次回発行は10月21日です

久能山東照宮

代将軍の甲冑︵かっちゅう︶
全ての展示を目指して
代から

代までの将軍の に指定されたものは︑行

日本で唯一︑徳川家初 とができません︒文化財

15

経年劣化のため修復をし １０００万円かかる費用

照宮博物館﹂
︒ し か し︑ ありますが︑一領につき

甲冑がそろう﹁久能山東 政から修復費の補助金が

15

ないと一堂に展示するこ のうち５００万円を捻出
す る 必 要 が あ り ま し た︒
そこで同館は昨年︑全て
将軍夢のそろ

の甲冑展示を目指す﹁徳
川家歴代
発足︒第一弾として︑家

い踏みプロジェクト﹂を
康公の甲冑修復費用をク
ラウドファンディングで
募ったところ︑目標額を
上回る６８３万５０００
円を達成しました︒修復
された甲冑は現在︑同館
で展示されています︒
■久能山東照宮博物館
☎０５４︵２３７︶
２４３７

クラウドファンディング

修復後

建穂︵たきょう︶
観音堂

■建穂観音堂
☎０９０︵８８６４︶５６０４
︵佐藤さん︶

ほこりに覆われ︑持物や
光背は欠失︒虫食い跡も
多く耳はネズミにかじ
られていた

修復前

﹁木造地蔵菩薩半跏
︵はんか︶像﹂
︒
体内には支援者名と修理記録を
記した和紙が収められている

地域の人たちが守り続けた

４００年前の地蔵菩薩を修復

静 岡 市 葵 区 建 穂 に は︑ 寄付で一体ずつ修復され

かつて駿河有数の大寺院 てきましたが︑今回４０

徳川幕府から４８０石の 復費用１０３万円のため

﹁建穂寺﹂がありました︒ ０ 年 前 の 地 蔵 菩 薩 の 修

格の待遇を受けていまし ングを利用しました︒そ

寺領を与えられるなど破 に︑クラウドファンディ

釈︵はいぶつきしゃく︶と 万８００円の支援が得ら

たが︑明治時代の廃仏毀 の結果︑全国から１２８

その後の火災のため廃寺 れ︑１年かけて修復され

体 の 仏 像 が 小 さ な 観 にお披露目されました︒

となりました︒現在は約 た地蔵菩薩は︑今年８月
音堂に保管され︑地域の
人たちが守り続けていま

12月29日まで

プロジェクト実現のために、インターネットを通じて不特定多数の人
から資金を募る「クラウドファンディング」
。この手法を利用して 失われ
つつある文化遺産 を未来に残そうという活動が行われています。現代の
「勧進」との声もある、静岡での事例を取材しました。 （千賀由美子記者）

思いを形にする

発行
修復された徳川家康公の甲冑﹁白檀塗
︵びゃく だんぬり︶具足﹂
︒支 援者には︑
プロジェクトのために制作された限定
の シャツやキャップ︑湯 呑 み な どの
リターンが用意された

左から、
佐藤さん、
宮本さん、
牧野さん

2面に続く

行政の補助金と有志の

「地域で守られてきた仏像やそれに関わる
人々、修復や管理の問題を広く知ってもらい
たかった」と話すのは、クラウドファンディ
ングを企画・実施した、文化財マネージメン
ト代表の宮本晶朗さんです。建穂神社観音堂
評議委員会委員長の佐藤四郎さんは、「この
手法に対する知識不足や、インターネット利
用への不安もあり、一旦はお断りしたのです
が、かつて僧侶が勧進帳を持ち歩き寄付を集
めたことを思えば、これは現代の
『勧進』だ
と考えました」と実施を決意。修復を手掛け
た、吉備文化財修復所代表の牧野隆夫さんは
「仏像修復は、地域の歴史を再考し、地域社
会を再構築する機会にもなります」とその意
義を語ってくれました。

