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横浜が発祥地巡り

～第６回～

2016 年 6 月 2 日 （木）
みなとみらい線・元町中華街駅（５番元町口）
10 時 00 分
ＪＲ根岸線（京浜東北線）・石川町駅 15：00 時頃
歩行距離 約３～4km

① アメリカ公使邸・海軍病院跡（アメリカ山公園）

⑩日本バブテスト発祥の地（代官坂）

②フランス領事館・領事官邸跡（フランス山）

⑪代官屋敷（石川徳右衛門家・代官坂）

③西洋式劇場ゲーテ座（岩崎博物館）

⑫日本最初の給水業（元町公園）

④外国人墓地（山手）

⑬生麦事件犠牲者の墓（外国人墓地）

⑤最初のプロテスタント教会（山手聖公会）

⑭パン発祥地（元町ウチキパン）

⑥横浜バプテスト神学校発祥の地（元町公園）

⑮（昼食：中華街/福龍酒家）

⑦西洋瓦製造工場（元町公園）

⑯日本カトリック教会発祥地（横浜ディアタワー玄関）

⑧大正活映撮影所発祥の地（元町公園）

⑰洋裁発祥の地（メトロタワー山下町玄関）

⑨塗装業発祥の地（元町公園）

⑱シドモア桜（谷戸橋横）
⑲西洋家具発祥地（元町商店街）

（１）アメリカ公使邸・海軍病院跡（アメリカ山公園）
横浜外国人墓地の北側斜面とみなとみらい線元町・中華街駅の駅舎（東側改札口および元町口）
上部とを一体的に整備した全国初の立体都市公園。横浜市が開港 150 周年となる 2009 年（平成 21 年）8 月 7 日
に一部開園した。駅舎のある元町地区と外人墓地のある山手地区の丘では 18m の高低差がある。2012 年 4 月 1
日に全面オープンした。
名前の由来は明治初期、アメリカ公使館（実際には書記官のみが住み、公使は 27 番の私邸で実務）があったこと
と、米国海軍病院（明治 4 年初代、明治 41 年 2 代目）、米軍住宅など、アメリカと縁のある土地だった為。
～アメリカ大使館の歴史～
下田の玉泉寺→東京麻布の善福寺→横浜の居留地（本覚寺、山手）→東京築地の居留地→東京赤坂（1890 年）

アメリカ海軍病院（明治４１年）

現在のアメリカ山公園

アメリカ公使邸（山手 27 番）

（２）フランス領事館・領事官邸跡（フランス山）
「フランス山」は港の見える丘公園の中の一区画です。フランス山は幕末から明治初期にかけてフランス軍が駐屯
したところで、そこから「フランス山」の名が付いています。平成 14 年度から平成 16 年度にかけて段階的に整備が
行われ、かつてのフランス軍駐屯地、フランス領事館の跡地としての歴史を偲ばせる庭園として再オープンしてい
ます。
フランス軍駐屯
江戸時代末期、1862 年（文久 2 年）に起きた生麦事件が象徴するように、
攘夷派の浪人などによる外国人殺傷事件が少なくなかった。これを受けてイギリスとフランスは自国民の保護を名
目に、横浜居留地への自国軍の駐屯を決定する。幕府もこれを認め、1863 年（文久 3 年）にはフランス海兵隊が
横浜に到着、山手 186 番に駐屯を開始した。現在の「フランス山」である。
3000 坪ほどの駐屯地には三棟の建物が日本側の費用負担で建てられ、駐屯したフランス軍兵士は陸軍 20 名か
ら始まって、その後は 300 名以上を数えた。明治８年、全面撤退。
フランス軍が撤退した後、明治 29 年に「フランス山」下方に領事館が、上方の区域に領事官邸が完成した。
しかし、その領事館も領事官邸ともども 1923 年（大正 12 年）の関東大震災で倒壊してしまう。
震災後、1930 年（昭和 5 年）に領事官邸が、旧領事官邸跡に再建されている。
その領事官邸は戦後の 1947 年（昭和 22 年）、不審火で焼失してしまった。
時を経て 1971 年（昭和 46 年）横浜市がフランス山をフランス政府から購入、公園として整備し
翌 1972 年（昭和 47 年）開園。平成 14 年度か～平成 16 年度にかけて再整備が行われ現在に至る。

