
〔開催趣旨〕 

 江戸幕府の基礎を築いた三代将軍徳川家光は、鷹狩や茶会、幕府の重要行事で度々

品川を訪れた。自ら開基となり、澤庵宗彭を開山として東海寺を建立することを決定

したのは重臣を招いた品川御殿での茶会であった。当年は、寛永 16 年（1639）の東

海寺建立から 370 年にあたる。そこで、この特別展では、東海寺が所蔵する多様な資

料を中心に、家光が生きた時代の品川を紹介する。 

〔展示概要〕 

１ 徳川家光～江戸幕府の基礎を築いた将軍 

・生まれながらの将軍家光 

・日光に祀る―輪王寺大猷院霊廟― 

・東海寺に眠るゆかりの品々 

２ 御殿山の品川御殿 

・今よみがえる品川御殿 

・家光の品川御成と鷹狩 

・小堀遠州の茶の湯と品川御茶屋 

・外様大名毛利秀元の御殿山大茶会 

３ 万松山東海寺の建立 

・家光と沢庵 

・名刹・東海寺のはじまり 

・「東海寺の鎮守」北品川稲荷社 

・東海寺の大伽藍 

・大名開基の塔頭寺院 

[記念イベント] 

特別展を楽しむ会－学芸員による見どころ紹介－

日  時：10 月 25 日（日）午後２時～４時 

講  師：冨川武史、白石祐司（品川歴史館学芸員） 

特別展

「品川を愛した将軍徳川家光－品川御殿と東海寺－」

期  間  平成 21 年 10 月 11 日（日）～11月 23 日(祝) 38 日間 

  会  場  1 階ロビー 第二展示室  小講堂 

  入館者数  6,413 名 



内  容：映像による資料紹介「徳川家光と東海寺ゆかりの品々」 

     学芸員による特別展見どころ紹介  

会  場：品川歴史館講堂 

参加人数：64 名 

お茶を楽しむ会（協力：品川区華道茶道文化協会） 

日  時：11 月 3 日（祝） ①午前 10時～正午  ②午後 2時～午後 4時 

会  場：品川歴史館書院 

参加人数：163 名 

御殿山・東海寺を歩く 

日  時：11 月 8 日（日）午後 1時～午後 4時 

内  容：特別展内容紹介、御殿山周辺の史跡めぐり 

会  場：品川図書館視聴覚ホール 他 

参加人数：40 名 

記念講演会「寛永時代の江戸を語る」 

日  時：11 月 15 日（日）午後 2時～午後 4時 

講  師：竹内 誠（江戸東京博物館館長） 

会  場：品川歴史館講堂 

参加人数：76 名 

[関連事業] 

品川宿交流館同時開催展示 

「浮世絵に見る江戸名所 品川宿 東海寺 御殿山」 

会  期：9月 19 日（土）～11月 29 日（日） 

会  場：品川宿交流館 

[販売物、発行図書] 

特別展図録『品川を愛した将軍徳川家光－品川御殿と東海寺－』 

      販売価格 1,000 円（A4 145 頁） 

特別展記念「御殿山さくらクッキー」 

（協力：社会福祉法人福栄会・かもめ工房） 

      販売価格 200 円  期間中売上 610 個 

[周知] 

広報しながわ 10月１日号、屋外看板、ポスター・ちらし、歴史館ホームページ等



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 員数 所蔵先 展示期間等

1 日光山御堂総図 寛文11年（1671） 一幅
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示
No.2,3と三幅対

2 日光山御堂拝殿図 寛文11年（1671） 一幅
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示
No.1,3と三幅対

3 日光山三仏堂万部読経図 寛文11年（1671） 一幅
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示
No.1,2と三幅対

