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▲ 2021年度作品「青空とスモーク」反田 宜一氏／ 2020 年 5月撮影／撮影場所：銀座

下段左： 2021年度作品「共存する街並」米倉 辰雄氏／
2020 年 6月撮影／撮影場所：聖路加タワーより
下段中： 2021年度作品「佃島の夕方寸描」灘波 弘樹氏／
2021年 4月撮影／撮影場所：佃公園
下段右： 2021年度作品「花筏
（はないかだ）
」細川 弘明氏／
2020 年 4月撮影／撮影場所：佃公園
（佃堀）

◎写真提供：一般社団法人中央区観光協会
（中央区観光写真コンクールより）
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工団連新年初顔合わせ会が開催されました
工団連の動き 令和 3 年度 12 月〜 3 月
フェーズフリー（Phase Free）をご存知ですか？ “備えない防災”
ってどういう事？
支部活動報告
ランチセミナー 2021年度第 3 回〜第 6 回講義内容／ 2022 年度開催日程予定
シリーズ まんなかの足跡 第二回「ザ・銀座」

工団連新年初顔合わせ会が開催されました

▲マスク姿で挨拶を述べる森山会長

▲アクリル板で仕切られた 4 人掛けの円卓

令和 4 年 1 月13日に工団連新年初顔合わ
せ会が銀座ブロッサムで開催されました。
コロナ禍で 2年振りの顔合わせとなり、皆懐
かしそうに声を掛け合っていました。
感染対策は万全を期しており、参加者は全
員マスク着用、これは来賓のご挨拶も例外で
はありません。会場では円卓でしたが、4 人

掛けで十字のアクリル板で区切られてありま
した。そのせいで少々会話がしにくい状態で
したが、感染予防第一で食事ができました。
開催時間も短かく切り上げられましたが、
何はともあれ久しぶりの会合で、お互いに元
気の交換ができた催しとなりました。
文／アートレイアウト 原田啓治

東京商工会議所より、
動画・小冊子「中央区老舗企業紹介～経営・販売取り組み事例～」が公開されました
東京商工会議所中央支部にて、コロナ禍をはじめとする危機を乗り越え、
地域の魅力を更に高める原動力であるとの認識のもと、「今こそ老舗に学
ぶべき」と、老舗企業の取り組み事例を紹介する動画・小冊子が作成さ
れました。老舗企業の革新に向けた取り組みや経営者の想い等が紹介され
ています。是非ご覧ください。
【動画】中央区老舗企業紹介『社長インタビュー編』＆『店舗編』
◆内 容：①『社長インタビュー編』
②『店舗編』
◆掲載先：https://www.tokyo-cci.or.jp/chuo/shinise/pr/douga/
【小冊子】中央区老舗企業紹介～経営・販売取組み事例～
◆配布場所：東京商工会議所 中央支部（無料配布※上記
動画掲載 URL からもダウンロード可）
◆内
容：
『社長インタビュー編』
、
『店舗編』の動画のエッ
センスを項目ごとに整理してご紹介

本動画は右の QRコードからもご覧いただけます▶︎

“印刷発祥の地”の誇り

東京都印刷工業組合京橋支部
支部長

田畠 義之

☎ 03-3552-1855

会員数：94

“組合結成100年”集積のパワー

東京都製本工業組合京橋支部
支部長

佐立 哲彦

☎ 03-3551-3783

会員数：28

会
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長

川﨑 淳

☎ 03-5560-6511

東京都印刷工業組合日本橋支部
支部長

古畑 武郎

☎ 03-5542-2121

会員数：24

伝統の技能、いま華開く

製本・日本橋
支部長

丸山 啓一

☎ 03-3666-2051

会員数：4

美しい町並、強い町づくりを

省エネ・イノベーションを展開

月島工業会

“先進の情報文化”の担い手

特定非営利活動法人
会員数：14

地域の防災と町づくりを研究する会
理事長

境 孝司

☎ 03-5651-5621

会員数：25

令和 3 年度12月〜 3 月

工 団 連 の 動 き

●新年初顔合わせ会
令和 4 年 1 月 13日（木） 銀座ブロッサム ジャスミン

※書面決議・オンライン開催・中止を
含めて掲載しています。

23名出席

●常任理事会
令和 4 年 3 月 10日（木） 東京商工会議所中央支部会議室
議題 令和 4 年度事業計画（案）
について
令和 4 年度定期総会の日程について
役員改選について
令和 4 年度宿泊研修について
令和 4 年度ランチセミナーについて
令和 4 年度事業等年間予定について
その他
●広報委員会
第 3 回 令和 3 年 12月 15日
議題 会報第 52号について

