
今回のテーマはさいたま市の伝統産業の１つ「盆栽」です。盆栽は

いつから始まったのでしょう。なぜ北区には「盆栽町」という変わっ

た地名があるのでしょうか。大宮盆栽美術館を訪ねて共に探ってま

いりましょう。 



大宮盆栽村とは？ 

 大宮盆栽村は東武大宮公園駅北側一帯にある盆栽園の集合地域です。日本屈

指の盆栽郷として世界にその名が知られていますね。 

まずはその盆栽村の歴史から振り返りましょう。『大宮市史』によりますと、

盆栽村が大宮に生まれるきっかけとなったのは大正１２年の関東大震災でし

た。大正時代に現在の文京区千駄木・駒込に集中していた盆栽業者は東京の都

市化によって土地、良質の土と水、そして空気の不足に悩まされていました。

さらに関東大震災の直撃を受け集団で移転する機運が高まりました。土地探し

の結果、盆栽発展の根拠地にふさわしい新天地とされたのが現在の大宮盆栽村、

当時の大砂土村大字土呂および西本郷の一部の雑木林が多い一帯だったので

す。当時は狐狸が住むといわれた草深い土地であり、開墾と道路の敷設から始

まった村づくりは困難の多いものだったといいます。

昭和３年には「盆栽村組合」が発足し、この時盆栽村に住むための条件とし

て①盆栽を１０鉢以上持つ、②門戸を開放する、③二階屋を立てない、④垣根

は生垣とするという誠にユニークなルールが定められました。この年の大宮町

勢便覧には早くも「大宮新名所の一つ」と記されています。 



 大宮盆栽村は昭和初期から「熱心な技術者の多い村」として知られ、当時育

成困難とされていた蝦夷松を千島・国後から大量移入して原木の根付に成功す

るなどの努力が積み重ねられました。 

大宮名所盆栽村（観光案内リーフレット）昭和１０年（１９３５）頃 

 昭和１１年（１９３６）には３５軒の盆栽園がこの地にあったということで

す。 



昔、大宮盆栽美術館がある辺りには埼玉県種畜場があったのです。

大宮盆栽美術館

さいたま市北区には世界で初めてとなる公立の盆栽美術館があります。ここ

では樹齢１００年を超す盆栽、雅やかな銘を与えられた盆栽などが世代を超え

て大切に育成管理されています。盆栽文化をより理解するために大宮盆栽美術

館に入ってみましょう。 



JR 土呂駅から徒歩５分、東武大宮公園駅から徒歩１０分の場所に大宮盆栽美

術館はあります。 



早速入場しましょう。まずは盆栽の見方から学んでいきましょう。 

大宮盆栽美術館（１）盆栽の見方 

①正面を見極める  

 盆栽には正面と裏、すなわち顔と背中があるのです。正面の見極めは「枝ぶ

り」を観察すると分かるそう 

です。よく見ると幹が見えて 

いる、正面に向けて首を垂れ 

ているなどの様子が観察でき 

ます。 



②下から見上げる 

盆栽を見るときの基本フォーム 

は中腰です。 

盆栽は、いわば縮小された 

自然です。その世界を体験 

するためには腰を下ろして 

盆栽を見上げてみましょう。 

小さな木の中に凝縮された小宇宙。見上げれば、盆栽の美が待っています。 

③根張りを見る 

根は建物でいえば土台 

にあたります。盆栽を 

鑑賞するときは最初に 

根の張り具合を見ましょう。 

歳月を重ねて盛り上がった 

根が土をしっかりとつかむ姿には樹木の強い生命力が表れています。 

あらゆる方向に根を伸ばす「八方根張り」が理想の一つとされます。 



立ち上がり

④幹（立ち上がり）を見る 

立ち上がりとは根元から第一の枝 

までの幹のことをいいます。 

樹木を支える幹は、盆栽の見どころ 

の一つです。立ち上がりから上に 

向かって伸び広がることで大木の 

ような迫力を生み出します。 

また時代を感じさせる幹の肌も大きな 

魅力となります。 

⑤枝ぶりを見る 

盆栽の輪郭を形作るのが、 

幹から伸びる枝です。 

大きな枝がバランスよく 

配置されており、見苦し 

い「忌み枝」の無いこと 

が良い盆栽の条件の一つ 

です。 

また冬に落葉した木では、細かく分かれた枝先が見どころとなります。 



⑥葉を見る 

幹とともに葉は、盆栽の印象を 

大きく左右します。同じ樹種で 

も、葉にはそれぞれ個性があり 

例えば五葉松では、葉が短く 

光沢のある木が好まれます。 

またモミジなどは、紅葉の季節 

も見どころとなります。 

⑦ジン・シャリを見る 



歳月を経た松や真
しん

柏
ぱく

では、幹や枝の一部が 

枯れて、そのままの形 

を残すことがあります。 

こうした幹は白い肌を 

見せることで緑色の葉 

と美しいコントラスト 

を生み出します。 

枝先のものを「ジン 

（神）」、幹の一部が 

枯れたものを「シャリ 

（舎利）」と呼びます。 

⑧水石を見る 

 水石は、盆や水盤 

に自然石を配して、 

山水の情景や石の 

文様を鑑賞するもの 

です。室町時代から 

茶の湯や生け花と 