4
仁王門頭貫（内部金具下）
漆塗装断層面

承応2年（1653）～
大正7年（1918）

一個 日光社寺文化財保存会 パネル展示

5 徳川家光像 江戸時代 一幅
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示

6 徳川家光画像 法橋栄賢筆 18世紀初頭頃か 一幅 総本山長谷寺 パネル展示

7
家康公・家光公・慈眼大師御
影額

狩野常信筆 慶安5年（1652）8月17日 一面
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示

8 国重文 東照大権現像（霊夢） 狩野探幽筆
寛永16年（1639）
12月16日

一幅
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示

9 大猷院殿御忌作善帳・日光道中帳
慶安5年（1652）～
寛政12年（1800）

十六冊
（合冊）

万松山東海寺

10 当代記　第5冊
〔慶長9年（1604）
7月17日条〕

一冊 国立公文書館 10/11～11/1

11 武徳編年集成　第50冊 木村高敦著
〔慶長9年（1604）
7月17日条〕

一冊 国立公文書館 11/3～11/23

12 徳川家光画像 江戸時代 一幅 堺市博物館
10/11～10/25
以後パネル展示

13 徳川家康画像 江戸時代 一幅 堺市博物館 パネル展示

14 国重文 東照大権現祝詞 伝春日局筆 寛永16年（1639）頃か 一巻
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示

15 国重文 東照社縁起　第四巻

後水尾上皇・
青蓮院宮尊
純法親王詞
書、狩野探幽
挿絵

寛永17年（1640） 一巻
日光東照宮

（日光東照宮宝物館保管）
パネル展示

16 徳川家光歳首試筆 伝徳川家光筆
慶長18年（1613）
正月2日

一幅 万松山東海寺

17 武家諸法度 寛永12年（1635） 一冊 国立公文書館

18 家光公征夷大将軍宣旨
元和9年（1623）
7月27日

一通
日光山輪王寺

（日光山輪王寺宝物殿保
管）

パネル展示

19 徳川家光位牌 江戸時代 一基 万松山東海寺

20
染付雲之紋香炉
（伝徳川家光寄進）

中国江西省
景徳鎮窯産

中国明時代
16～17世紀

一口 万松山東海寺

21
染付松竹茶碗
（伝徳川家光寄進）

中国江西省
景徳鎮窯産

中国明時代
16～17世紀

一口 万松山東海寺

22
染付雲堂手茶碗
（伝徳川家光寄進）

中国江西省
景徳鎮窯産

中国明時代
16世紀

一口 万松山東海寺

23
楼閣人物文大合子
（伝徳川家光寄進）

清時代
17世紀

一盒 万松山東海寺 10/11～11/1

24
堆黒屈輪紋天目台
（伝徳川家光寄進）

南宋時代
13世紀

一口 万松山東海寺 11/3～11/23

25
染付唐草紋香炉
（春日局寄進）

中国明時代
16～17世紀

一口 万松山東海寺

26
呉器茶碗
（堀田正盛寄進）

朝鮮時代
17世紀

一口 万松山東海寺

27 東照宮尊号 徳川家光筆 17世紀 一幅 万松山東海寺 10/11～11/1
28 翡翠図 徳川家光筆 17世紀 一幅 万松山東海寺 10/11～11/1

特別展「品川を愛した将軍徳川家光―品川御殿と東海寺―」展示資料リスト

Ⅰ　三代将軍徳川家光

生まれながらの将軍家光

会期　平成21年10月11日（日）～11月23日（月・祝）

日光に祀る―輪王寺大猷院霊廟―



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 員数 所蔵先 展示期間等
29 枯木雀図 徳川家光筆 17世紀 一幅 万松山東海寺 11/3～11/23
30 蜆子和尚像 徳川家光筆 17世紀 一幅 万松山東海寺 11/3～11/23

31 狩野探幽肖像 狩野探美写 明治時代 一幅
池上本門寺

（池上本門寺霊宝殿保管）
パネル展示

32 桂昌院像 文化元年（1804）奉納 一幅 総本山長谷寺 パネル展示
33 桂昌院和歌懐紙 伝・桂昌院筆 （17世紀か） 一幅 万松山東海寺 11/3～11/23