書面にて開催

●各種講座・研修

ハイテクセンター・ランチセミナー（7ページに講義内容を掲載）
令和 3 年 11月 17日（水）
“新しい生活様式”時代のメンタルヘルス 晴香 葉子氏
令和 3 年 12月 15日（水）
バイデン政権と米中関係 小倉 孝保氏
令和 4 年 1 月 19日（水）
江戸の暦と庶民の四季の暮らし 瀧口 雅仁氏
令和 4 年 2 月 9 日（水）
古代エジプト考古学 近藤 二郎氏
令和 4 年 3 月 9 日（水）
明治・大正・昭和・平成の 150年間に変化した漢字 笹原 宏之氏
経営セミナー
（共催）
中央区工業団体連合会、中央区商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部
令和 3 年 11月 12日（金） オンラインにて開催
ｗｉｔｈコロナにおける営業戦略
～初心者でもわかるオンライン営業のイロハ～
講師 Y’sコンサルティング 中小企業診断士事務所 代表 坂井 勇作氏
令和 3 年 12月 15日（水） オンラインにて開催
怒らない技術
～コロナ禍でこそ活用したいアンガーマネジメント～
講師 リーダーズアカデミー学長、一般社団法人日本リーダーズ学会 代表理事
令和 4 年 2 月 17日（木） オンラインにて開催
中小企業のメンタルヘルス対応
講師 筑波大学産業精神医学・宇宙医学グループ助教 大井 雄一氏

嶋津 良智氏

新春経済講演会
（共催）
中央区工業団体連合会、中央区商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部
令和 4 年 1 月 17日（月） オンラインにて開催
“ガリガリ君”の開発者が語る
ポストコロナ時代の強小カンパニーのつくりかた
講師 赤城乳業株式会社 元常務取締役開発本部長 /M.ソリューション代表 鈴木 政次氏

●中央区ビジネス交流フェア 2021 バイヤー商談会
（主催）
中央区
令和 4 年 2 月 22日（火） 日本橋プラザ展示ホール
●事

業

（1）「工団連会報」
の発行
① 第 52号 令和 4 年 3 月発行
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フェーズフリー（Phase Free）を