領事官邸（右）と風車

フランス軍兵舎

フランス山（マリンタワーから）

（3）西洋式劇場ゲーテ座（岩崎博物館）
ゲーテ座は、わが国初の本格的演劇場です。
最初は居留外国人達の案をもとに、フランスの建築家である ポール・サルダの設計に基づき、
1870 年（明治 3 年）に横浜居留地の 38 番地に建てられたもので、その後、パブリックホールとして使用され、
数々の催し物のために利用されたのであります。
だが、人々の「より広いパブリックホールの建築を」との運動が起こり、1885 年（明治 18 年）4 月 18 日に
現在の場所である港の見える丘公園近くに装いも新たなホールが建設されました。
因みに当時の収容人員は 350 人でした。
この建物がゲーテ座と呼ばれるようになったのは、 1908 年(明治 41 年)12 月以降の事であり、
演劇・音楽会・講演会など、多種多様な目的に利用されたのでした。
当時の観客は、やはり外国人が主体であり、日本人は少なかったようです。
しかし、その少ない日本人観客の中には著名人が多く、滝廉太郎や坪内逍遥、北村透谷に
芥川龍之介、 そして横浜ではお馴染みの大仏次郎など、後の日本文化に大きな影響を与える人物が
ここゲーテ座に通い詰めたのでした。
その後に起きた 1923 年（大正 12 年）の関東大震災によって、 一旦は建物が崩壊しましたが、
1980 年（昭和 55 年）、岩崎学園によって復元され、 衣服やアクセサリーなどの服飾関係の展示品、
ゲーテ座にまつわる資料が収められています。尚、ゲーテ座の「ゲーテ」の語源は、
詩人のゲーテではなく、英語の「陽気・愉快・快活」という言葉がその命名の由来となっています。
～劇場の始りは～
1864 年（元治元年）11 月、リズレーの開いた居留地 102 番のアンフィシアター（円形劇場）が最初。
翌年ロイヤル・オリンピック劇場と改称する。
次にできたのは居留地 225 番の中国劇場、当初会芳楼（かいほうろう）、
のち同志劇場（どうしげきじょう）、さらに和親劇場（わしんげきじょう）と称した。

岩崎博物館

岩崎博物館のゲーテ座

本町通りのゲーテ座

アマチュア劇団（1869 年）

山手のゲーテ座（明治 18 年）

（4）山手外国人墓地
山手外国人墓地の始まりはペリー来航時に遡る。安政元年（1854 年）、日米会談のため横浜に来航した
艦隊のミシシッピー号の水兵のウィリアムズが墜死し、ペリーが要求した「海の見える地」という条件にも合う、
現在の元町にあった増徳院の境内に埋葬された。しかし、日米和親条約によって伊豆下田の玉泉寺に
米国人用墓地が作られることになり、ウィリアムズの遺体はこの 3 ヶ月後に玉泉寺に改葬されている。
安政 6 年（1859 年）、アメリカなどと結ばれた修好通商条約によって、下田に代わって横浜が開港した。
それから間もなく、2 人のロシア艦隊員が何者かに殺害され、増徳院境内に埋葬された。
その際、幕府は石塔や囲いの設置をロシア政府に約束し、土地が狭かったので隣接する農民の畑も買収した。
翌、安政 7 年（1860 年）には、オランダ人船長と商人の 2 人が殺害され、やはり増徳院境内に埋葬された。
しかし、元々、増徳院境内には日本人の墓もあったが別の墓地に移されることになる。さらに翌年には、
とかく評判の悪かったさる英国領事が、病死したイギリス人水夫を別の場所に勝手に埋葬して問題になった。
そこで、幕府は約 5300 平方メートルの土地を柵で囲って外国人の墓域に定めた。その後、拡張を重ね、
明治 11 年（1878 年）までに現在の墓域が確定した。
実は、横浜外国人墓地は現在まで、外国人に無償で貸与されている。幕末に有料化が検討されたが、
攘夷派浪人の凶刃によって不慮の死を遂げた外国人が多かったこともあり、国際親善の観点から
無償貸与と決まった。 幕末には、幕府が土地や柵を造成し、外国領事団に貸与する形式だったが、
明治 2 年（1869 年）に全ての管理を外国側に委ねることになり、明治 3 年（1870 年）に外国領事団から
居留外国人の代表で作る管理委員会に管理権が委譲された。この委員会は明治 33 年（1900 年）に、
財団法人横浜外国人墓地となり、現在に至っている。
*現在は 3 月～12 月末の毎週土・日・祭日（雨天を除く）の午後 12 時 00 分～午後 4 時 00 分に、
「OPEN HOUSE」と題して山側にある墓地を一般公開し、ボランティアが案内して回っている
*横浜には４つの外国人墓地があります。
①山手外国人墓地、②根岸外国人墓地、③中華義荘（中区大芝台）、④英連邦戦没者墓地（保土ヶ谷）

