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○巴波（うずま）川 

舟運（しゅううん＝舟による交通や貨物輸送）によって物資の集散地として北関東屈指

の賑わい。栃木の歴史の中心。問屋町、北関東の商都。東京、埼玉、千葉、茨城などへの

物資輸送。関東と南東北の流通を結ぶ結節点。元和 3 年（1617）、徳川家康の霊柩を久能

山（くのうざん）東照宮から日光山へ改装 

 

○London Canal Museum ＊もともとこのビルの建設は 1863、馬から川へ、川から車、鉄道・

地下鉄（チューブへ） 

http://www.canalmuseum.org.uk/ 

Ice waterhouse 

Horse drawn ice carts  

Regent’s Canal 

Families lived in cramped cabin 

Wall of the canal bridge, Canal art tradition 

 

 

○児童養護施設（じどうようごしせつ）とは、「環境上、養護を要する（養育に不適切な

家庭環境、家庭での生活が困難）」と児童相談所長が判断した児童を養育する児童福祉施

設である。養護学校や障害者入所施設と直接の関係はなし 

父母が死別した児童  

父母に遺棄された児童  

家庭環境不良の児童（父母の行方不明、長期入院、拘禁、離婚、再婚、心身障害など）  

保護者がいても児童虐待を受けている児童 

＊栃木県内に 10 か所ある（さくら市、宇都宮市、鹿沼市、真岡市、足利市、那須烏山市）

(2010 年 9月現在) 

 

○Foundling（捨て子・拾い子） Museum： 

http://www.foundlingmuseum.org.uk/ 

1722 年に 54 歳の Thomas Coram という人物がたった一人で始める。1739 年に→”Britain’s 

first Hospital for the Maintenace and Education of Exposed and Deserted Young 

Childeren. From 1739 to 1953, Coram’s socially enlightened venture was known as The 

Foundling Hospital.” 

“London’s most remarkable museum” 

衣服、食事、医療、教育 

 

 

○栃木市議会 

法定数３４人、条例定数３１人、現員数３１人（2010 年 4 月現在）。人口 14 万 2,500 人。 

 

○ジュエル・タワー 

The Jewel Tower (1365) ＊この用語で検索する。English Heritage 

エドワード３世の個人的な宝物庫（ほうもつこ）。1621 年に議会の記録を保管するために

使われた。1869 年に測量局（the official Weights and Measures office） 

*Parliament という用語が最初に使われたのが 1237 年 

Parliamentum（フランス語由来のよう）  
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＊ロンドンの人口は約 750 万人 

English Heritage の存在 

http://www.english-heritage.org.uk/ 

 

 

○栃木城址公園 

 

○ロンドン塔 

Tower of London 

1066 年即位のウィリアム征服王が、ロンドンを守るための要塞を建設。＊ヘンリー8 世時

代は 1509―1547 年 

http://www.hrp.org.uk/toweroflondon/ 

 

＊栃木市とロンドンに注目した理由：小江戸（こえど）とは「江戸のように栄えた町」「江

戸時代を感じさせる町」といった意味合い。都市の比喩的な表現。江戸との交易で栄え、

蔵造りの町並みであり、江戸の下町の面影が残っている。 

 

 

○日本の仏閣（ 

 

○ヒンズー教と仏教 

仏陀(=仏教を開いた釈迦)は、バラモン教の考え方であるカースト制度(*バラモン（僧侶）､

クシャトリヤ（王侯・武士）､ヴァイシャ（平民）､シュードラ（隷属民）)という四階層に

疑問を抱くようになり、･･･。 

バラモン教の一派としてのヒンドゥー教。仏教を異端派と考えて仏教を迫害 

 

○イギリスのヒンズー教寺院 

Bap Shuri Swaminarayan Mandir ＝  “Neasden Temple” 

BAPS Shri Swaminarayan Mandir, London – popularly known as the Neasden Temple – is 

the first traditional Hindu Mandir in Europe. 2,820 tonnes of Bulgarian limestone(石

灰石) and 2,000 tonnes of Italian Carrara marble were shipped to India, carved by 

over 1,500 craftsmen and reshipped to London. In all, 26,300 carved pieces were 

assembled like a giant jigsaw puzzle in less than 3 years. It is a miracle of modern 

times worked by over a thousand volunteers. It is a masterpiece of exotic design and 

workmanship that rises above London's skyline. Replete with luminescent white 

pinnacles and glittering marble pillars, it stands as a beacon for Hindus, both young 

and old throughout the world. 

Since its opening in August 1995, the Mandir has attracted devotees and visitors from 

all over the world as well as 8,600 school and group visits. 

www.mandir.org 


