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１　日本１００名城とそのスタンプラリーについて
　日本100名城（以下、100名城とします）とは、平成
18年（2006）2月13日に公益財団法人日本城郭協会
（以下、城郭協会とします）が選んだ全国の 100城の
ことで、広島城もその一つです。翌平成19年（2007）
6月2日からは、100名城をまわるスタンプラリーが始
まりました。これは、100名城に選定された城郭にあ
る専用のスタンプ（写真）を押してまわるというもの
です。全部そろえて城郭協会に申請すると、スタンプ
帳に「登城完了」の認定印を押していただけます。平
成30年（2018）2月の段階で、既に 2,000人を超える
方が認定を受けています。
　今回は、100名城をすべて登城した私が、参加者と
職員（学芸員）の両方の立場からその魅力を紹介して
みたいと思います。

２　一人の参加者として、城の学芸員として感
じる 100名城の魅力
（１）100名城の選定から見る魅力
　城郭協会が選んだ 100名城では、天守のある
城はもちろん、一般的に城というイメージのな
い弥生時代の環

かん

濠
ごう

集
しゅう

落
らく

も城ととらえています。
更に、北海道にある、城と祭

さい

祀
し

を兼ねたアイヌの
チャシという城や沖縄のグスクという城も入っ
ているなど、オリジナルな選定方法となってい
ます。また、地域のバランスをとるために一都道
府県最低一城、最大五城という基準を設けてい
ます（詳しくは、城郭協会のホームページや公式
ガイドブックなどをご覧ください）。私個人とし
ては、昔から旅好きであることや一応歴史を専
門とする職業に就いているのに加え、仕事で他
の城に行っていたこともあり、100名城選定時
には、約60城は既に行ったことのある城でした。
そうした私にとっても、改めて100の城をまわっ
て見ると、それぞれの城が魅力的であり、各々の
城の面白さ、奥深さを再発見することが出来ま
した。これまであまり城に接してこなかった方々
にとっては、このスタンプラリーは城に興味を
持つきっかけになるものと思います。

日本 100 名城の職員も 100 名城をすべて行ってみた♪

（２）面白さを享受するためのコツ
　全国の城をまわる面白さを知るためには、ま
ず地元の城、例えば広島の方なら広島城・郡山
城・福山城などをきちんとまわっておきましょ
う。そうすると、新しい城を訪れた時にそれぞれ
の城の特徴を理解することができます。もちろ
ん行く前の事前学習など、その城の基本情報を
きちんと認識し、縄

なわ

張
ばり

図
ず

なども持ちながら行く
のが良いかもしれません。そして、城に関する博
物館などの施設には必ず入り、現地での情報を
増やすことも必要です。更に、建物だけでなく、
石垣など残されている遺構をまわってみましょ
う。城の大きさにもよりますが、一つの城の見学
には平均数時間はかかると思います。
　もう少し付け加えると、城だけに行くのでは
なく、城下町など、その周囲も見てから城に入る
と良いと思います。旧城下町の都市にある駅は
比較的城から離れたところにあるので、城下町
を通りながら城に向かうためにも、公共交通機
関を利用するのがお薦めです。



３　一人の参加者としてスタンプを押してま
わって
（１）スタンプを押す方法
　私は、最初の 7年くらいは、家族・友人との旅
などの際に 100名城に立ち寄っていました。そ
のうちに少しずつスタンプが増え、残り 30城く
らいになってから行っていない城に行きました。
私のように、初めは行きやすいところからまわっ
て最終的に残った城に行く方もいますし、一定
の地域を一度にまわる方法を採る方もいます。
別に決まりはありませんが、どの場合でも「100
のスタンプを押しに行く」ではなく、「100名城
を見てまわった結果スタンプを押す」ことが望ま
しく、スタンプを集めることが目的になって、城
を全く見ないことがないようにしてほしいと思
います。
　100個達成すると、記念品をいただけるところ
があります。私は、100城目の郡山城では、館長
さんと博物館の職員さんに一緒に祝ってもらい
ました（写真）。ちなみに広島城では一緒にお祝
いしますが、記念品はありません。

（２）スタンプを押すためには事前調査を
　まわり方もですが、確実にスタンプを押すた
めの事前調査はもっと重要です。多くの城では、
スタンプを押せる日時が限られています。広島
城でもそうですが、臨時休館や年末、年始の休み
には特に気を付けましょう。また、開館前や閉館
後は、スタンプを押すための時間外対応はして
いません。私も他の城で閉館時間を見誤って、閉
館ぎりぎりになって慌てたことがありましたが、
必ず事前の確認は重要だと思います。
　広島城の場合は、スタンプの設置場所は 1カ
所ですが、入口が複数ある城や、山城などでは
様々な場所にスタンプを置いている場合があり
ます。しかも、置く場所が増えたり、季節や都合
により場所が変更したりする場合もあるので気