共に愛好され、銘をもつ石も知られています。江戸時代には、風景を作る「盆

景」や、珍しい石を楽しむ趣味が流行し、文化人による品評会が開かれました。

古くは「盆石」などと呼ぶのが通例でしたが、近代に入って盆栽と共に飾られ

ることが多くなり、「水石」とも呼ばれるようになりました。 

 大宮盆栽美術館（２）盆栽の手入れについて 

①水やりをする 

 樹木を育てるためにまず大切なのが、乾いた土に水を与える日々の作業です。

盆栽の鉢は土が少なく乾きも早いため、こまめな水やりが必要です。水は鉢底

から流れ出るまでタップリと。 

元気な木はよく水を吸い上げますが、弱った木に水をやりすぎると根を腐らせ

てしまうことがあります。毎日の土の乾燥の状態を見ることで、根の状態を確

認し、適度な水やりを行います。 

水やりは土の表面が乾いてきたら行うのです。 



②肥料を与える

 盆栽の場合、固形肥料の「置き肥」が基本です。大きな固形肥料は、表土の

上に針金で固定します。 

 盆栽に与える肥料は油かすと骨粉の混ざっている緩効性玉肥が一般的です。

肥料を施す時期は一般的に３～５月、９～１０月が中心です。 

大きくしたくない場合は肥料も控えめにするのです。 

③害虫を防ぐ

 それぞれの盆栽にあった環境（日当たり、風通しなど）で育成することが害

虫を防ぐ第一歩です。 

 また日頃から予防のための消毒を行うことも大事です。消毒のための薬剤は

石灰硫黄合剤を３０倍に希釈し、冬期（１２～３月）に月１回程度行います。 

薬剤散布はできるだけ風のない涼しい朝夕に行うと良いのです。 

④剪定 

 枝を切ることを剪定と呼びます。不要な枝や伸びすぎた枝を切り落とすこと

によって、盆栽の形を整えていきます。しかし一度切ってしまった枝は元には



戻せません。剪定後の姿をイメージしながら慎重に切る枝を選ばなければなり

ません。樹形を乱す枝や、「忌み枝」を剪定バサミで切り、樹形を整えます。 

忌み枝とは？ 



初心者用の道具一式は大宮盆栽村で買えるのです。 

⑤針金かけ 

 枝に針金を巻いて曲げることを「針金をかける」といいます。針金かけは、

目指す樹形に近づけるために幹や枝の姿を変えていく作業です。小さな枝にか

ける時や、樹木を傷めないように巻くためには高度な技術が必要とされます。 

⑥植え替え 

 盆器の中では伸びすぎた根がからまったり、古くなった土が空気を通さなく

なったりします。小さな鉢の少ない用土で育っている盆栽は、植え替えをしな

いと根詰まりを起こして枯れてしまします。このため定期的に盆栽を盆器から

出して、不要な根を切り落とし、土を替えなければなりません。植え替えの頃

合いは樹種によってことなります。成長がゆっくりの成木でも２～３年に１度

は新しい用土で植え替えをします。 

根を小さくするのは樹木の大きさをキープする効果もあるのです。 



樹形一覧 



大宮盆栽美術館（3）浮世絵に描かれた盆栽 

 大宮盆栽美術館には、浮世絵版画や近代以降の日本絵画が所蔵されています。

これらは、それぞれの時代の盆栽文化を知る手がかりとして注目されます。こ

こではその一部をご紹介いたします。 

                  女礼式裁縫の図（一部抜粋） 

                  作者：楊洲周延 

                  年代：明治時代（19世紀） 

                  女性が針仕事をするところと、着物の 

しわを伸ばしている様子を描いたも

の。右端の女性の後ろには、松の石付

盆栽が飾られている。 

江戸みやけ乃内 すがも植木屋のにわ 

（一部抜粋） 

作者：歌川芳幾 

年代：江戸時代末期（19世紀） 

江戸時代には、現在の東京都巣鴨近辺に 

大名庭園の管理をするための植木屋が数多く 



集まっていた。やがて植木屋では商品としての盆栽も手掛けるようになる。そ

うした植木屋の棚に、松や竹、菊の盆栽などが並べられている様子が描かれて

いる。 

                  暦中段つくし 意勢固
い せ ご

世
よ

見
み

                  菊月の神明祭 

                  作者：三代 歌川豊国 

                  年代：弘化4年～嘉永5年 

                     （１８４７～５２） 

                  浄瑠璃本を糸で綴じようとする女性

が、紙の輪台で支えられた大輪の菊に

目をやるところを描いたもの。 

青楼宮中月 

作者：歌川豊重 

年代：文化１２～天保１３年 

   （１８１５～４２）頃 

隅田川沿いに設けられた吉原遊里の仮宅 

（吉原の火災消失に伴う臨時営業の座敷） 

にて。窓辺に鉢植えの萩が描かれている。 



新板鉢植つくし 

作者：二代 歌川広重 

年代：弘化4年～嘉永5年 

