。
場合によってはお子さんもお連れになっておいでになる
空間ですので、そういう、段 と々気持ちが高揚して来るよ
うな空間をつくりたいと思いましてね。オフィスビルは味も
そっけもない建物ですからね。それと博物館とは建てる
意味が違います。そういう意味を込めたつもりで、少しで
も感じて頂けたらうれしいんですが。
中牧館長：私は、はじめてここの正面玄関を見た時は、
ギリシャやローマの神殿、あれに似てるなぁと思いました
ね。
澤井氏：それはもう、私が一番喜ぶ話ですね（笑）。ある
意味クラシックなというのは、そういう意味でございまし
てね。
中牧館長：神殿も高いところにありまして、神々が祀られ
ています。聖なる場所には、「遠い」と「高い」という要素
があります。日本のお寺なんかもそうですよね。階段を昇
り切ったところに、神社仏閣があるみたいな。
澤井氏：一種クラシックな、序曲を奏でていて、格調があ
るというのが、私の一番の、何回も訪れて、山に悩まされ
ながら、考えた発想なんでございます。
中牧館長：よくわかりました。吹き抜けに合わせて、塔が
ぴゅっと上に四本伸びてて、それが、吹博の、ひとつのシ
ンボルマークになっておりまして、ロゴみたいに使ってい
ます。
澤井氏：建物が、下からずーっと大きくなっていますよね。
それを引き締めるためにはね、何か一本立つものが必要
かと思いまして、こういうふうにさせていただきました。と
言って、ギリシャの神殿のように、大きな柱を建てる訳に
はいきませんので（笑）コンクリートでですね、壁状のもの
を何本か建てることでその雰囲気を出そうと思いまして
ね。
　ところが、一番悩みましたのが水ですね。建物の敷地
が高く、奥も高いんですね。裏に回っていただくとわかる

澤井正寛（さわい・まさひろ）
1960年、東京大学工学部建築学科卒。
村野・森建築事務所勤務を経て、1974
年、澤井建築事務所に専任。下関市民
会館、大阪府民信用組合本店、吹田市
立博物館などを手がける。
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と思いますが、建物の外に、余計な通路があって、壁が
あって土があるでしょ。一種山の中にうずもれた建物で
すので、一番怖いのが漏水、浸水で、水が必ず入ってくる
と。そうなってくると、建物が傷むのはそれは仕方ないで
すけど、中の大事な展示物が傷むようなことがあったら
絶対にいかんということで、ドライエリアと申し上げるん
ですけど、空堀のようなものが、裏外の周りにあります。
裏の壁は、あれは全部二重になってます。外側にコンク
リートの壁を打って、内側にブロックの壁をつくって、そ
の中に溝をつくりましてね。壁の中に入ってきた水は、全
部樋

とい
で抜くようにしてあります。建物だけでなく、展示物

を守るということで、建物の周辺を、空堀か、ドライエリア
か、二重の壁のファーリングと言うんですが、そういうの
で全部包んであります。裏と両側との三辺は、きちんとし
ています。
中牧館長：表は風と雨だけを気にすればいいですから
ね。
澤井氏：土に埋まってるということは、必ず水が入ってくる
わけなんです。その水をどうするかというのは、大切なも
のを保管される建物としては、絶対に手を抜いちゃいか
んところなんですよね。
中牧館長：あと、ここは、コンクリートの打ちっぱなしの部
分と、タイルを貼った部分とがありますけど、これはどうい
うわけなんですか。
澤井氏：本当は全部打ちっぱなしでしたかったんですが、
それだと、あんまりにも近代的になりすぎると思いまして、
タイルを使おうと。そのタイルも、つるつるのタイルじゃな
しに、表面全部細く線で引っ掻いてありますでしょ。あれ
で、タイルは使うけども、やはりクラシックな雰囲気が出
るようにということと、それだけで建物すべてをやってし
まいますと、多分寝ぼけた建物になると思うんですよ。そ
れを部分的に、しょうがない範囲で打ちっぱなしのコンク
リートのラインで引き締めておくと。
中牧館長：タイルの赤っぽい色づかいは何か意味があっ
たんですか。
澤井氏：少しほんのりと色を付けることによって、建物が
温和な感じになってくると思いまして。
中牧館長：コンクリートの打ちっぱなしというのは、安藤
忠雄さんなんかも有名ですけど、東大の大谷幸夫先生
がそれをずっと手掛けていたと思いますが、澤井さん、ど
のようなご関係がおありだったのですか。
澤井氏：私は、東大の建築科で、大谷先生や丹下健三
先生に建築を習いましてね。丹下さんは、構想力という
ものが素晴らしいんですが、ただ、ちょっと、人にやさしく
ないと感じるんですよ。それで、卒業の時に、本当は丹下
研に残れと言われたんですけど、私はいろんな建築を学
びたいと思いました。大阪には、村野藤吾という建築家
がおります。村野といえば、例えば、京都の都ホテルだと
か、大阪のダイビル（現在のダイビル本館）を建てた、非
常にディテールがやさしくて繊細な感覚をもたれた良い
建築家なもんですから、その建築も、ある意味盗みたい

