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平成二十一年二月二十三日

広瀬川美術館

兼アトリ エとして 広 瀬川の畔︵現前橋市千代田 らず櫻 井監督の撮った映画を美術館に観にき た
町︶敗戦後間も 無く昭和 二十三 年に建設された︒人々は少なかった︒私の講演は︑一月十八日と
子供の絵画教室﹁ラ ボンヌ﹂や 彫刻教室﹁生活 二月 二十一日の計 二回︒話題の本とは富岡七 日

広める運 動 市藩を描いた﹃七 日市藩和 蘭薬 記﹄であ る︒
群馬県前橋市の中央を川が 流れて いる︒ 仙台 造形 実験室﹂を開設し人々に芸術さを
んさん
本は 県 内で 意外と 売れ 行き 良く ︑マ スコ ミは
の川の名と 同じ広 瀬川であ る︒川の畔は市民憩 を展開する︒大き な格子窓 から燦々と降り注ぐ
いの場所で人々が 良く散策して いる︒前橋の生 緑と光りを豊富に取り込み︑戦禍を受けた前橋 読売新聞が 拙著を取上げたのを 皮切 りに︑地元
んだ詩人荻原朔太郎の生家もこ の近くにあ った︒市民に希望と勇 気を与えてき た︒戦後の建築物 上毛新聞が 書評と 記事で 二回︑ 群馬テレ ビが 初
私は埼玉県に住み三十数年︑前橋の街には余り として 日本で 最初の国登録有形文化財として 登 回講演 時の模様を取材放 映︑ 二回 目も 二人 の男
馴染みが なかった︒ 群馬県を舞台にし た小説を 録されたのも頷け る︒平 成九 年に美術館に改め︑女アナのＱ＆Ａに応えるトーク番組﹁ピックアッ
二編執 筆し たこ とが 縁と なり︑シンポジウムの 平成二十 年に改 築し多 目的ホールや 喫茶コ ーナ プぐ んま﹂と いう生番 組に﹁今話題の人﹂とし
パネラ ーに駆り出されたり︑講演を依頼された を各種の小イ ベント開催する広 瀬川 美術館とし て出演機会を得た︒ 最近自治体関 連の人々が 本
り︑ 群馬テレ ビから取材を受け講演の映像が翌 て生まれ変った︒文化人が 気軽に立寄るこ とで を読んで いるこ とを知り︑ 女性アナの最後のＱ
日のニュー ス番 組で放 映され︑﹁今話題の人﹂ 知られる︒月曜日が休館日で入場料は五百円︒ ﹁こ の本で 群馬県の人々にど んなところ を感じ
２００４年県内でロケをし︑ドキュメンタリー て欲し いか・・﹂Ａ﹁土 地の基盤や 精神風土が
生番 組出演を更に要請され一ヶ月 後に局舎に出
向いたりし た︒そ うし た機会がもし無かったな 映画﹁蚕 その不思議その恵〜家の蚕と山の蚕〜﹂ 軟弱でも︑そ の土 地が 住む人 にと って の舞台で
らばこ の川の名も知らず︑川の畔の小さな私設 を製作し た櫻 井監督が 自身の映像展﹁櫻井顕と あるこ と︑地方自治や 地域経営も主人公宮脇一
仲間 展﹂を開 いた︒ 読売新聞が 一月 二十五日の 之丞の生き 方を 例に幕藩 時代の歴史を学ぶこ と
の美術館の存在すら知らなかったであろう︒
昭和四十年始めて 就職し た場所は高崎であ る︒群馬 版で ﹃絹の町︑絶や すな﹄の見出し付きで でその閉鎖性に活路が開けるので はないか﹂と︑
岩鼻町の社宅に住んで いたので ︑休日に買物や 報じ た︒国内の絹需 要の低迷で 国内の製糸工場 七〜十分の緊張した時間帯を締め括った︒
放 映後︑面談取締役執行役員 からお褒め の言
映画を観に出掛けた高崎には土地勘がある︒時々 は二社のみと なった︒県 内で は 安中の碓井製糸
車で 前橋にも 出掛け るこ ともあ ったが ︑広 瀬川 農業協同組合だけである︒櫻井監督は自身が育っ 葉を 戴いたのみならず︑埼玉で 三月 二十八日実
だ け で な く 上 毛 カ ル タ に ﹁ 県 都 前 橋 施の 初 の 朗 読 コ ラ ボ ︻ 優 し い ピ ア ノ に 包 ま れ て
の名は 全く知らずにいた︒岩鼻の鬱蒼 たる森の たいととい う
まち
奥広大な敷 地に昔陸軍 の火薬廠があ ったが ︑現 生糸の市﹂と 詠まれ︑﹁日本の近代化を支え 世 ⁝﹁シャンソンと朗 読のコラ ボ﹂︼ 於カフェギャラ
在三 分割するよ うにそ の森を切 り開き ﹁群馬の 界をリードし た県 内養 蚕業の火を消すわけ にい リー・シャイン ℡０４８ ８３３ １０４５を︑テレ ビ埼玉報
森公園﹂と ﹁日本原子力高崎研究所﹂︑私の勤 かない﹂と 事あ るごと に熱っぽく語 り自ら行動 道制作局長に紹 介の労を執ってくれたので あ る ︒
広 瀬川 美術館の 二回 目の講 演は︑前日群馬で
めた﹁日本化薬 高崎工場﹂が 存在して いる︒工 してき た映画監督であ る︒ 日本初の富岡の官営
場は昔岩鼻作業所と いって 火薬を製造し︑後に 製糸場は世界遺産候補 になって 観光客を集めて 雪が 舞ったが 一転 当日初 春の陽光に恵まれた︒
医薬 品製造の工場に転 換し今 日に至って いる︒ いるが ︑それも 明治三 年前橋藩が機械 式製糸工 司会役の櫻 井監督︑美術館オーナーや 館長︑高
社宅のあ った場所に﹁赤城の山も今宵限り﹂ 場を 日本で 始め たこ と に端を発して いるこ とを 野長英を匿った中之条名家のご 子孫︑元工業試
と芝居や 映画で 描かれた侠客 国定忠治が 襲った 前橋市民で すら知る者は少ない︒展示でも 前橋 験場場 長︑ 読売新聞社い藤と岡こ支局長︑ＰＥＰ Ｏ副
とされる岩鼻代官 所があったらし い︒石段を 登 の過去の実績と栄光を忘れるなと 警告を発しで センター 長︑鬼石の従 兄妹夫 婦︑マ スコ ミ告知
ると 社があ り︑毎年元旦にそこ で 社宅の人々が いる︒仲間講演者は数名で ︑ 賛同の私も﹃奇妙 によ る読者参加の温 かい視線にも囲まれ︑美術
の地元文化人 の集 いと なっ た︒
新年の挨拶を交わ すのが 慣わしであ る︒忠治は な羽衣伝説﹄で養 蚕業の凋落を描いたこともあ 館の部屋が 一あ級
い あい
り﹁今話題の本と 群馬のシルク ﹂と題して講演 講演後和 気藹々の雰囲 気の内に︑ 意見交換が 行
妾と共に隣地の玉村に住んでいたと聞く︒
広 瀬川 美術館は心象の画家故近藤嘉男の自宅 要請された︒ 読売の告知報道があ ったにも関わ われ演者の私も久々に充実感を味わった︒了
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