34 寛永江戸全図
寛永19～20年頃
（1642～1643）

一舗
臼杵市教育委員会
（臼杵市立臼杵図書館保

管）
パネル展示

35 江戸大絵図 万治（1658～61）頃か 二舗一式
個人蔵

（香川県立ミュージアム保
管）

パネル展示

36
従江戸伏見迄木曽路中山道東
海道絵図

寛文8年（1668）か 一巻 国立国会図書館 パネル展示

37 江戸図屏風 17世紀 六曲一双 国立歴史民俗博物館
38 安宅丸の図（「御船図」所載） 今川教隆筆 江戸時代 一巻 東京国立博物館

39 品川御殿図 江戸時代 一舗 当館

10/11～10/18
10/25～11/ 3
11/15～11/23
ほかの期間は複
製展示

40 東京都 妙国寺絵図 江戸時代 一幅
鳳凰山天妙国寺
（当館寄託）

パネル展示

41 東京都 御三代御成之覚
〔寛永12年（1635）
10月2日まで〕

一巻
鳳凰山天妙国寺
（当館寄託）

42 東京都
武蔵国荏原郡南品川郷鳳凰山
妙国寺縁起

貞享2年（1685）2月 一帖
鳳凰山天妙国寺
（当館寄託）

43 小堀遠州像 狩野探幽筆 江戸時代初期 一幅 パネル展示

44 小堀遠州像
大鼎宗允賛
紫野衝山筆

江戸時代後期 一幅 滋賀県立琵琶湖文化館 パネル展示

45
大名物　油滴天目
　添・芙蓉台

中国南宋時代 一口 北村美術館 パネル展示

46 膳所光悦茶碗 本阿弥光悦作 17世紀 一口 パネル展示
47 膳所光悦茶碗 本阿弥光悦作 17世紀 一口 ＭＯＡ美術館 パネル展示
48 桜ちるの文 藤原定家筆 平安～鎌倉時代 一幅 北村美術館 パネル展示