（1847～1852） 

浮世絵版画の様式の一つである 

「おもちゃ絵」の１つ。本作は植物 

の種類のみならず、染付鉢の種類や 

色彩などが細かく描き分けられた 

一点。 

                   しん板植木尽 

                  作者：歌川国利 

                  年代：明治18年（１８８５） 

                  本作もおもちゃ絵の1つ。鉢植えに 

混じって絵の下部に人物が描かれて 

いることが特徴。キセルを吹かす「植

木屋の伝」、洋傘を持つ「おみちさん」、

その左が「お濱さん」、屈んでいる女性

が「おつやさん」である。 



 大宮盆栽美術館（４）盆栽のコレクション 

                             五葉松 

                             推定樹齢 

                             200年 

山もみじ 

銘：高雅
こうが

推定樹齢 

150年 



                      蝦夷松 

                      銘： 轟
とどろき

                      推定樹齢1000年 

真
しん

柏
ぱく

銘：寿
じゅ

雲
うん

推定樹齢８００年 



五葉松 

                           銘：春の海 

                           推定樹齢 

                           ２５０年 

五葉松 

銘：青龍 

推定樹齢 

３５０年 



五葉松 銘：千代の松 推定樹齢５００年 

黒松 銘：獅子の舞 推定樹齢１００年 



                      真
しん

柏
ぱく

                      推定樹齢 ３００年 

真
しん

柏
ぱく

銘：北斎 

推定樹齢 

３５０年 



                          姫りんご 

                          推定樹齢 

                          ４０年 

真
しん
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銘：武甲 

推定樹齢 

３５０年 



                            黒松 

                            銘：羽衣の舞 

                            推定樹齢 

                          ２００年 

赤松 

推定樹齢 

３００年 



杜松
としょう

推定樹齢 

３００年 

黒松 

推定樹齢 

１５０年 



いわしで 

推定樹齢 

１５０年 

赤松     

銘：帰去来  

推定樹齢   

１２０年   



楓 銘：早春の譜 推定樹齢 ８０年 

梅もどき 

推定樹齢 

１６０年 



五葉松 銘：千尋 推定樹齢３００年 



五葉松 推定樹齢 ３５年 

真柏    

推定樹齢  

３５０年  



五葉松 推定樹齢120年 

五葉松 推定樹齢１５０年 



大宮盆栽美術館に所蔵されたコレクションのごく一部をご紹介しました。 

※展示の内容は変更することがあります。 



盆栽の歴史とは？ 

        だいぶ盆栽への理解が深まりましたね。こうなると盆栽の 

       歴史も気になるところです。 

        日本盆栽協会によると、盆栽の起源には諸説ありますが、 

最も有力な説は中国起源説とのことです。少なくとも 2,500

年前（春秋時代）には鉢に樹を植えて育てる趣味があり、 

中国での呼び方は「盆景」でした。日本には平安時代に 

 盆景が伝わり、日本文化としての「盆栽」が作られた 

 そうです。 

  日本に現存する最古の盆栽は、徳川三代将軍家光時代の五葉松の盆栽であ

り、樹齢は 600 年くらいと思われますが、今でも毎年新芽を吹いていると

のことです。 

盆栽共同販売所 

 大宮盆栽美術館の敷地内には盆栽や鉢などを購入できる大宮盆栽協同組合

の共同販売所があります。 



共同販売所の様子 





初心者にオススメの樹種は丈夫な真
しん

柏
ぱく

なのです。 

今回の e公民館は以上となります。最後までご覧いただき誠にありがとうご

ざいます。是非一度、大宮盆栽村並びに大宮盆栽美術館をおたずねください。 

大宮盆栽美術館のＵＲＬはこちらです  https://www.bonsai-art-

museum.jp/ja/ 

※本 PDF に掲載した写真・資料等はさいたま市大宮盆栽美術館から提供され

使用の許可を受けたものです。 