①山手外国人墓地

埋葬者名盤

山手外国人墓地（明治中期）

②根岸外国人墓地

③中華義荘

④英連邦戦没者墓地

（5）最初のプロテスタント教会（山手聖公会）
１８６３年（文久３年）、横浜に居留していた英米人によって居留地１０５番（現在の前田橋際）に、
日本初のプロテスタント教会堂として建設された「クライスト・チャーチ」でした。
明治３４年（1901）山手の現在地に移され、尖塔がそびえる赤レンガ造の教会堂が建てられました。
関東大震災で倒壊したが昭和６年（１９３１）英国聖公会の援助によって、大谷石の外壁をもつ現在の
教会堂が再建されました。それが山手聖公会です。
*２００５年（平成 17 年）．１．４ 信者の放火で内部が全焼しました。
幸い外壁などは残っていて修復が終わりました。
*開港広場横の海岸教会が日本初のプロテスタント教会とする見方もある。
（開港資料館の見解はクライスト・チャーチが初のプロテスタント教会堂としている）

クライスト・チャーチ（1863 年）

２代目（明治３４年）

山手聖公会（昭和６年）

（6）横浜バプテスト神学校発祥の地（元町公園）
アメリカ北部バプテスト(キリスト教プロテスタントの一教派)は，1873(明治 6)年に
宣教師・ネーサン・ブラウン夫妻を日本に派遣して 宣教活動を始め， 横浜に日本バプテスト横浜教会を
設立した。1884(明治 17)年には 代官坂東側の山の上に“横浜バプテスト神学校”を創立，
牧師・伝道師の養成を開始した。
1910(明治 43)年： 「横浜バプテスト神学校」は「福岡バプテスト神学校」と合併して
「日本バプテスト神学校」となり 東京小石川へ移転した。
1918(大正 7)年：「東京学院」(旧・東京中学院)と合併して，同校の神学部となった。
1927(昭和 2)年：「東京学院」は「中学関東学院」と合併して 「財団法人 関東学院」となり，
神学部も横浜に移転。
1935(昭和 10)年：神学部は青山学院と合併，1943(昭和 18)年に閉鎖された。
*元町中華街駅から 元町公園の右側（額坂）の階段坂を登っていくと，坂の中ほどの民家の横に
プレート型の発祥碑が建っています。
この碑は 関東学院の創立 125 周年記念事業の一環として，2009(平成 21)年に建立された。
（横浜バプテスト神学校を創立した 10 月 6 日は関東学院の創立記念日になっています）