郡山城のスタンプのある安芸高田市歴史民俗博物館の
中村計助館長から記念品を頂きました。

を付けましょう。それぞれの城によって、スタン
プを押すためにはルールがあります。広島城の
場合、建物の構造上の問題から天守内にスタン
プを置いていますが、「前に入ったので、今日は
スタンプを押すだけなのでタダで入館させてほ
しい。」と言う方などがいます。ルールの中で、ス
タンプを押してほしいと思います。

４　スタンプ受け入れ館の職員の立場として
　広島城の場合、他の城でも事例があるように、
混雑や雑な扱いを避けるために、スタンプ希望
の要請があれば職員がスタンプを出すことにし
ています。広島城職員の多くは、自らもスタンプ
ラリーにチャレンジしているので、参加者の立
場も認識して対応しています。「せっかくなら綺

き

麗
れい

に押してほしい」と、いつも願って対応してい
ます。これまで 10年間に亘

わた

ってスタンプラリー
の参加者と接してきて、様々な人間模様を見て
来ました。こちらが気持ち良くなるような対応
事例もありますが、残念ながら正反対のものも
あります。それらを踏まえて、スタンプを押す際
のあるべき姿や秘訣を伝授？します。

（１）まずは専用のスタンプ帳を入手しましょう
　スタンプラリーに参加するには、スタンプ帳
が必要です。番号がある各城の枠に押していく
スタイルになっている、専用のスタンプ帳にス
タンプを押さないと城郭協会から認定されませ
ん。100名城のスタンプ帳は二種類ありますが
（写真）、先に発売され、広島城でも取り扱ってい
る「日本100名城公式ガイドブック /スタンプ帳
つき」（左）がお薦
めです。このスタ
ンプ帳ですと、押
し終えた時にス
タンプが列ごと
に 4種類の色に分
かれますので非
常に綺麗に見え
ます（写真）。

左列から黒・赤・青・緑となっている。



（２）スタンプの依頼をする時には準備をしてお
きましょう
　まず、100名城のスタンプが置いてある場所に
行きましょう。城には、100名城専用のスタンプ
以外のスタンプもあります。こういったスタン
プを誤って専用スタンプ帳に押す場合がありま
すので、気を付けてください。スタンプの依頼が
あれば、広島城では速やかにご用意しますので、
事前にスタンプ帳を用意しておいてください。
依頼をしておいてから、時間を要してカバンの
奥から出される方、夏場に汗だくでとてもすぐ
に押せそうにない方もいます。スタンプを押す
際には、多くの方が並ぶ場合もあります。身も心
も準備して臨みましょう。

（３）スタンプを押す前に・・・試し押しは必要
です
　スタンプにはインク浸透印（いわゆるシャチハ
タ式）のものと、スタンプ台にインクを付けるタ
イプのものがあります（広島城は前者です）。イ
ンク浸透印の場合は、インクを補充したタイミ
ングによって濃淡が出てしまうことがあり、広
島城でも苦

く

慮
りょ

しています。そこで、試し押しをし
ていただき、濃さを確認していただいてから押
してください。やり慣れている方の中には、試し
押し専用の用紙や別のスタンプ帳を用意されて
いる方もいます。

（４）スタンプを押すときは・・・ゆっくり冷静
に的確に
　ここで最終確認です。スタンプを押すページ
の後ろに別の紙（城の入館券やリーフレットな
ど）を挟

はさ

んでいると、微妙な段差のためスタンプ
のインクの一部が欠けてしまう場合があります。
こうした事例は広島城でも時々見られます。広
島城では捺

なつ

印
いん

マットを用意しています。本など
を台代わりに敷くのも良いと思います。
　さていよいよ本番です。ゆっくり深呼吸をし

て、指定されている枠に合わせてスタンプを押
しましょう。この時に、試し押しと同じ強さで押
すように心がけましょう。それでも失敗するこ
とがあります。まさか！と思われるかもしれま
せんが、「スタンプを反対向きに押した」「別の城
の枠に押した」「枠から大幅にはみ出た」などの
事例もあります。その他、失敗に懲

こ

りたのか、押
すまでになかなか決断ができず慎重になりすぎ
て他の方を待たせる方や、一人で複数のスタン
プ帳に押す方などがあります。ご自分の分だけ
を押すようにしてほしいと思います。

（５）スタンプを押した後は・・・間に挟む紙が
あるとベター
　押したスタンプのインクが、反対側のページ
についてしまう恐れがあるため、当館では間紙
を用意しています。押し慣れている方の中には、
最初から間紙専用の用紙や大き目の付

