
京都文化プロジェクト 誓願寺門前図屏風 修理完了記念

花ひらく町衆文化 −近世京都のすがた
会期／2021年6月5日（土）- 7月25日（日） 会場／京都文化博物館 4階特別展示室

報道関係者各位

PRESS RELEASE

2021年6月5日（土）-7月25日（日）の期間、京都文化博物館
にて「京都文化プロジェクト 誓願寺門前図屏風 修理完了記念
花ひらく町衆文化 −近世京都のすがた」を開催いたします。

当館が所蔵する岩佐又兵衛筆「誓願寺門前図屏風」は又兵衛が描
いた国宝「洛中洛外図屏風」と共に都市風俗画の重要作例として認
識されています。当館では、当該作品の解体修理を行い、このほど
無事に完成を迎えることができました。本展はこの機会をとらえ、
新たに修理が加えられた誓願寺門前図屏風とその関連資料を展示し、
作品の新たな魅力に迫ります。
またあわせて、この屏風が描かれた江戸時代の京都に焦点をあて、
近世都市京都がいかに表象され、また都市に息づく人々はどのよう
に文化を紡いできたのか、絵画、考古、古文書など豊富な資料で展
観いたします。

展覧会の構成

【プロローグ】近世都市・京都のかたち

平安京の設立に端を発する京都は時代によってめまぐるしくその形が変わった。なかでも大規模
な変化は豊臣秀吉が行った一連の京都改造によってもたらされた。16世紀後半から始まったこの都
市改造は、聚楽第の建造、御土居の造築、寺町・寺之内の設置、方広寺の建立など多岐に渡り、こ
こで成立した京都のかたちが基本的には近世京都のかたちとなった。
またこの改造は、城郭と領主の館、武家地、足軽町、寺社地、町人地、内裏、公家町と明瞭に住み
分けを設定し、空間として身分を可視化するものであった。

本章ではプロローグとして、江戸時代に描かれた京都の地図屏風を通じて、江戸時代の京都のか
たちについて考えをめぐらしたい。
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【１】表象された近世都市

今回修理を行った誓願寺門前図屏風が、この度全ての工程を完了。新たな魅力をまとっ
た作品を特別公開し、関連資料や修理工程を写したドキュメント映像も展観する。

洛外名所図屏風 北川家本 （京都文化博物館寄託）

江戸時代、政治の拠点は幕府が置かれた江戸へうつり、また商業・流通分野は大坂が中心
地となった。一方で京都は、天皇や貴族といった朝廷勢力が依然として存在し、本山や本
社を含む寺社勢力も顕在であった。

このような近世の京都は、扇面、画帖、絵巻や屏風絵などさまざまなメディアで描かれ、
そのイメージは列島規模で流通した。本章では、本館が所蔵する京都を描いた数々の絵画
を素材に、江戸時代の京都がいかに表象されてきたのかを探りたい。

＜特集展示＞誓願寺門前図屏風

岩佐又兵衛筆 誓願寺門前図屏風
17世紀 （京都文化博物館蔵）
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【２】都市での生活

＜町と町人の生活＞

江戸時代の京都では、「町」（家持の商工業者・町人の地縁的な共同体）を基礎単位として都市生
活が営まれてきた。町はそれぞれが防衛のために木戸を備え、法度を定め、自律的な活動を行った。
このような都市生活の実態は、町に蓄積された古文書によって知ることができ、今でも生き生きと
した町人の姿を復元することができる。また近年、江戸時代における京都の都市生活を知らせる発
掘事例も多数報告されており、これら両者を用いることでより生き生きとした都市民の生活を知る
ことができる。

［初公開］鴨川納涼図屏風 京都府蔵（京都文化博物館管理）

＜有力町人の活躍＞

加藤清正書状 17世紀
京都府蔵（京都文化博物館管理）

町人の中には、家業の隆盛によって巨万の富を獲得し、有力大名にも伍する人物も存在した。茶屋
家・後藤家・角倉家などはその代表格である。中でも後藤家は、豊臣・德川両政権に近侍し政商と
しての側面も有していたが、その根本的な職能は中世以来の彫金技術であった。

後藤正三郎邸跡（現在・新風館）
京都市考古資料館蔵

【３】被災と復興
幕末、天皇が所在する京都は、一躍政治都市としての性格を強調し、
諸国雄藩の志士達の結集地となった。
高まる緊張の中、大規模な武力衝突が起こる。元治元年（1864）7
月19日、洛中追放や池田屋事件によって追い詰められた長州藩が
兵を率いて上洛し、会津・薩摩両藩と武力衝突に及んだ。禁裏御所
周辺を戦場としたことで禁門の変（蛤御門の変）と呼ばれたこの戦
いでは、戦火が京都市中に広がり、大火となった（どんどん焼け）。
明治に向けた都市の歩みは、まずこの戦災と向き合うところからは
じまった。