49 小堀家譜 江戸時代中期 一通
個人蔵

（長浜市長浜城歴史博物館
寄託）

パネル展示

50 宗友記　三 小堀政方編 明和2年（1765） 一冊 国立国会図書館
10/11～11/1
以降パネル展示

51
寛永拾三丙子年日記夏
（江戸幕府日記）

〔寛永13年（1636）
5月21日条〕

一冊 姫路市立城郭研究室

52 天目（小堀遠州寄進）
中国宋～元時代
13～14世紀

一口 万松山東海寺

53
沢庵宗彭所用瓦硯・筆
（小堀遠州寄進）

正保2年（1645）
閏5月7日寄進

一面 万松山東海寺

54 下関市 毛利秀元画像
狩野探幽筆
清厳宗渭賛

慶安4年（1651）
9月上旬

一幅
長府毛利家

（下関市立長府博物館寄
託）

10/27～11/10

55 下関市 毛利甲斐守秀元略譜 毛利綱元筆
貞享元年（1684）
8月27日

一巻
長府毛利家

（下関市立長府博物館寄
託）

10/11～11/1

56
寛永十五戊寅歳八月十日家光公
毛利秀元御茶会御饗応次第

〔寛永15年（1638）〕 一冊 筑波大学附属図書館

57
寛永拾七庚辰秋年日記
（江戸幕府日記）

〔寛永17年9月16日条〕 一冊 姫路市立城郭研究室 11/3～11/23

58 下関市 梟図 徳川家光筆 17世紀 一巻
長府毛利家

（下関市立長府博物館寄
託）

11/3～11/23

59 茶杓 千利休作 桃山時代 一本 豊功神社
60 瓢箪釜 室町～桃山時代 一口 豊功神社

今よみがえる品川御殿
Ⅱ　御殿山の品川御殿

小堀遠州と品川御茶屋

外様大名毛利秀元の御殿山大茶会



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 員数 所蔵先 展示期間等

61 大硯（毛利秀元寄進）
慶安3年（1650）
3月寄進

一面 万松山東海寺

62 国重文 沢庵和尚像 沢庵宗彭自賛 寛永16年（1639）賛 一幅
龍谷山祥雲寺

（大阪市立美術館寄託）
パネル展示

63 「澤菴」道号頌 一凍紹滴筆 慶長9年（1604） 一幅
龍谷山祥雲寺

（堺市博物館寄託）
パネル展示

64 東京都 沢庵宗彭頂相
狩野探幽筆
春沢宗晃賛

明暦2年（1656）
正月（賛）

一幅 万松山東海寺 11/10～11/23

65 東京都 一円相 沢庵宗彭筆
正保2年（1645）
閏5月7日

一幅 万松山東海寺 10/11～11/1

66 夢 沢庵宗彭筆 正保2年（1645） 一幅 万松山東海寺 11/3～11/23

67
大徳寺・妙心寺入院出世復旧
申渡口上覚書

沢庵宗彭筆
寛永18年（1641）
3月28日

一幅 万松山東海寺 10/11～11/1

68 江戸幕府年寄連署奉書
酒井讃岐守・
土井大炊頭
ほか

7月28日（寛永6年） 一通 万松山東海寺 11/3～11/23

69 堀田正盛書状（沢庵宗彭宛） 堀田正盛筆 2月6日 一通 万松山東海寺

70
東海寺想絵図
（鈴木修理亮長常寄附）

万治3年（1660）
10月11日頃

一舗 万松山東海寺
10/11～11/1
以降パネル展示

71
寛永拾五戊寅年日記夏
（江戸幕府日記）

寛永15年（1638）
4月朔日条

一冊 姫路市立城郭研究室

72 沢庵書状（小出吉英宛）写 （沢庵宗彭 7月2日（寛永15年）付 一冊 国立公文書館
73 沢庵宗彭書状（小出吉英宛） 沢庵宗彭筆 4月11日（寛永15年）付 一巻 万松山東海寺

74
寛永拾六己卯年夏日記
（江戸幕府日記）

寛永16年（1639）
5月19日条

一冊 姫路市立城郭研究室

75 東京都 東海寺拝領道具帳
池原勧進、八
木勘十郎ほ
か差出

寛永16年（1639）
3月8日、4月17日、4月

21日
三冊 万松山東海寺

76 彦根市 井伊直孝画像 東溟弁日賛
江戸時代

〔正徳5年（1715）賛〕
一幅

祥寿山清凉寺
（彦根城博物館寄託）

パネル展示

77 茨城県 土井利勝画像 江戸時代 一幅 利勝山正定寺 パネル展示
78 東京都 寛永庚辰元旦詩偈 沢庵宗彭筆 寛永17年（1640）元旦 一幅 万松山東海寺 パネル展示

79 国重文 沢庵和尚像 沢庵宗彭自賛 寛永16年（1639）賛 一幅
龍谷山祥雲寺

（大阪市立美術館寄託）
パネル展示

80 小浜市 酒井忠勝画像
狩野安信筆
隠元賛

万治3年（1660）10月賛 一幅 福井県小浜市 パネル展示

81 酒井忠勝書状（春沢宗晃宛） 酒井忠勝筆
12月11日

〔慶安元(1648）年〕
一通 万松山東海寺

82 春沢宗晃頂相 春沢宗晃自賛 寛文～元禄期か 一幅 万松山東海寺 パネル展示

83 重書
元禄9年（1696）～
元文2年（1737）

一巻 万松山東海寺 ※図録未掲載資料

84 稲葉正勝像 住吉尚貞筆 江戸時代 一幅 神奈川県立歴史博物館 パネル展示
85 文京区 春日局像 狩野探幽筆 寛永16年（1639）頃 一幅 天沢山麟祥院 パネル展示

