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旅の絵葉書旅の絵葉書

宮代町郷土資料館



はじめに

絵葉書の歴史

絵葉書は明治 33 年（1900）に郵便制度上で初めて認められました。

その後、一般的に普及したのは明治 37 年に逓信省が発行した日露戦争

に関係する絵葉書が人気を得たためといわれています。

絵葉書が普及した理由の１つに写真の代替としての役割があったから

といわれています。写真の普及と共に絵葉書の発行は下火となりました

が、現在でも観光地でおみやげ品として売られています。

名古屋城

鷲宮神社御神湯殿ノ光景

現代でも観光地に行くと絵葉書が売られていますが、明治時代にも観

光地では旅先からの葉書やお土産の一つとして写真のない時代重要な役

割を持っていました。また、絵葉書には観光名所だけでなく、事件や災

害などでも刊行されており、当時の人々にとって絵葉書の役割は、現代

とは異なり重要な意味を持っていたと推定されます。

今回の宮代町郷土資料館の展示では、旅の絵葉書について展示いたしま

す。あわせて、観光地で発行された観光案内図なども展示しました。明

治時代から大正時代の絵葉書の旅を味わってください。



絵葉書の種類

　初期の絵葉書が作られ始めたころのものは、観光名所や戦争、人物、

皇室、災害、記念、事件、芸術作品などあらゆるテーマのものが絵葉書

として扱われました。また、彩色された絵葉書（現代のカラー絵葉書）

や立体の絵葉書などもありました。

今回展示した絵葉書の場所

立体絵葉書彩色絵葉書



展示品リスト
資料名 所蔵者等 資料名 所蔵者等
岩槻在大戸大六天神社 折原静佑氏 京都三十三間堂 伊草侃斗氏
西新井大師総持寺本堂山門 折原静佑氏 京都清水寺全景 伊草侃斗氏
西新井大師総持寺本堂 折原静佑氏 伏見名所 藤の森神社 折原静佑氏
秩父峡　長瀞の奇勝 折原静佑氏 伏見桃山名所 御香の宮本社 折原静佑氏
秩父名勝　秩父神社 伊草侃斗氏 伏見稲荷 本社 伊草侃斗氏
官幣大社氷川神社大鳥居落成記念 伊草侃斗氏 金堂 伊草侃斗氏
大宮公園　螢の名所　見沼川畔 伊草侃斗氏 奈良大仏堂 伊草侃斗氏
懸社鷲宮神社御神楽殿の景 伊草侃斗氏 大仏殿 伊草侃斗氏
懸社鷲宮神社群長参拝の景（其の１） 伊草侃斗氏 五重塔 東金堂 花の松 伊草侃斗氏
懸社鷲宮神社群長参拝の景（其の２） 折原静佑氏 明石湾より淡路島を望む 折原静佑氏
県社鷲宮神社の外景 伊草侃斗氏 明石の漁船 折原静佑氏
権現堂河岸 伊草侃斗氏 山水の神戸 巨船欧州に鹿島立つ埠頭の情景 折原静佑氏
粕壁町株式会社粕壁銀行 伊草侃斗氏 神戸 別格官幣社 湊川神社 表門 折原静佑氏
秩父名勝　親鼻橋 伊草侃斗氏 兵庫 明石 須磨海岸 伊草侃斗氏
秩父名勝　荒川水源の激流 伊草侃斗氏 大阪 天王寺 洋式公園 伊草侃斗氏
武甲山 伊草侃斗氏 出雲大社祓橋と松の馬場 折原静佑氏
埼玉県立大宮野球場 伊草侃斗氏 出雲大社八足門 折原静佑氏
葛飾郡田宮南尋常小学校 伊草侃斗氏 出雲大社拝殿内部 折原静佑氏
県社鷲宮神社御神湯殿ノ光景 折原静佑氏 出雲大社全景 折原静佑氏
夜の東京　京橋附近 折原静佑氏 筑前 太宰府神社菅公御衣掛岩 伊草侃斗氏
新吉原　中の町通り 折原静佑氏 熊本百景 本妙寺の仁王門 伊草侃斗氏
新吉原　花魁道中　稲本樓福寿 折原静佑氏 金沢兼六公園 雁行橋 伊草侃斗氏
井之頭恩賜公園　弁財天拝殿 伊草侃斗氏 金沢兼六公園 黄門橋 伊草侃斗氏
高尾山本坊 伊草侃斗氏 金沢兼六公園 曲水の菖蒲 伊草侃斗氏
東京上野公園前大通りの景 伊草侃斗氏 松本名勝 浅間温泉場全景 伊草侃斗氏
東京名所　江戸橋より日本橋附近遠望 折原静佑氏 善光寺山門 折原静佑氏