ご存知ですか？

“備えない防災”
ってどういう事？

地震だけではなく、乾燥や強風による火災、大雪による災害も多い日本。

自然災害の多い日本ですが、ここ数年、話題にのぼる事が多くなってきている「フェーズフリー」
「備えない防

災」という言葉をご存知でしょうか？

今年1月15日にトンガ諸島付近の海底火山で大規模噴火が発生しました。その影響で、日本でも大きな潮位

変化が観測されたため、翌16日深夜に広範囲に渡って津波警報や注意報が発表され、各地で多くの方が避難し

ました。この時の原因は日本ではありませんでしたが、3月は東日本大震災があった月でもあります。

「備えない防災は知ってるよ！」という方も多いと思いますが、この機会に防災の事を考えたいと思います。

フェーズフリーとは？
フェーズ（phase）は段階・局面・時期・区切り

という意味があります。そしてフリー（free）は、自
由。日常時と非常時という区切りを自由にする、それ
がフェーズフリーです。

では、“フェーズフリー” とは一体どういう事なので

しょうか。

日常時と非常時という２つのフェーズを
フリーにする
『フェーズフリー』

動を続けてきた佐藤唯行氏が2014年に提唱した新し
い概念であり、造語です。佐藤氏による講演などの
普及活動を経て、フェーズフリーは行政から民間・企

業にまで浸透し、2018年に一般社団法人フェーズフ

リー協会が発足しました。

“いつも”と“もしも”を分けない
現在では食品に限らず、自動車・住宅・文具など

様々な企業が “いつも” と “もしも” をつなげるフェー

ズフリーの概念に賛同して商品やサービスを開発し、

メディアでも取り上げられています。

災害が起きた直後は人々の防災意識が高いので防

災グッズにも注目しますが、喉元過ぎれば何とやら

で、だんだんと「そのうち用意しよう」と防災意識が

薄れていきます。そして「そのうち」と思っている間

に次の災害がやってきてしまいます。そんな時、日常
時でも非常時でも使える商品やサービスがあれば、

防災用にわざわざ備えなくても良いのです。例えば、

水を通さないトートバッグは普段は便利にバッグとし

て使い、災害などで断水した時は水を運ぶバケツ代
わりにもなります。

提供：一般社団法人フェーズフリー協会

もしも

防災用品は「日頃はしまっておいて災害が起きた

時に使うもの」と考える方が多いと思います。これに
対してフェーズフリーは、私たちの身の回りにある食

料や物、サービスなどを日常生活だけでなく、災害
時にも役立てるという考え方で、日常時と非常時の垣
根を超えた「備えない防災」という概念です。

フェーズフリーという言葉や考え方は自然発生的に

生まれたものではありません。防災の専門家として活
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いつも

商品やサービスを開発する際に「普段使い」だけ

でなく「災害時も使える」という付加価値をつける事
で他社との差別化も図れますし、消費者側も「災害
時も使えるなら」と手をのばすかもしれません。

ローリングストック法とは？
ところで、災害に備えて用意する時に真っ先に思い

つくのは非常食ではないでしょうか。

けれど、せっかく非常食として長期保存できる食料

や飲料水を用意しても、家のどこかにしまい込んで気

づいたら賞味期限切れで仕方なく廃棄して新しいに非
常食を買い込む……という経験はありませんか？

食べ物を廃棄するのはもったいないし、非常食も

結構高いのでお財布にも響きますよね。

これを解消するのがローリングストック法で、中央

区の防災パンフレット「わが家わがまちの地震防災・
中央区」でも紹介されています。

「わが家わがまちの地震防災・中央区」は
右のQRコードからダウンロードできます。

一回分ずつ食べきれるものなどがオススメです。例え

ば、フリーズドライ食品や缶詰、インスタント麺やレ

トルト食品、ペットボトルの飲料水など。

この様に日常時と非常時で食料や飲料水を循環さ

せるローリングストック法は、まさに「備えない防災」

ローリング
ストック法

です。どんな食料が良いかなどご家族で話し合ってみ
てはいかがでしょうか。
＊

＊

＊

ここまで「備えない防災」についてお話ししました

が、すぐに避難できるように非常持ち出し袋に数日分

の常備薬や食料・飲料水、防災グッズをまとめておく

「備える防災」も重要です。また、定期的に避難訓
普段の生活で食べている食料（保存が効くもの）

や飲料水などを多め（1週間分くらい）に用意してお

き、食べて減ったらその分をまた補充しておくという
やり方です。

この方法の良いところは、ストックしている食料や

飲料水が循環しているので賞味期限切れで廃棄とい

練を行ったり、会社や自宅からの避難経路の危険度

やハザードマップをチェックしたり、各自がバラバラ

で避難した時の集合場所や連絡方法を決めておくな

ど、いざという時に慌てないための備えも大切です。

ご自分やご家族のライフスタイルに合わせた「防

災」を今一度考えてみましょう。

文・東美 内藤

う無駄もなくなる上、自分たちが普段好んで食べてい

るものならば災害時でも抵抗なく食べる事ができると
いう事です。

最近の非常食は美味しいものも増えてきています

が、それでも普段の食事とは違います。災害時はそ
れだけで気が滅入ってしまうもの、そんな時に食事だ

けでも「いつもの」を食べる事ができると元気が出る
かもしれません。

非常時はライフラインが止まる事もあるので、そう

いう時でも食べられるもの・常温保存ができるもの・
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支部
東印工組

活動報告
京橋支部

「Webマーケティング・インターネット活用」
セミナーを開催しました
東京都印刷工業組合京橋支部では、2022年2月15日
（火）18時30分より京華スクエア内のハイテクセンター
第2会議室において、インターネットに造詣の深い富澤
印刷株式会社・富澤隆久社長をお招きし、「Web マー
ケティング・インターネット活用」セミナーを開催しました。
コロナ禍での行事であり密をなるべく避けるため、会
場参加とオンライン参加のいずれかを選択できる方式に
て開催し、会場参加13名、オンライン参加16名の計29
名が聴講しました。
講師である富澤氏は、10年以上前よりインターネット
の可能性に注目されていたとのことで、独自に調査・研
究を重ねられ、その成果の一部を Level 2とLevel 3の2
コースに分けて講演していただきました。（Level 1は超
初級編とのことです）
Level 2では、「印刷会社とホームページの活用」に関
する概論から始まり、印刷会社にとってのホームページ
の位置付け、そして着目すべき点についての説明がなさ
れました。ホームページにおいては、自社の持つ技術の
一つの側面にのみ光を当て強調する手法をとらなければ
（富澤氏は「尖らせる」という表現を使います）
、インター