横浜バプテスト神学校発祥の地碑

当時のバプテスト神学校（1884 年）

碑のある元町公園脇の額坂

（7）西洋瓦製造工場（元町公園）
横浜開港後、来日した西洋人は、はじめ和（日本）瓦で葺かれた日本風の建物に住んでいましたが、
しだいに自国風の建物を建て始めます。しかし、建築資材である西洋瓦やレンガ等を舶来品に
頼っていたため、品不足に悩まされることもしばしばでした。
このことに目を付けたフランス人実業家Ａ．ジェラ－ルは、明治初期に日本最初の本格的な西洋瓦と
レンガの製造工場（A.GERARD'S STEAM TILE AND BRICKWORKS）を始めました。
西洋瓦にはスパニッシュ瓦（スペイン）やフランス瓦（フランス）などの種類があり、ジェラ－ル瓦は
フランス瓦に分類されます。ストレ－ト型（長方形）で、上下左右につめ状の凹凸をつけ、
相互に噛み合わせながら瓦桟に引っ掛けて噴き上げていく技法に特徴があります。
この元町公園プ－ル管理棟の屋根の一部は、そのジェラ－ル瓦（黒色系統の中期型に
分類される１８７８．１８８５．１８８７年銘入り）で葺かれています。
レンガ工場については 1923 年（大正 12 年）に起きた関東大震災による崖崩れで倒壊してしまいましたが
後に、レンガ工場が建っていた場所に元町プールの管理棟をジェラールが造っていた西洋瓦と同じのを使い、
デザインはレンガ工場をイメージして建てられました。今も尚、レンガ工場だった時の面影が見受けられます。

元町公園プ－ル管理棟

山手 80 番館遺跡

西洋瓦とレンガの製造工場

初期の煉瓦

ジェラ－ル

（8）大正活映撮影所発祥の地（元町公園）
1920 年（大正 9 年）4 月、東洋汽船社長で浅野財閥総帥浅野総一郎の次男、浅野良三が、
「大正活動写真株式会社」として神奈川県横浜市に設立した。本社は山下町 31 番地（現・中区元町 1 丁目 31 番
地）に置き、現在もつづく「元町通り」に面していた。「大活撮影所」は山下町 77 番地（現・元町 1 丁目 77 番地）にあ
った。同社は、文芸顧問に谷崎潤一郎、撮影所長にトーマス・栗原を迎えた。18 歳になったばかりの谷崎の
妻の妹に「葉山三千子」という芸名を名づけ、主演させた設立第一作『アマチュア倶楽部』（1920 年 11 月 19 日）を
皮切りに、栗原監督・谷崎脚本コンビの作品を中心に製作した。同社は劇映画のほか、ドキュメンタリーも手がけ、
アメリカ映画の輸入・配給、活動写真館の経営も行っていた。ちなみに『アマチュア倶楽部』には谷崎夫人と令嬢も
出演している。そもそも大活は、1918 年、浅野が在日米人ベンジャミン・ブロツキーが支配人をつとめていた「東洋
フィルム」社を支援したところから始まった。「大活撮影所」ももともとはブロツキーが 1916 年に同地に建てたもので
あり、このころにはハリウッド出身のアメリカ人装置家ジョージ・チャップマンらがおり、尾崎庄太郎は彼らに「ハリウ
ッド式」を仕込まれている。大正活動写真株式会社は近代的な映画制作を開始した画期的な企業であった。
現在横浜市がこの撮影所跡（元町公園）に「大正活映撮影所跡」という石碑を建てています。

大正活映撮影所跡碑

元町公園

谷崎潤一郎

（9）塗装業発祥の地（元町公園）
日本における塗装の始まりは、1854 年（嘉永 7 年）2 月 13 日、ペリー再来航の際、林大学頭（はやしだいがくのか
み）が江戸の渋塗職人町田辰五郎に通商交渉を行う横浜応接所（現在の横浜開港資料館付近）建物外部のペン
キ塗装を命じて、これがきっかけで、町田辰五郎は幕府からペンキの一手取り扱いと、外国公館（領事館・公使館）
塗装の特権を与えられました。1856 年（安政 3 年）にアメリカ総領事ハリスは、神奈川宿本覚寺を領事館と定め、
本覚寺をすべて白ペンキで塗った。これを機に、本覚寺に「全国塗装業者合同慰霊碑」が建立されました。
1865 年（慶応元年）に大工のＴ．Ｓ．スミスが塗装業を始めました。日本人では伊藤幸太郎と桜井鉄五郎がペンキ
塗装業を始め、1872 年（明治 5 年）鉄道建設の停車場の工事を請け負った。また、元町公園にある「我国塗装発
祥地」いわゆるペンキ発祥の記念碑と、元町公園とは何ら関係がない為、何故元町公園に建てられたか、いまだに
分かっていません。 1866(慶応２)年 11 月 26 日、関内で大火が発生し、それ以後西洋建築の建物が建てられ、ペ
ンキ塗装の需要も高まっていきました。