と思いまして（笑）、村野藤吾の事務所（村野・森建築事
務所）に行きました。丹下さんや、大谷さんの建築と、村
野の建築の両方を身に着けることができましたね。
中牧館長：大谷先生のコンクリートの打ちっぱなしってい
うと、京都の国際会議場の建築など、いろいろ見ている
ものですから、それで、このイメージは、大谷先生かなと
想像していたんです。
澤井氏：学生時代は、丹下研におりまして、大谷さんは丹
下さんの愛弟子で、実際に教えられていたのは大谷さん
でしたので、仰る通り、大谷さんの影響は多分に出ており
ます。
中牧館長：プラス、村野藤吾という関西を代表する建築
家の影響も受けている。
澤井氏：村野の建築もよろしゅうございますでしょ。
中牧館長：村野・森建築事務所ではどのくらい働いてこ
られたんですか。
澤井氏：村野の事務所では13，4年ほど働きましてね。
ちょうどご縁がありましてね、私が最初に設計いたしまし
たのが、京都の一行寺というお寺です。その檀家さんの
中に、東京にオフィスビルを建てていらっしゃる社長さん
がいらっしゃいましてね、そのお寺をえらい気に入ってい
ただきましてね。東京にたくさんビルを建てさせていただ
きました（笑）。
中牧館長：それはオフィスビルが多いんですか。
澤井氏：その方はオフィスビルですね。
中牧館長：でも、最初に建てたのが寺院建築。神殿ですね

（笑）。
澤井氏：それで、その方が、お寺だけじゃなしに、オフィス
ビルも気に入ってくださいまして。「俺は下関の出身なん
だけど、下関に市民会館を一人で寄付するから、それを
設計しないか」と言われまして。下関で市民会館を立て
させていただきました。本当に私は運がいいんですわ。
大学時代の師匠から、勤め先の師匠から、お施主さんか
ら、非常に運が良くて、ましてや、吹田市からこんな貴重
な建物を。
中牧館長：もし、吹博を新しく建てようというとき、心残り
はありますか。「ここはこうしたほうがよかったなー」とか、
何かありましたら。
澤井氏：今も全体を歩かせていただいて、ちょっと照明
関係をもっとうまくできたらと思いまして。格子状のルー
バーにしたのに、照明の量が足らんかったなと。もう少し
明るくしとけばと。
中牧館長：なるほど。設計した当事者に聞かないとわから
ないことがありますね。
澤井氏：それから、一番悩みましたのは、三階の屋外通
路の手すり壁の高さですね。小さいお子さんが来られた
時に、転落すると困りますので。われわれが景色を見ると
きに、一番いい高さよりも少し高いんですね。こどもが登
ろうという気にならない高さにしています。
中牧館長：いろいろ配慮していただいて、ありがたいこと
です。
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　皆さんの家に床の間はありますか？　むかし
の日本住宅の座敷には、床の間があり、季節や
年中行事に合わせて掛軸をかけ、生け花や置物、
陶器などを飾るという習慣がありました。床の
間のはじまりは中世だとされ、現在の形式と異な
り、奥行きが浅く幅広で、板張りのものでした。�
これらは「押

おしいた
板」とよばれ、中国から伝わった掛

軸を鑑賞する場となります。その後、茶室の部
屋様式の影響を受け、奥行きができ、床の間の
形式に変化しました。はじめは有力寺院や大名
家などに設置されていましたが、江戸時代中期
には庶民にも普及し、一般化していきます。吹
田においても、江戸時代の庄屋・大庄屋家に、
床の間がつくられ、調度のひとつとして掛軸が
蒐集されました。また、吹田の人々は京や大坂
で活躍した画家たちの作品を多く集めるととも
に、彼らとの交流を図りました。とりわけ、金
子雪操や田