ふ

箋
せん

を用意
している方もいます。そして、対応職員に対して
お礼の言葉をいただけるとうれしいですね。我々
も時々、スタンプを押された方に、苦労話などを
伺うことがありますが、楽しいひと時となりま
す。

（６）スタンプ様々雑多話
　スタンプ帳は、城をたくさんまわっていると
傷んでくるし、濡れることもあるため、カバーを
付けたり、専用の袋などに入れたりすると良い
と思います。また、失敗以前のことですが、スタ
ンプ帳を忘れて来られる方が意外と多いです。
自宅に忘れた、あるいは旅先の広島に持って来
たのに、車内やコインロッカーに忘れたなどの
事例です。広島城では、用意されていない方には
別に白い紙を用意して押してもらいますが、城
郭協会に 100名城の認定をしてもらえない可能
性がありますので、必ずスタンプ帳に直接押し
ていただきたいです。ちなみにかく言う私も、大
失敗があり、城を見るのに熱中してしまって、ス
タンプを押すのを忘れたことがあります（笑）。

押している様子。左は郡山城・右は広島城



５　10年間で変わったこと
　100名城スタンプラリー開始当初はその認知
度が低く、専用のスタンプ帳を持ってきてスタ
ンプを押す方は少なかったのですが、年を追う
ごとに次第に増えていきました。広島城では、当
初から公式ガイドブックをショップで取り扱っ
ていたことから、今でも時々見られますが、購入
してすぐ始める方が多くいます。スタンプラリー
は城好きの方はもちろん、ご家族やご夫婦、あ
るいは子供さんなども楽しまれ、最近では外国
の方や出張ついでのサラリーマンなども来城さ
れます。本当に幅広く浸透したように感じます。
広島城では、一番多い日で一日100人ほどがス
タンプを押されます。もともと城の好きな方は
いましたが、このスタンプラリーが行われたこ
とによって本格的な城ブームが到来したように
思います。スタンプラリーが始まった平成19年
（2007）は、いわゆる団塊の世代が定年を迎える
時期でもあり、この世代の方々の参加が多いよ
うにも思います。また、この頃から歴史の好きな
女性を「歴女」と呼ぶようになり、その後、城の
好きな女性を「城ガール」と呼ぶ用語も定着しつ
つあります。このように城に詳しい方も増え、城
の用語も普通に通用するようになりました。ま
た、スタンプ収集のブームは、昨今の「御朱印ブー
ム」とも重なっており、広島城でも時々、御朱印
と間違えて「押してください」と頼まれることが
あります。更に最近では城、それも 100名城を訪
ねる旅行ツアーも出現しています。達成感があ
るので、スタンプラリーをきっかけに、これから
も城の好きな方がますます増えていくのではな
いでしょうか。
　なお、広島城では、スタンプラリーが始まる前
年の平成18年（2006）度には約14万人だった入
館者が、現在2倍以上（約30万人）に増えていま
す。スタンプラリーの影響だけではありません
が、スタンプラリーは 100名城のある城の周辺
の地域振興にも貢献しているのです。

６　最後に
　城郭協会では、平成22年（2010）にヨーロッ
パ 100名城を選定し、すでに認定された方がい
ます。更に 100名城が選定されて約10年後の平
成29年（2017）、続100名城も選定され、今年4
月からスタンプラリーも実施されます。今から
始められる方は、100名城と続100名城の両方を
一緒にチャレンジされてみてはいかがでしょう
か。最後になりますが、私はスタンプ収集が目的
ではないので、近くに城がある場合には出来る
だけ他の城にも立ち寄るようにしてきました。
その中には、今回続100名城に選ばれた城もあり
ます。スタンプ収集は目標の一つにするとして
も、スタンプラリーをして 100名城、続100名城
をまわった際には、せっかくの機会ですので、近
くにある他の城にも足を延ばしてください。きっ
と新しい城の世界に出会えると思います。
（撮影協力：安芸高田市歴史民俗博物館　文：玉
置和弘）
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広島城利用案内
 開館時間：9：00 ～ 18：00
 （12 月～２月は 9：00 ～ 17：00）
 入館の受付は閉館の 30 分前まで
 観  覧  料 ：大人 370 円（280 円）　中学生以下無料
　　　　高校生相当・シニア (65 歳以上 )180 円（100 円）
 (　 ) 内は 30 名以上の団体料金
休  館  日：12 月 29 日～ 31 日 ( 臨時休館あり）

ホームページ 　http://www.rijo-castle.jp            
「しろうや！広島城」のバックナンバーは、広島城のホームページ（http://www.rijo-castle.jp) からダウンロードできます

100名城に選定された時に安芸高田市歴史民俗博物館
には垂れ幕が設置された。


	しろうや55号_4C
	しろうや55号_4C_4