我国塗装発祥地碑

本覚寺

伊藤幸太郎

桜井鉄五郎

（10）日本バブテスト発祥の地（代官坂）
1549 年（天文 18 年）、カトリック教会イエズス会のフランシスコ・ザビエルによって 日本に初めてキリスト教が伝え
られました。 当時は戦国時代でしたが、50 年間に信者は 45 万人に達したと言われています。 しかし、やがて禁
教令が出され、鎖国の時代に入り多くの信者が殉教の死をとげました。 次にキリスト教が伝えられたのは、1859
年（安政 6 年）の開国以後、 外国の宣教師たちがやって来るようになってからです。 19 世紀中に、カトリック教
会、プロテスタント諸教派、正教会など、 伝統的なキリスト教会のほとんどが、日本に伝道して教会をたてました。
米国バプテスト宣教師同盟の宣教師 ネーサン・ブラウン，ジョナサン・ゴーブル両夫妻は、 1873 年(明治 6 年)3
月 2 日に横浜山手 203 番の地に、教会堂（今日の日本バプテスト横浜教会）を設立しました。 日本における最初
のバプテスト教会であり、２番目のプロテスタント教会です。教会のメンバーは四人の宣教師夫妻だけで、日本人
信徒はいなかったそうです。 彼らは、2 月 7 日に日本に着いたばかりであり、 日本人信徒がいなくとも、仮住まい
の家であろうとも、 一日も早く「神の家」である教会を日本に建てることが第一と考えたそうです。
その後この教会堂は火災で消失し、明治２７年（１８９４）Ａ・Ａベンネットが横浜第一バブテスト教会と称し、教会堂
を代官坂の途中、山手７５番地（現在碑がある場所）に移転しました。
1884 年（明治 17 年）には、横浜山手 64 番に 横浜バプテスト神学校（現在の関東学院の前身）が創立されていま
す。ﾍﾞﾝﾈｯﾄは横浜ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ神学校の初代校長です。バプテスト教会は プロテスタント教会の一教派で, 日本には
現在 300 余りの教会があると言われる。バプテストとは「浸礼をする者」という意味に由来する名前。キリスト教プ
ロテスタントの教派の一つ。信仰の自由と独立を重んじ、民主的な運営が特色。
17 世紀（1600 年代）頃にイギリスで始まった教派だが、アメリカに最も多く分布している。

日本バブテスト発祥の地碑

ベンネット

代官坂

（11）代官屋敷（石川徳右衛門家・代官坂）
代官坂は、山手の丘を越えて北方・本牧へ行く道で、箕輪坂と称していましたが、坂の途中この地に横浜村名主石
川徳右衛門が居住していたことから、代官坂とよばれています。幕末開港前後の当主徳右衛門は、日米和親条約
締結のための応接場の設営、食糧、その他の設備一切を掌りました。嘉永７年（１８５４）３月９日（４月６日）ペリ－
が横浜村に上陸し住民の暮らしぶりを視察したおり屋敷を訪れ、徳右衛門が供応した様子が「ベルリ提督日本遠
征記」に記されています。その後徳右衛門は、横浜町惣年寄となり町政を担当しました。

当時の石川家

現在の石川家

石川徳右衛門

横浜村周辺は、開港期に神奈川奉行所預かりとなり石川家は代官ではなかったのですが、ペリーが横浜村名主を
町長と考えて表敬訪問したため呼ばれるようになったなどの幾つかの言い伝えがあります。それで、明治２０年代
から、石川家が代官屋敷、旧箕輪坂が代官坂と呼ばれるようになりました。