86 祈祷殿建立棟札 天倫宗忽作
元禄7年（1694）
12月10日

一枚 万松山東海寺

87 萬松山東海禅寺祠堂記 天柱義雪作 元禄15年（1702）3月 一枚 万松山東海寺
88 萬松山東海寺十境板 天倫宗忽作 元禄7年（1694）12月 一枚 万松山東海寺

89 万年石記 辻宗範筆 文化7年（1810）写 一冊
近江孤篷庵

（長浜市長浜城歴史博物館
寄託）

パネル展示（前
期第2会場・後期
第1会場）

90 東海寺梵鐘（拓本） 椎名良寛鋳造 元禄5年（1692）3月寄進 一基 万松山東海寺 銘文4面展示

91 東海寺一山惣絵図 嘉永5年（1852）2月 一舗 万松山東海寺
11/3～11/23
（10/11～11/1は
パネル展示）

92 山門扁額草「潮音閣」
公辨法親王
筆

17世紀 一幅 万松山東海寺
10/11～11/1
（以降パネル展

示）

93 品川東海寺地絵図 （甲良若狭控） 嘉永5年（1852）2月 一舗
東京都立中央図書館
東京誌料文庫

11/3～11/23
（10/11～11/1は
パネル展示）

94 品川東海寺絵図帳 嘉永5年（1852）2月
一帖
（折本）

東京都立中央図書館
東京誌料文庫

11/3～11/23
（10/11～11/1は
パネル展示）

95 十六羅漢坐像 康伝作 元禄7年（1694）か 十六躯 万松山東海寺

禅僧沢庵宗彭
Ⅲ　万松山東海寺の建立

名刹・東海寺のはじまり



番号 指定 資料名 作者・編者等 年代 員数 所蔵先 展示期間等

96
東海寺惣絵図
（柏木伊兵衛寄附）

元禄7年（1694）
12月11日

一舗 万松山東海寺 パネル展示

97 東海寺絵図 寛政12年（1800）2月 一舗 万松山東海寺 パネル展示
98 東海寺一山惣絵図 嘉永5年（1852）2月 一舗 万松山東海寺 パネル展示

99 江戸名所図会　巻二 斎藤月岑ほか 天保5年（1834） 一冊 当館
パネル展示（前期
第2・後期第1会

場）

100 品川区 境内絵図 元禄7年（1694）以降か 一舗 品川神社 パネル展示
101 品川区 神輿（徳川家康寄進葵神輿） 17世紀 一基 品川神社 パネル展示

102 品川東海寺絵図帳 嘉永5年（1852）2月
一帖
（折本）

東京都立中央図書館
東京誌料文庫

パネル展示

103 小出吉親像
狩野探幽筆
傳外宗左賛

17世紀 一幅
徳雲寺

（南丹市立文化博物館寄
託）

パネル展示

104 細川光尚画像 清厳宗渭賛 江戸時代 一幅 永青文庫 パネル展示

105 品川東海寺絵図 江戸時代 一舗
永青文庫

（熊本大学附属図書館寄
託）

パネル展示

106 東京都 臨川院落成賀偈 沢庵宗彭筆 寛永16年（1839）11月 一幅 万松山東海寺 パネル展示
107 東海寺本尊釈迦三尊像 伝・卯吉作 南北朝～室町時代か 三躯 万松山東海寺 パネル展示

3）　11/2に展示替を行います。

東海寺の大伽藍

2）　「展示期間等」欄のうち、空欄になっている資料は、実物を通期展示（10月11日～11月23日）いたします。パネル資料は原則通期展示で

「東海寺の鎮守」北品川稲荷社

大名開基の塔頭寺院

1）　「番号」欄は、本リスト上のものであり、実際の展示資料には番号は付しておりません。
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