たのむらちょくにゅう
能村直入といった文人画家がよく知

られていました。
　今回の企画展では、収蔵品を中心に、雪操や
直入ら大坂で活躍した「大坂画壇」の作品を展示
します。ここではその中で、直入の《水仙霊

れい
芝
し

図》
を取り上げます。

田能村直入《水仙霊芝図》
　直入は、文化11年（1814）、豊後直入郡竹田村

（現・大分県竹田市）に、岡藩士三宮氏の三男と
して生まれます。幼少の頃より田能村竹

ちくでん
田の画

塾に入門し、のちに養嗣子として迎え入れられ
ました。天保期には、大坂を訪れ大塩平八郎に
陽明学を学びながら、様々な文人たちと交流し
ます。さらに、竹田とともに吹田に赴き、吹田
村知行所の井

い
内
うち

左
さ

門
もん

とも親交を深めました。ま
た、竹田同様、煎茶をたしなみ、たびたび茶会
を開いています。このように、文人画家の中には、
煎茶をよくする者が多く、自ら煎茶道具を制作
する絵師もいました。

　竹田が没した後は、京都府画学校（現・京都市
立芸術大学）の設立に携わったり、日本南画協会
を設立するなど、近代における文人画の振興に
尽力します。

　では、この《水仙霊芝図》をみていきましょう。
画面中央左に水仙の花が、右側には霊芝という
キノコ（別名：万年茸）が描かれています。細や
かな描写と淡い彩色によって、水仙の瑞

みずみず
々しさ

や、霊芝の艶
つや

やかさが表現されている作です。
現在は博物館所蔵ですが、もとは気

き
比
び

家（旧吹田
村で庄屋を務めた家）の所蔵品でした。款

かん
記
き

に「萬
延庚申秋日」とあることから、万延元年（1860）
に描かれたことがわかります。
　水仙は、その名前が「仙人は天にあるを天仙、
地にあるを地仙、水にあるを水仙」という中国の

予告 平成28年度(2016年度)企画展 「魅せる！青と緑 浪華の文人画家・金子雪操」
会期：平成28年（2016）年６月18日（土）～7月10日（日）

 田能村直入《水仙霊芝図》
縦 40.3 ×横 26.5㎝　絹本著色
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古典の一文に由来するもので
あり、霊芝は不老長寿の仙薬
であったため、それぞれ縁起
物と考えられてきました。ま
た、両方とも、他の果実や野
菜とともに籠や盆に盛られ「盛
物」という煎茶の席飾りのひ
とつとして鑑賞されました。
さらに、たびたび文人画の画
題にもなっていたそうです。
本図もまた、煎茶の席に掛け

られ、吹田の人々の眼を楽しませていたのかも
しれません。直入の作品は、吹田市内の他の旧
家にも伝えられています。
　このように、吹田に伝わる作品を展示するこ
とで、人々が日々の生活の中で、どのようなか
たちで美術品を楽しんでいたのかについて紹介
するとともに、それらを描いた画家たちとの交
流についてもみていきたいと思います。
� （当館学芸員：市村茉梨）
�

　今年度から「さわる展示」をロビーにて常設化
します。ロビーを別の用途で使用する際に、一
時撤去することもありますが、「ふれ愛観音像」
や仏像レプリカをはじめ、さまざまなものを、
可能な限り継続的に展示したいと思っています。
また、手で触れることができる展示物には「さ
わってみよう！」というパネルを置く予定です。
こうした常設化の背景には開館以来の当館の「さ
わる展示」の歴史があります。
　当館の初代館長であり、仏像修理技術者・仏
像彫刻家であった西村公朝氏は、視覚障がい
者にも手でふれてもらうことを目的に平成3年