蛤御門の変の焼瓦 曇華院跡出土
（京都文化博物館蔵）



開催概要

【展覧会名】 京都文化プロジェクト 誓願寺門前図屏風 修理完了記念
花ひらく町衆文化 −近世京都のすがた

【開催期間】 2021年6月5日（土）― 7月25日（日）
【休 館 日】 月曜日
【会 場】 京都文化博物館 4階特別展示室（京都市中京区三条高倉）
【開室時間】 午前10時 ― 午後6時（金曜日は午後７時30分）※入場は閉室の30分前まで
【入 場 料】一般・大高生1,000円（800円）中学生以下無料 ※（ ）は20名以上の団体料金

※上記料金で3階・2階展示と、3階フィルムシアターもご覧いただけます
（催事により有料の場合があります）

※障がい者手帳等をご提示の方と付き添い1名は無料
【主 催】 京都府、京都文化博物館
【お問合せ】 075−222−0888（代表）

関連事業 ※変更になる場合がございます

［１］シンポジウム「誓願寺門前図屏風の新たな魅力―修理から何が見えてきたか―」
日時：7月17日（土）午前10時30分～12時
講師：岡 岩太郎氏（株式会社岡墨光堂 代表取締役）「誓願寺門前図屏風を修理して」

筒井 忠仁氏（京都大学文学部 准教授） 「みえてきた誓願寺門前図屏風の風景」
場所：3階フィルムシアター
定員：100名
参加費：無料（ただし展覧会入場券（半券可）が必要）

※要事前申し込み。先着順。
※往復はがきに、住所・氏名（返信面にも）・電話番号を明記の上
「花ひらく町衆文化（シンポジウム）」係へ。もしくは、当館ホームページ「特別展

イベント申込フォーム」からお申込みください。

［２］京・笑いの会協賛 落語会笑いと町衆文化
日時：7月11日（日）午後2時～ 出演者 桂 三風、笑福亭円笑 ほか
日時：7月17日（土）午後2時～ 出演者 笑福亭円笑、桂 春若 ほか
日時：7月18日（日）午後2時～ 出演者 桂 三風、桂 小文枝 ほか
場所：京都文化博物館6階 ※6階会場は和室です。靴を脱いで椅子に着席いただきます。
定員：各日150名
入場券：花ひらく町衆文化展覧会付き入場券 2,500円

落語会入場券 1,500円
※入場券は座席指定。（席は選べません）
※入場券にはろうじ店舗で当日のみ使用できる1,000円のお食事券・お買い物券がついて

います。
※お席に空きがある場合は各日午後１時より落語会券を販売します。

販売：ローソンチケット（Lコード：５１３８５）

【新型コロナウイルス感染予防対策について】

本展では、政府および自治体等による感染拡大予防のための各種ガイドラインに基づき、徹底
した対策に取り組みます。今後の感染状況によって、開催内容に変更が生じる場合があります。
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京都文化プロジェクト 誓願寺門前図屏風 修理完了記念
花ひらく町衆文化 −近世京都のすがた

広報用画像借用・プレゼント用招待チケット申込書

本展の展示作品等の画像を、広報素材としてご提供いたします。ご希望の場合は、

申込フォーム（https://forms.gle/4DwQajkrHaVyQX6r8）にお送りください。

アクセスできない場合は、申込書に必要事項をご記入のうえ、本展事務局までご返信ください。

［画像使用全般に関しての注意］
■本展広報目的での使用に限ります（会期終了まで）。使用後は、データの破棄をお願いいたします。
■展覧会名、会期、会場、画像・クレジットは必ず記載してください。
■作品画像は全図でご使用ください。トリミング、文字乗せなどの加工・改変はできません。
■転載、再放送など、二次使用される場合は別途申請をお願いいたします。なお、展覧会終了後の二次使用はできません。
■Ｗｅｂサイトに掲載する場合は必ずコピーガードを施してください。
■基本情報、画像使用などの確認のため、ゲラ刷り・原稿段階のものを広報事務局にお送りください。
■掲載・放送後は、必ず掲載紙（誌）、同録DVDを広報事務局までお送りください。

［広報画像・キャプション一覧］希望の画像に✓をお願いします

番
号

画像 クレジット

１
□

岩佐又兵衛筆 誓願寺門前図屏風
17世紀 （京都文化博物館蔵）

２
□

刀 銘加州住藤原光国
17世紀 江戸時代
京都府蔵 （京都文化博物館管理）

３
□

加藤清正書状 17世紀
京都府蔵（京都文化博物館管理）

貴社名 : 部署／所属

貴媒体名:

WEB媒体の場合はURLをご記載ください

掲載予定: 年 月 日 （ 発売 ・ 月号 ・ 放送 ）／発行部数:（ 部 ・ PV ）

ご担当者名: TEL: FAX:

E-mail:

□読者プレゼントを希望する 作品画像１点以上の掲載が条件です。本展招待券２組４名様分をご提供します。
［招待券送付先］〒

番
号

画像 クレジット

4
□

谷口香嶠 出町柳農婦
明治時代 19世紀
京都府蔵 （京都文化博物館管理）

5
□

蛤御門の変で罹災した磁器
江戸時代 17世紀~19世紀
（京都文化博物館蔵）

申込フォーム
QRコード
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