ネットの大海に埋
没してしまうとい
う説明があり、ま
た「 一 般 消 費 者
向 けの製 品を持
たない印刷会社に
とっては、ホーム
ページは販売のた
▲支部長挨拶（座っているのが講師の富澤氏）
めの窓口ではなく
会社の信用度を高めるためのツールでしかない」という
結論を示されました。
Level 3では「尖らせる」手法について、具体的なプ
ロセスを実践的に体験し、その上で「尖らせる」ために
必要なツールについてご説明いただきました。
インターネットの専門家の講演も勉強になりますが、
富澤氏は印刷業界で永年に渡り活躍されている方であり、
印刷会社の観点からの考察は、一般的に語られる知見
とは一線を画しており、今後インターネットをより活用し
ようと考える京橋支部員にとっては、たいへん有意義な
文／エクセルアート株式会社 榎本哲郎
時間になりました。

▲熱心に聞き入るセミナー会場の様子

東印工組

日本橋支部

実参加＆リモートで役員会を行いました
新年になってからまたコロナの蔓延が再発しておりま
すが、1月12日（水）の晩に東印工組日本橋支部役員
会を行いました。
次期組合執行部人事や活動方針などの重要案件もあ
り、感染予防対策でリモート参加も可としたにもかかわ
らず実参加者が多く、短時間ではありましたが思いのほ
か充実した会合となりました。
1月24日（月）にはロイヤルパークホテルにて新年会
を予定しておりました。ホテル側と感染対策を相談した
上で1卓4名形式で来賓、関連業者等は呼ばない形での
ごく内輪の新年会の予定でしたが、感染者数増大の状
況を鑑み、残念ながら延期となってしまいました。
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▲実参加者が多く充実した会合の様子

ハイテクセンター

ランチセミナー
2021 年度ハイテク・ランチセミナーも新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、5 月・6 月・9 月は中止とな
り、７月から2022年３月まで（８月を除く）の全 7回の開催となりました。今号では第 3回〜第 6回の模様を紹介しま
す。3月開催の第 7回は第 53号で紹介します。なお、今年度も感染予防のためお食事のご用意はありませんでした。
毎回、講師の方々による多種多様なテーマで開催されるセミナーは、終了後も質問が飛びかい賑やかに行われて
います。皆さまもぜひご参加ください。

第3回

“新しい生活様式”
時代のメンタルヘルス

第4回 バイデン政権と米中関係

2021年11月17日
（水）

2021年12月15日
（水）

講師

講師

晴香 葉子 氏

（作家、心理学者）

コロナのパンデミックにより、私たち
は心理面・経済面・社会面など様々な
諸相で影響を受けました。
「自粛ストレ
ス」「コロナうつ」「経済不安」「無力
感」
「不公平感」などネガティブな言葉
を目にすることが続く一方、ZOOM に
代表されるリモートコミュニケーションなどの新技術の
実用化が一気に加速したというポジティブな面もありま
す。今後はメンタルヘルスの領域でもAI など様々なテ
クノロジーの活用が広がっていきます。アフターコロナ
に向けて個人や社会にとって「理想的なメンタルヘル
スのデザインモデル」を探っていくことが必要になって
くるでしょう。

第5回 江戸の暦と庶民の四季の暮らし
瀧口 雅仁 氏

（株式会社毎日新聞社・論説委員）

米中関係を考える際に、中国は歴史
的にずっと経済大国であり、世界の中
心的な存在であった時期が非常に長い
国であり、アメリカは20世紀に入り超
強大化した国であるという歴史的認識
を踏まえることが大切です。現在の米
中関係は、19世紀中頃から150年間くらいにかけて異
例と言えるほど弱体化していた中国が、習近平のもと中
華民族の偉大なる復興という中国の夢の実現を目指し
再び台頭するなか、建国以来の自由と民主主義を普遍
的価値とする、アメリカの価値観の為に立ち上がること
をうたうアメリカのバイデン政権とが対峙しているという
視点が必要です。