（12）日本最初の給水業（元町公園）
元町公園にある水は水質が良いため、フランス人アルフレッド・ジェラールが
横浜港に停泊している船まで運んで商売をしていました。これが日本で最初の船舶給水業の
はじまりでした。ジェラールが元町公園に湧いていた水を売っていたことからそこは、水屋敷と
言う風に言われ始めたわけですが、給水業だけでなく西洋瓦や、レンガ工場、軍用日用品供給業、
肉屋を居留地で営み始めていきました。
水屋敷の貯水槽については、今も尚、元町公園の入口付近に残されております。
*ジェラ－ルの水屋敷とは
横浜の市街地の井戸の水は塩分を含んでいて、飲用には適していませんでした。
他方、丘陵地帯の麓には良質の湧水が多く、上水道が整備されるまでは、そうした湧水を汲んで
市中を売り歩く「水屋」の姿も見られました。
この点に着目したジェラ－ルは、山手の麓に水源を確保し、パイプを敷設して、山下居留地や寄港船舶に
供給しました。これを見た横浜の人々は、ジェラ－ルの給水業のための施設のことを
「水屋敷」と呼ぶようになりました。
*ジェラ－ル水屋敷地下貯水槽の概要
幕末から横浜に居留したフランス人、Ａ．ジェラ－ルは、山手の丘の麓に湧いている良質の湧水に着目し、
貯水施設をつくり船舶に供給する給水業を営んだ。本施設はそのための地下貯水槽。
同氏はジェラ－ル瓦として名高いフランス瓦製造業も併業し、これら施設はジェラ－ルの水屋敷として
親しまれた。平成１１年度の元町公園の再整備に伴い、この地下貯水槽はポケットパ－ク的に整備された。

ジェラ－ル水屋敷地下貯水槽

現在も湧出ている

ジェラ－ルの工場（1886 年）

水屋（1870 年）

ジェラ－ルの工場（1890 年）

（13）生麦事件犠牲者の墓（外国人墓地）
文久 2 年（1862 年）8 月 21 日薩摩の島津久光が江戸からの京都へ帰る途中、生麦村を通過の際、
行列に馬で乗り入れた上海のイギリス商人チャールズ・レノックス・リチャードソンら４人を殺傷した事件。
（1 名死亡、2 名重傷）リチャードソンが死亡し、ウィリアム・マーシャルとウッドソープ・Ｃ・クラークは深手を負いまし
たが脱出でき、マーガレット・ボロデール夫人は帽子と髪の一部がとばされただけで無傷でした。
事件後もマーシャルとクラークは横浜で引き続き商業に従事し、後年、横浜で没しています。ボロデール夫人は事
件後、間もなくイギリスに帰国しましたが、娘を出産した際に難産もあって亡くなっています。
３人の墓石です。手前に横たわっているのがリチャードソンで、左奥がマーシャル、右奥がクラークです。
従来、犠牲者三人の墓は離ればなれになっておりましたが、老朽化していた為、
平成 18 年、修復すると同時にリチャードソンの墓の傍にマーシャル、クラークの墓も集められました。

犠牲者三人の墓

４人殺傷事件の様子

事件現場の生麦村

（14）パン発祥地（元町ウチキパン）
日本で始めて、パンの製造を始めたの日本人である。フランス軍艦ドルドーニュ号乗り組みの
コックから手ほどきを受け、日本の小麦粉で「ゆでだんご」のようなパンを焼きました。
1860 年（万延元年）「お貸長屋」（現在の横浜開港資料館の辺り）で、「パンのような焼饅頭のようなものパン」を焼
き、「和風パン屋」として開業します。
その日本人が内海兵吉です。1861 年（文久元年）にアメリカ人のグッドマンが開業するが、火事でが全焼し、翌年
2 月に「横浜最初のヨーロッパ風パン屋」を新規開店する。
1864 年、グッドマンは病気のため一時日本を離れるので、その間、英人のロバートクラークに任せました。
グッドマンは 1865 年（慶応元年）に再び来日し、営業を再開しています。
クラークもそのまま横浜に落ち着きこの年、135 番に「横浜ベーカリー」を開業。
その後、「横浜ベイカリー」は 1888 年（明治 21 年）に打木彦太郎がこの商号を継承した。
そのパン屋が元町にあり、今も営業している「ウチキパン」です。