東京名所　新東宮御所 折原静佑氏 善光寺大勧進内行在所玉座後四院天皇宸翰御軸 折原静佑氏
二重橋 伊草侃斗氏 善光寺大勧進内 弘法大師御額 折原静佑氏
明治神宮全景 折原静佑氏 上州太田 高山神社全景 折原静佑氏
明治神宮　南神門 折原静佑氏 上州太田 金山古城跡日の池 折原静佑氏
明治神宮　御便殿及御車寄 折原静佑氏 上州伊香保七重滝 折原静佑氏
相州葉山　御用邸前 折原静佑氏 上州伊香保温泉場旅行名勝案内寿娯録 折原静佑氏
相州大山　阿夫利神社拝殿 折原静佑氏 上州草津温泉図 岩崎俊男氏
横須賀金谷大明寺 折原静佑氏 水戸公園梅林 折原静佑氏
横須賀平坂 折原静佑氏 筑波山名勝 北斗石 折原静佑氏
横須賀市役所 折原静佑氏 筑波山名勝 女体山本社御拝殿 折原静佑氏
鎌倉　長谷の観音 伊草侃斗氏 筑波山名勝 御神橋より随神門を望む 折原静佑氏
相州鎌倉　滑川 折原静佑氏 大洗海岸 折原静佑氏
鎌倉　由比ヶ浜 伊草侃斗氏 銚子犬吠岬ほかけ岩の釣魚 伊草侃斗氏
鎌倉名所　八幡宮前の並木 伊草侃斗氏 銚子名勝 犬吠岬怒濤 伊草侃斗氏
鎌倉　円覚寺（国宝）舎利殿 伊草侃斗氏 野田町清水衆楽園の景 伊草侃斗氏
鎌倉　建長寺山門 伊草侃斗氏 塩原名勝 塩の湯釣り橋 折原静佑氏
鎌倉名所記 岩崎俊男氏 塩原名勝 塩の湯全景 折原静佑氏
鎌倉一覧之図 岩崎俊男氏 足利学校聖像 折原静佑氏
元箱根関所跡 折原静佑氏 足利市役所 足利市街 折原静佑氏
箱根名所　芦ノ湖畔の景 伊草侃斗氏 那須温泉場全景 伊草侃斗氏
箱根名所　芦ノ湖より離宮を望む 伊草侃斗氏 足尾鉄道沿線風景 第一渡良瀬鉄橋 伊草侃斗氏
富士十勝　其の三　沼津静浦の富士 伊草侃斗氏 唐沢山名勝 唐沢山神社 折原静佑氏
江ノ島より見たる西相模灘 折原静佑氏 唐沢山名勝 唐沢山神社御拝殿 折原静佑氏
六合目 伊草侃斗氏 唐沢山名勝 唐沢山大炊の井戸 折原静佑氏
富士頂上　金明水 伊草侃斗氏 日光名所 日光橋 折原静佑氏
富士八湖　山中湖 折原静佑氏 日光名所 東照宮唐門 五重塔 折原静佑氏
富士十勝　沼津狩野川より見たる富士 折原静佑氏 日光名所 日光町全景 二荒山神社 折原静佑氏
富士十勝　静浦海岸より見たる富士 折原静佑氏 中禅寺湖の夕照 折原静佑氏
名古屋名所　名古屋城 折原静佑氏 日光中禅寺湖より白根山遠望 折原静佑氏
名古屋名所　東別院 伊草侃斗氏 東照宮二ノ鳥居 折原静佑氏
金城名古屋名所図 折原静佑氏 日光中禅寺湖水 折原静佑氏
伊勢　二見ヶ浦　天の岩戸 折原静佑氏 日光三代公皇嘉門 日光三代公奥ノ院 伊草侃斗氏
伊勢鳥羽日和山より湾内を望む 折原静佑氏 日光今市杉並木 日光町全景 伊草侃斗氏
伊勢内宮宇治橋 折原静佑氏 日光陽明門 伊草侃斗氏
伊勢外宮神苑 折原静佑氏 日光山湯元道戦場ヶ原 日光山湯元温泉 伊草侃斗氏
伊勢内宮・外宮 斎藤家文書 会津名所 東山温泉 伊草侃斗氏
伊勢二見浦真景（錦絵） 折原静佑氏 松島名勝 五大堂 伊草侃斗氏
伊勢参宮名所案内之図 折原静佑氏 松島名勝 五大堂 折原静佑氏
京都大御所 折原静佑氏 松島名勝 十二妃島 伊草侃斗氏
京都名所　御所 伊草侃斗氏 松島名所 雄島渡月橋 折原静佑氏
京都　祇園　都踊 伊草侃斗氏 松島塩釜真景全図 岩崎俊男氏
京都八坂五重塔 伊草侃斗氏 小樽市 色内町拓殖銀行前 折原静佑氏
京都　平安神宮　大極殿 伊草侃斗氏 日光山真図 折原静佑氏
京都金閣寺 伊草侃斗氏 京都名所遊覧案内真図 折原静佑氏
京都銀閣寺 伊草侃斗氏 大和めくり順案内の図 折原静佑氏
京都北野神社本殿 伊草侃斗氏 特別大演習記念絵葉書 斎藤家文書
京都大仏殿の鐘樓堂 伊草侃斗氏 島村先生 伊草侃斗氏
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