第6回 古代エジプト考古学

2022年1月19日
（水）
講師

小倉 孝保 氏

2022年 2月9日
（水）
講師

（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）

江戸の庶民は新年、そして正月を迎え
ると、担げる縁起は全て担ぎます。若水
で福茶を淹れ、初湯に入り、宝船の絵
を枕の下に敷いて良い初夢を見ることを
願います。2月になると、立春の前日に
あたる節分では豆を蒔いて福を呼び込
み、初午に習い事を始め、梅見に出掛けるのもこの季節
です。この時期の食べ物というと、まずは餅。長屋の住
人は大家さんから鏡餅を貰ったり、賃餅をついてもらい、
雑煮を食べます。人気の魚は関東では鯉、関西では鰤。
野菜は練馬や亀戸の大根が知られるところです。江戸の
人々の季節に合わせた暮らしぶりや風俗や習慣を見直し
ながら、この季節を過ごしてみるのは如何でしょうか。

近藤 二郎 氏

（早稲田大学教授）

今年2022年は、エジプト考古学にとっ
て記念となる年です。ヒエログリフが解
読されてから200周年、王家の谷でツタ
ンカーメンの王墓が発見されてから100
周年となります。このふたつの出来事は、
エジプトの歴史、考古学にとって大変重
要な出来事でした。ナポレオンのエジプト遠征で発見さ
れたロゼッタストーンにより、エジプトの古代文字ヒエロ
グリフが解読され、ツタンカーメン王墓からは、それまで
のエジプトで発掘されたものとは全く違った多彩な埋葬品
が多数発見されました。ヒエログリフの解読により、こう
した発掘調査での出土品からいろいろな情報が得られる
ようになりました。

2022年度第1回〜第10回ランチセミナー開催予定
回数

開

催

日

講
原

師

英史先生 （元経産省官僚、株式会社政策工房代表取締役）

タイトル
コロナ禍の経済政策

第①回

2022年5月11日
（水）

第②回

6月22日
（水）

櫻井

彦先生 （宮内庁書陵部主任研究官）

第③回

7月13日
（水）

中野

ジェームズ修一先生 （米国スポーツ医学会認定運動生理学士）

健康生活に必須な運動・栄養理論

第④回

9月14日
（水）

室山

哲也先生 （元NHK解説主幹）

自然災害と社会

第⑤回

10月19日
（水）

今尾

恵介先生 （地図研究家）

地図でたどる鉄道150年の歩み

第⑥回

11月16日
（水）

瀧口

雅仁先生 （芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）

伝統芸能から知る江戸の文化

第⑦回

12月14日
（水）

滝川

哲也先生 （時事通信社編集局・解説委員）

箱根駅伝の今昔と功罪

第⑧回

2023年1月18日
（水）

第⑨回

2月15日
（水）

笹原

第⑩回

3月15日
（水）

三遊亭

柴

裕之先生 （東洋大学講師）
宏之先生 （早稲田大学教授）
兼好先生 （落語家）

鎌倉幕府のお家騒動

天下一統と江戸開幕
昭和後半期の漢字
健康第一・兼好一番～笑いで脳を元気に～

＊5月11日は開講式も行ないます。 ※原則：水曜日。 ※講師・セミナー内容等は変更になることがございます。
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まんなか
あしあと

足跡

シリーズ

の 第二回

あしあと

まんなかの足跡

「ザ・銀座」

銀座は賑やかかつ華やかな街で日本を代表する繁華
街です。 第二回はその「銀座」
にまつわるお話です。

銀座、銀座、銀座！
銀座と名のつく所は日本各地にあり、埼玉県の熊
谷市・本庄市や栃木県鹿沼市、長野県岡谷市、山
口県周南市など住所に「銀座」がついている土地も
たくさんあります。
住所以外の銀座は「〜〜銀座」など商店街の名
称がとても多く、全国に300箇所以上もあるそうです。
なかでもダントツで多いのは東京都で、その数は90
箇所以上！ ちなみに「東京三大銀座商店街」と呼
ばれるのは、戸越銀座商店街（品川区）・十条銀座
商店街（北区）・砂町銀座商店街（江東区）です。

