阿南市の文化財

阿南
ふるさと
探訪

参考

湯浅良幸著 『阿波貨幣史』

鉛一割二分である。天保十二年まで
に天保通宝の鋳吹高は三百九十七万
三千二百貫文と言われる。一両につ
き四十枚が相場なのに八十枚、百枚
にも下落した。時にはそれ以上に暴
落している。重量、文銭六枚ほどの
ものを百文に通用させようとするこ
とが土台無理である。
らくしゅ
当時の落首をいくつか紹介しよう。
「光次の曽孫七光りで世をつがせ」
十六枚で小判一枚に換えられる一
朱金を光次の名を頂いていることに
変わりはない。
「前口の口へ投げ込むにせ一分」
昔は歯で噛んで真偽を確かめた。
さる
「申の年三十五疋の金が出来」
文 政 七 年 は 申 年、「 申 」 と「 疋 」
は縁語。
「赤二朱はこまった奴と金の仲間」
赤二朱は劣悪で名高い天保二朱金
にせがね
のこと。銀が金の倍以上の贋金まが
いの代物。
ろくどう
「六道の世でつい取れや四文ずつ。
この世できかぬ銭のはて」
庶民は落首によって幕府への恨み
を晴らした。
（続く）

CONCERT TOUR 2016 ～アルシラの星
～阿南公演はツアーファイナル！～
日時

科学
センター

おもしろ科学実験 （無料）
土、日曜日の午前 時～、午後２時
分～の２回実施。実施時間は約 分です。
テーマはお問い合わせください。

ホームページ http://www.ananscience.jp/science/
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土、日、祝日の午後１時 分～、３時
～の２回実施。
６月のテーマ「今夜の星空とさそり座の
お話」
当日見える星空の紹介と、この時期見
や す い「 さ そ り 座 や ア ン タ レ ス の お 話 」
をご紹介します。

デジタルプラネタリウム（無料）

大型望遠鏡を使って、その時期に見え
るいろいろな天体を見ていきます。
実施日時 毎週土曜日の午後７時～、８
時～、９時～（１日３回）
参加料 大人３００円、高校生２５０円、
小中学生２００円、幼児無料

夜間天体観望会 （有料・要予約）
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問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
６月の休館日
６日㈪、 日㈪、 日㈪、 日㈪
27

30

洋楽器を学ぶ子どもたちが練習成果を発表します。

貨と交換してくれた。しかし、現在
は兌換券ではない。一歩間違えば紙
屑になってしまう。
つまり、日銀（政府）が収入に困
阿南市文化財保護 審 議 会
って現在発行している紙幣を倍以上
会長 湯 浅 良 幸
発行して流通させたとする。これは、
国民の財産が二分の一に減ることで
阿波の藩札（四）
ある。兌換制だと保有金（銀）貨が
無いとやれない。
だ かん
銀貨の改悪
兌換紙幣
慶長銀のような良質の銀貨は次第
幕府は政策も行き詰まってくると
てっとり早い鋳貨の改悪に手を付け に影をひそめ宝永二宝銀・宝永四宝
た。今日の政府も一緒で税収が減っ 銀・天保銀・安政銀のように質の悪
てくると予算を削減せずに安易に国 い銀貨に取り換えられた。
例をあげよう。安政銀に至っては、
債を発行して一時のがれを図る。国の
借 金は即 国 民の借 金である。これか 含有率八割六分が銅である。銀の含
らど うやって国 債を 消 却するのだろ 有量はわずか一割二分。これを銀貨
と称しているが、正に銅貨ではない
うか。
これは紙幣の発行も同様である。 か。文銭でも真鍮銭・鉄銭が出現し
昭和十七（一九四二）年まで紙幣 たため銅貨の鋳潰しが行われた。
さん か ず い
『三貨図彙』にこんなことが書か
は兌換券で、例えば十円札を銀行へ
持って行くと無条件で同額の金
（銀） れている。
「永楽銭を鋳物師が買いとって銅
貨に換えた。銭を鋳潰すことは禁止
された。自然と永楽銭・唐銭が姿を
其の
消して民間は大いに困った。寛政元
年文銭を潰して仏具・燭台・火鉢等
を造った者が処罰された。文銭の質
がよいのでその黄銅を買おうとする
と一貫目、三、四十文を要した。今
文銭は一文一匁である。ひそかに銅
貨を造ると利益多し」
。
天保六（一八三五）年位発行され
た天保通宝は銅が七割八分・錫一割・

11

20

18
な ん 2016.06
広報 あ

な ん 2016.06
広報 あ

19

10月2日㈰
16:00開演（15:30開場）
場所 市民会館
入場料 8,640円
【全席指定】
※未就学児の方の
入場はご遠慮く
ださい。
チケット発売開始日
７月３日㈰ 10:00～
チケット販売場所 市民会館ほか
問い合わせは 市民会館（☎22－7000）へ
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出演者募集
■ みんなでピアノ物語

■ 谷村新司コンサート

参加資格 小学１年生から一般の方
※ピアノを使わない演奏はご遠慮ください。
開催日時 ８月27日㈯、28日㈰
場所 夢ホール（文化会館）
参加料 出演者１人あたり1,000円
※４人以上は何人でも4,000円とします。
募集期間 ６月１日㈬～７月25日㈪（先着150組）
申込方法 ①名前 ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤
演奏曲目（作曲者等） ⑥演奏所要時間（10
分以内） ⑦アンサンブルの場合は編成、
譜面台、いすの必要数 ⑧ 27 日と 28 日
のうち都合のつかない日を記入 ⑨メール
または往復はがき（７月25日㈪必着）で
お申し込みください。（演奏会は、ケーブ
ルテレビが収録放映する場合があります。）
問い合わせは 〒774-0030 阿南市富岡町西池田135
番地１ 文化会館 みんなでピアノ物語係
（☎21－0808）へ
e-mail:yumehallciviccouncil@gmail.com
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日時 ６月19日㈰ 13:30開演予定
場所 コスモホール（情報文化センター）
出演者 公募による市内在住の子どもたち
（高校生以下）
入場料 無料
問い合わせは 情報文化センター（☎44－5000）へ

元ちとせ
■ 阿南市合併１０周年記念
さだまさよしんじライブ
スペシャルゲスト
■ ジュニアコンサート

山崎まさよし、岡本定義、西 慎嗣（阿南市在住）に
よるライブです。
ゲスト 元 ちとせ
日時 ８月４日㈭
18:30開演（18:00開場）
場所 市民会館
入場料 4,500円【全席指定】
※当日券は500円増し
※未就学児の方の入場はご遠慮ください。
チケット発売開始日 ６月１日㈬
※発売初日は１人１回５枚まで購入できます。
チケット販売場所 市民会館、アピカ、平惣（阿南セン
ター店・羽ノ浦国道店・小松島バイパス店）ほか
問い合わせは 市民会館（☎22－7000）へ
天保二朱金

2015年度オーディエンス賞受賞者による演奏会です。
日時 ６月12日㈰
14:00開演
（16：30終演予定）
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 1,000円（小学生以上）
出演者 竹内郁子・西口幸江（ピアノ連弾）
宇（バリトン）
ゲスト 福井麻衣（ハープ）
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ
113

あなんカルチャー
■ ロレアコンサート