60

す︒
劣化が進んだ仏像は︑

建穂観音堂外観

文化遺産を未来へ !
一人一人の力 で
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〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16-3
☎054
1231
（255）

無料
このプロジェクトは、PARCO が運営するクラウド
ファンディング「BOOSTER」がサポートしました。
「魅力あるリターン（寄付のお礼）の企画制作、全国展開
するPARCO の強みを生かした各地でのパネル展な
どを実施しました」と同社静岡営業部の巣山朋美さん。
久能山東照宮権宮司の姫岡恭彦さんは、
「寄付を募るこ
とで、埋もれていた文化
財に光が当たり、観光な
どの地域活性化にもつな
がります。これからもさ
まざまなアピールをした
い」と抱負を語りました。
姫岡さん
（左）と巣山さん
T

1575号
2017年10月14日

一人一人の力で

◎ 1 面から続く

文化遺産を未来へ!
思いを形にするクラウドファンディング

静岡空襲の体験談を台本に

2000人以上が命を落とした静岡空襲
の体験談をドラマ化した台本「ミッ
ション・ゲルニカ 1・2」「
。静岡平和資
料センター」
（ 静岡市葵区伝馬町1025、中央ビル 90、2 階）では、静岡空
襲の資料展示、貸し出しをはじめ、さ
まざまなイベントも開催している
■問い合わせ／ミッションゲ
ル ニ カ 事 務 局 ☎080（3286）
9472（小長谷さん）

「静岡空襲の体験談を台本という形で文字化し、
活用することで、
伝
承に役立つと思ったのです」
と話すのは、
SPAC ｰ静岡県舞台芸術セ
ンター所属の俳優・奥野晃士
（あきひと）
さんです。
「きっかけは、
参加者が台本を声に出して読む
『SPAC リーディン
グ・カフェ』を、
静岡平和資料センターで行ったこ
と。
静岡空襲の資料などを保存する会場に、
普段は
足を運ばないような若い人たちが集まってくれま
した。
クラウドファンディングは、
資金集めだけで
なく、
この活動を伝えられると考え、
実施しました」
製本や取材の費用として10 万円を目標にした
ところ、
14 万4000 円を達成。
台本は、
慰霊祭や文
化イベントなどでも活用されています。
奥野晃士さん

広重が描いた「かやぶき」を未来につなげたい
とろろ汁の老舗、
駿河区丸子の
「丁子屋」
のシンボルでもある「かや
ぶき屋根」
は、
前回の修繕から約40 年がたち老朽化が進んだことか
ら、
ふき替えを行うことになりました。
そして、
費用の一部1000 万円
を目標にクラウドファンディングで支援を呼びかけました。
「浮世絵に描かれた店の中で、
唯一現役で営業し
ているのが丁子屋です。
歌川広重が残した風景を未
来につなぎ、
東海道の宿場が連携して盛り上げてい
くためにも、
修繕を行いたいと思いました」
と、
丁子
屋14 代目当主の柴山広行さん。
「とろろ」
の音にち
なんで設定した10 月6 日の最終日までに、
目標額
を達成。
2018 年の冬にふき替えが行われます。

丁子屋の「かやぶき屋根」は、14 代
目当主・柴山さんの祖父が、同店の
歴史を重んじ、広重が描いた風景
を復活させたいと、1970 年に静岡
市の大鐘地区から移築した
■丁子屋

☎054
（258）
1066

柴山広行さん

あの
「今川さん」
も
クラウドファン
ディングで
取材協力／今川さん製作委員会

家康公顕彰四百年祭の2015 年に、今川義元
公をモデルとしたご当地キャラ
「今川さん」が登
場。クラウドファンディングによる支援で、
106
万9000 円が集まり、
着ぐるみを製作することが
できました。
「出世大名家康くん」
に一矢報いたい
と、
「 ゆるキャラグランプリ」に出場を果たし、そ
の後も、
さまざまなイベントで活躍しています。