銀座と戸越銀座商店街
その戸越銀座商店街ですが、実は銀座とは「レンガ」
で繋がっているのです。
1872（明治 5 ）年の銀座大火により銀座や築地
一帯が消失した際に明治政府が大規模火災対策とし
て建造物の不燃化を目的とし、銀座をレンガ造りの
街並みに変えました。しかしそのレンガも1923（大
正12）年の関東大震災の時に大量の瓦礫となってし
まい、処分に困っていました。
その話を聞いた品川区のレンガ製造会社の創業者
が、水捌けが悪くぬかるみや浸水に悩まされていた
戸越商店街に「銀座のレンガ瓦礫を商店街の通りに
敷き詰めてはどうか？」という提案をしました。実は
この会社は、銀座大火後に銀座をレンガ造りの街並
みに変えた時のレンガ製造元のひとつでした。
提案を受けた商店主達は銀座までなんとリヤカー
を引いてレンガを譲り受けに行ったそうです。
「当時日本一の商業地であった本家の『銀座』から
レンガを譲り受けるだけでなく、銀座の賑わいにもあ
銀ブラって、銀座をブラブラ歩くこと？
何気なく使っている「銀ブラ」という言葉、きっと
みなさんは銀座をブラブラ歩くという意味で使ってい
ると思いますが、別の由来があることをご存知ですか？
この言葉を流行らせたのは慶應義塾大学の学生さんたちで、
慶應キャンパスから創業100年を誇る老舗カフェ「カフェーパ
ウリスタ」が明治44年に銀座に建てた白亜3階建の洋館「銀
座 カフェーパウリスタ」まで歩いて、パウリスタの象徴でもあ
る「ブラジルコーヒー」を飲みながら会話を楽しむことを「銀ブ
ラ」と言ったという説もあるのです。面白いですね。

やかりたいという思いから、『戸越』と『銀座』をつ
なげて『戸越銀座』と名乗ったのが始まりとされてい
ます。戸越銀座は全国に300以上あるといわれている
『○○銀座』の元祖と言われていますが、本家銀座
との縁によって生まれた由緒正しい『あやかり銀座』
なのです。
」と、戸越銀座商店街オフィシャルサイト
にも記されています。
銀座と戸越銀座商店街、レンガが繋ぐこんなご縁
があったのですね。
き ん ざ

ぎ ん ざ

ぜ に ざ

金座・銀座・銭座
ところで、
「銀座」と聞くと金座や銅座もあるのかな？
と思ってしまいますが……ありました！
昔、商人や職人などの同業者が集まってできた団
体のことを「座」と言いました。今でいう同業者組合
みたいなことでしょうか。座は幕府など権力者に金銭
を納めることで販売や営業の独占権を得ていました。
江戸時代には金（小判、一分判）
、銀（丁銀、豆
板銀）
、銭（寛永通寳）という基本通貨が流通してい
ました。その貨幣を作るための「座」もあり、金貨を
作る鋳造所を「金座」、銀貨を作る鋳造所を「銀座」、
銅銭を作る鋳造所を「銭座」と呼んでいました（銭
座は銅座とも言います）。
江戸初期には、金座は京都（京都府）・駿府（静
岡県）・佐渡（新潟県）・江戸（東京都）の4箇所、
銀座は伏見（京都府）
・大阪（大阪府）
・長崎（長崎県）
・
江戸の4箇所、銭座は江戸浅草橋場をはじめ全国に
60箇所以上もあったとされています。
金座・銀座は江戸後期には江戸の一箇所に統合さ
れ、鋳造方法が異なり品質にばらつきがあった銭座
は1765（明和2）年に幕府が「金座・銀座で作ること」
として管理下に置きました。
江戸金座の跡には現在、日本銀行本店がありますが、
金座が地名として残っているのは駿府の静岡県葵区
の金座町のみです。
一方、銀座は日本各地にその名が残っており、中
央区銀座も江戸時代の「銀座役所」に由来します。
日本橋蛎殻町に「蛎殻銀座跡」
、銀座2丁目には「銀
座発祥の地 銀座役所跡」と刻まれた記念碑が建て
られています。コロナが落ち着いたらあちこちにある
金座・銀座・銭座ゆかりの場所を訪ね歩くのも楽し
文・東美 内藤
そうです！

※欄外右側の▶印は 2 穴開けのセンター位置です。