現在のウチキパン

SINCE1888 の文字が

当時の様子

打木彦太郎

（16）開国後最初のカトリック教会（横浜ディアタワー玄関）
１８６２年（文久２年）開国後、居留地の外国人への布教の為に、最初の教会として居留地８０番地（現在の中華街
東門近く）にフランス人宣教師ジラール師によって建てられました。
居留地が過密になり、山手地区の住宅が増えたので、教会も環境のよい山手へ 1906 年（明治 39 年）に移転しま
した。双塔をもつゴシック様式レンガ造りの大聖堂（２代目）が建てられました、ところがこの壮重な建物は関東大震
災により倒壊し、１９３３年（昭和８年）３代目の現在の聖堂へとその歴史が引き継がれました
*記念碑は昭和３７年（１９６２）、天主堂創建１００年記念して碑が建てられました。
記念碑のある場所・元町中華街駅２番出口すぐ。

横浜天主堂跡碑

大鐘の聖別式（1863 年）

宣教師ジラール師

初代 天主堂

２代目 天主堂（山手）

現代３代目の天主堂（山手）

*エピソード
1863（文久 3 年） 1 月２０日神奈川奉行安部正外（まさひろ）は居留地の天主堂に捕吏を遣わし
見物していた５０余人の中の 33 人を捕らえ戸部村にある奉行所の牢に入れてしまった。
これを目撃していたジラール神父は早速にフランス国公使、ド・べルクールへ知らせた、そこで公使は神奈川奉行
に釈放を求めたところ、直接幕府と交渉してもらいたいと言う事であった、そのため正月 26 日に幕府老中に掛け合
った処、2 月 5 日老中は神奈川奉行に釈放を命じた為 2 月 14 日までには全員が釈放され事件はおさまった。
*最初の火の見
1864 年（元治元年）２月 26 日の居留地消防隊の会合で、居留地 80 番横浜天主堂のムニク神父と
協議の上、天主堂の鐘をファイヤー・アラームとして使用し監視人を置くことで合意。
居留地内の火事では１撃、日本人街２撃、弁天のオランダ領事館一帯は３撃、元町方面は４撃と決められた。1871
（明治 4 年）に消防隊自前の火の見櫓が建てられ、天主堂の鐘のファイヤー・アラームと

（17）洋裁発祥の地（メトロタワー山下町玄関）
日本の洋裁業発祥は、１８６３年（文久３年）１１月２７日に開業した英国人ピアソン夫人のサムエル・クリフト支店が
最初です。日本人では宣教師ブラウン夫人の傭人だった沢野辰五郎が早い。
この店のあった横浜居留地９７番は今の山下町９７あたりです。
すぐ近くの本町通りのホテルサンポート、現「メトロタワー山下町」の入り口左手に「日本洋裁業発祥顕彰碑」が平
成７年に建てられました。

日本洋裁業発祥顕彰碑

元町中華街駅 3 番出口

ビンセンド商会（明治 19 年）

みなとみらい線元町中華街 3 番出口の建物は明治時代にこの場所にあった婦人衣服製縫所ビンセンド商会の建
物外観をイメージしたものです。

（18）シドモア桜（谷戸橋横・元町側）
度々日本を訪れた親日家のシドモア（著作家・写真家・地理学者）は、日本滞在中に観た向島の桜に心を掴み、
1885 年（明治 18 年）にワシントンへ帰国する際にワシントン D.C.に日本の桜を植える計画を着想した。
シドモアの桜並木計画は 1909 年（明治 42 年）、大統領となったウィリアム・タフトの妻ヘレン・タフトが興味を示した
ことで現実化し、2000 本の桜の苗木をアメリカへ送られましたが病害虫への懸念から苗木の焼却処分に終わり、
実現には至らなかった。
1912 年（明治 45 年）の 2 度目の寄贈苗木は３０２０本に増えました。 これらの桜穂木は有名な東京郊外の足立
区の荒川堤から採取されたものであり、そして兵庫県伊丹市で特別に選定された台木に接木されました。
日米友好の桜はその後、多くの人々の熱意によって守られ見事に成長し、今では首都に春の訪れをを告げる花と
なり多くの人々が訪れています。
横浜外国人墓地にあるシドモアの墓碑の傍らには、1991 年（平成 3 年）にポトマック河畔から「里帰り」した桜がシ
ドモア桜の会によって植えられ、「シドモア桜」と名付けられています。
この桜はシドモアの墓碑の傍らに植えられた桜から接ぎ木により苗木が作られ、そこから育った苗木を平成１８年３
月にシドモア桜の会によってここへ植えられました。