（1991）「ふれ愛観音像」を制作しました。こうし
た西村氏の姿勢は、平成4年（1992）の開館当初
より当館の「さわる展示」の考え方に少なからず
影響を与えました。当館では開館当初より10年
以上にわたり、仏像レプリカを手でふれてもら
う展覧会「祈りの美―仏像―」を開催しました。
これは、西村氏の発案・指導のもと、仏像の美
しさを歴史的・造形的な観点から観覧者の目と
手で探求してもらうことを目的に、あらゆる角
度から仏像を見て、自由に手でふれて、スケッ
チもできるようにしたものでした。
　そして平成18年（2006）には、二代目館長の小
山修三氏が、「祈りの美―仏像―」を、博物館の ふれ愛観音

款記部分
「萬延庚申秋日臨
清人画并録其詩
直入山撨」

　　　平成28年6月18日から「さわる展示」が常設化

さまざまなモノをさわって楽しむ展覧会に発展
させた「さわる展示」を開始しました。この「さわ
る展示」には、当初より国立民族学博物館の広瀬
浩二郎先生をアドバイザーとしてお迎えし、貴
重なご助言をいただいてきました。
　当館の「さわる展示」はこうした開館前後から
の歴史の中で育まれたものです。これからもこ
のレガシーを踏まえつつ、常に新たな挑戦をす
る姿勢も持ち、当館の「さわる常設展示」を育て
ていきたいと思います。

（当館学芸員　五月女賢司）
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　旧西尾家住宅は平成17年10月1日に「吹田文
化創造交流館」として開館し、以来多くの市民の
皆様にご来館いただいており、平成21年12月8
日に国の重要文化財に指定された時には年間で
１万人を超す方々にご来場いただきました。
　また、自治体運営の重要文化財としては珍し
く、コンサートやイベントなど多種多様な催し
を実施しています。
　なかでも西尾家第11代当主與

よ
右
え

衛
も

門
ん

義成が
藪
やぶのうち

内流の皆伝を授かった縁のある茶道に関する
催しとして、大茶会が年2回（春・秋）、各流派の
お点

て ま え
前に則った定例茶会が年４回催され、また

「こども茶道教室」が年間14回開催されています。
　さらに、西尾家 縁

ゆかり　
の音楽家である貴

き し こ う い ち
志康一の

「メモリアルコンサート」、「観月会」や西尾家所
蔵資料の「特別展」などを開催してきました。
　しかしながら、開館から10年が経過し多方面
で見直し時期に来ていると考えます。
　建物に関しては、これまで大規模な修理が実
施されておらず、外見以上に劣化が進んでおり、
今後は計画的に修復作業を進めて行かなくては
なりません。特に耐震に対する処置は喫

きつ
緊
きん

の課
題です。
　また、事業についても開館当初は重要文化財
の指定に向けて市民の皆様に西尾家の良さを
知っていただくための催しが中心でしたが、今

旧中西家住宅「春の特別公開」
会期　平成２８年４月２日（土）～１０日（日）

　旧中西家住宅では毎年恒例の「春の特別公開」
を今年は４月２日（土）から10日（日）までの９日
間の日程で実施いたします。
　館内の桜が見ごろを迎える時期に合わせて開
催する「春の特別公開」では美しい庭園だけでな
く、普段は公開されていない茶室「喜

き
雨
う

庵
あん

」の内
部や江戸中期の浮世絵師月

つき
岡
おか

雪
せっ

鼎
てい

の「六歌仙図」
や江戸後期の四条派の画家長山孔

こう
寅
いん

の襖
ふすま

絵など
が見られる離れ座敷も観賞できます。
　現在、観覧予約を受け付けていますので、こ
の機会に是非、旧中西家住宅にお越しください。
� （旧中西家住宅館長：松本仲雄）

後は「重要文化財の西尾家にふさわしい」文化事
業の発信をしていきたいと考えています。
　具体的な試みとしては、昨年「西尾家を学ぼう」
第１回講座を実施し、大阪府の文化財担当の方
にお越しいただき重要文化財について解りやす
くご説明いただきました。
　第２回となります今年は、「西尾家に関わる植
物」として、藪内流本家の茶室の写しである「積
翠庵」を配した約1,000㎡の露地庭園の植物につ
いての講座を実施する予定です。
　今後とも、吹田市で唯一の重要文化財建造物
である「旧西尾家住宅」を市民の宝として良好に
保全管理しつつ、皆様に親しんでいただけるよ
うな薫り高い文化事業を展開して参りたいと思
います。� （旧西尾家住宅館長：赤松祐子）

旧西尾家住宅のこれから

旧中西家住宅

「貴志康一メモリアルコンサート」