シドモアの墓

シドモア桜の説明板

シドモア

シドモア桜

（19）西洋家具発祥の地（元町商店街）
今から約 150 年程前に横浜で日本人の手によって西洋家具を製造する技術文化が咲き始めました。
その始まりは、徳川幕府開国後の横浜にまで遡り、それまでの横浜には外国人の暮らしに適った家具が一つも存
在しませんでした。
1863 年（文久 3 年）に英国人のゴールマンが横浜に住む馬具職人の原安造に椅子の修理を依頼したところゴール
マンはその出来栄えに感心して、本格的な洋家具の製作を依頼しました。
これが横浜から文明開化された西洋家具への始まりです。
この優れた伝統を今も継承しているのがダニエルの洋家具で日本最初として伝統に極めて忠実に造っています。
また、これらの製法で作られた家具を「横浜クラシック家具」と言い、山下公園近くに建つ「ホテル・ニューグランド」
では、昭和初期に製作された家具を現在も目にすることができます。ダニエルという名称は誰もが忘れず、親しみ
の持てるブランドとして命名され、今も人々に愛されつづけています。
ゴールマンから伝統を受け継ぎ、ダニエルを創業したのが、咲寿武道と高橋保一の二人。
このダニエルは、先人の伝統技術を大切に守り続け、今も元町商店街に立派なショールームを構えています。

現在のダニエル（イズミ家具店）

以前のイズミ家具店

｛*1｝ダニエルの泉（店内）

ダニエル家具

｛*2｝赤い大きな椅子

元町商店街

｛*1｝ダニエルの泉
店内にある泉は大正 12 年 9 月 1 日の関東大震災や昭和 20 年 5 月 29 日の横浜大空襲の災害時に
多くの地域住民がこの泉の水によって救われたと伝えられています。
この泉が屋号の由来となっています。 店内で見ることができます。
｛*2｝ダニエルの赤い大きな椅子
約 40 年前から置いてある赤い大きな椅子は最初は茶色で現在では色も変わり、
２代目の大きな椅子となり 元町の名物写真スポットとなっています。

～元町～
1859 年の横浜開港までは半農半漁の村落であったが、1860 年 2 月の横浜開港に伴って立ち退いた
旧横浜村住民がこの地に移住したことで「横浜元町」と呼ばれるようになる。明治維新の頃には
外国人向けの商店
街として栄え、「元
町」と改称された。
開港後の山下町に
山下居留地が、山

元町

埋め立て

手に山手居留地が
それぞれ設けられ、
両地区を結ぶ場所
にあった元町通り
は、居留者らが日
常的に多く行き交う
ところとなり、外国
人を相手にした商
売が盛んに行われるようになる。（漁業権もはく奪され作徳料という補償金を元手に商売を始めた）
特に職人の町として、パン、西洋菓子、洋服仕立、クリーニング、絵葉書店、写真館、元町家具など、賑わっていま
した。
鞄のキタムラ

創立 1882（明治 15）年

宮崎生花店

創立 1873（明治 6）年

貸自転車

創立 1877（明治 10）年

貸自転車業
1877 年（明治 10 年）の横浜元町の三丁目で石川孫右衛門が日本人初の貸自転車業を開業しました。
貸自転車業を始めるまでの経緯としては、1877 年に孫右衛門が居留地 31 番地のチリドル商会を通りかかったと
きに館主チリドルが自転車に乗っているのを見かけました。乗り方をチリドルに教わり、このとき孫右衛門は自転車
を時間貸しにすれば大いに儲けることができると考え、チリドル商会に自転車を注文しました。この当時の自転車
は借りるのにも高値で 1 時間 25 銭（当時は鰻重は 20 銭ほど）にもかかわらず貸自転車は不足するほど大繁盛で
した。

