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１．ベルツ水 

    ベルツ水は明治期に来日したベルツ水は明治期に来日したベルツ水は明治期に来日したベルツ水は明治期に来日したベルツベルツベルツベルツ博士博士博士博士が調剤しが調剤しが調剤しが調剤し

たとして有名なアルカリ性の皮膚軟化剤（含腐食剤）。たとして有名なアルカリ性の皮膚軟化剤（含腐食剤）。たとして有名なアルカリ性の皮膚軟化剤（含腐食剤）。たとして有名なアルカリ性の皮膚軟化剤（含腐食剤）。

現在もグリセリンカリ液という名で薬局で売られて現在もグリセリンカリ液という名で薬局で売られて現在もグリセリンカリ液という名で薬局で売られて現在もグリセリンカリ液という名で薬局で売られて

いる。いる。いる。いる。    

    『ベルツ『ベルツ『ベルツ『ベルツ    花』によると、ベルツは「花』によると、ベルツは「花』によると、ベルツは「花』によると、ベルツは「箱根の富士屋箱根の富士屋箱根の富士屋箱根の富士屋

旅館に泊まった時、そこの女中さんが水仕事のために旅館に泊まった時、そこの女中さんが水仕事のために旅館に泊まった時、そこの女中さんが水仕事のために旅館に泊まった時、そこの女中さんが水仕事のために

手があかぎれになっているのを見て同情し、これを治手があかぎれになっているのを見て同情し、これを治手があかぎれになっているのを見て同情し、これを治手があかぎれになっているのを見て同情し、これを治

すために、水酸化カリウムすために、水酸化カリウムすために、水酸化カリウムすために、水酸化カリウム 0.50.50.50.5、グリセリン、グリセリン、グリセリン、グリセリン 200.0200.0200.0200.0、、、、

アルコールアルコールアルコールアルコール 250.0250.0250.0250.0、蒸、蒸、蒸、蒸留水留水留水留水 1000.01000.01000.01000.0、芳性油、芳性油、芳性油、芳性油を適宜に加を適宜に加を適宜に加を適宜に加

えた薬品を作り、これを与えたところ、よく効くと喜えた薬品を作り、これを与えたところ、よく効くと喜えた薬品を作り、これを与えたところ、よく効くと喜えた薬品を作り、これを与えたところ、よく効くと喜

ばれたという。これがいわゆるばれたという。これがいわゆるばれたという。これがいわゆるばれたという。これがいわゆるベルツ水ベルツ水ベルツ水ベルツ水の起こりであの起こりであの起こりであの起こりであ

る。る。る。る。」」」」    

                  

    

    

    

    

 



 

２．蒙
もう

古斑
こ は ん

 （英 Mongolian spot） 

 蒙
もう

古斑
こ は ん

は、乳幼児の背部から腰部にかけて先天的に

発生する薄青い灰色の母斑のこと。母親の胎内で、メ

ラニンを生成するメラノサイトが表皮に出て行けず

に真皮にとどまってできる青あざ。男女とも同じ割合

で発生する。蒙古人類系（モンゴル人、日本人、中国

人、エスキモー、ビルマ人など）に多発（８０～９０％）

する。ヒスパニック系４０～５０％、インド・ヨーロ

ッパ系で１～１０％。 

ベルツは 1885 年≪Mongolian spot≫を提唱した。

それ以後、≪Mongolian spot≫を和訳した「蒙古斑」

という言葉が使われるようになった。 

 蒙古斑が乳幼児の臀部に出現することから、特に子蒙古斑が乳幼児の臀部に出現することから、特に子蒙古斑が乳幼児の臀部に出現することから、特に子蒙古斑が乳幼児の臀部に出現することから、特に子

供や若者に対して未熟であることを供や若者に対して未熟であることを供や若者に対して未熟であることを供や若者に対して未熟であることを揶揄揶揄揶揄揶揄
や ゆ

し「尻が青い」し「尻が青い」し「尻が青い」し「尻が青い」

「青二才」「まだ青い」という表現がなされる。「青二才」「まだ青い」という表現がなされる。「青二才」「まだ青い」という表現がなされる。「青二才」「まだ青い」という表現がなされる。 

    

    

    



３．フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト 
（１７９６～１８６６） 

ドイツの医師・博物学者。ドイツの医師・博物学者。ドイツの医師・博物学者。ドイツの医師・博物学者。1823182318231823 年年年年来日。鎖来日。鎖来日。鎖来日。鎖
国時代の長崎・出島のオランダ商館医となる。国時代の長崎・出島のオランダ商館医となる。国時代の長崎・出島のオランダ商館医となる。国時代の長崎・出島のオランダ商館医となる。
1824182418241824 年、出島内で開業。出島外に鳴滝塾を開年、出島内で開業。出島外に鳴滝塾を開年、出島内で開業。出島外に鳴滝塾を開年、出島内で開業。出島外に鳴滝塾を開
設し西洋医学設し西洋医学設し西洋医学設し西洋医学((((蘭学蘭学蘭学蘭学))))教育を行い、塾生には高教育を行い、塾生には高教育を行い、塾生には高教育を行い、塾生には高
野長英野長英野長英野長英らがいる。らがいる。らがいる。らがいる。        
    1827182718271827 年、来日間も年、来日間も年、来日間も年、来日間もななななく一緒になった楠本滝く一緒になった楠本滝く一緒になった楠本滝く一緒になった楠本滝
との間に娘・楠本イネ（日本で最初の女性医との間に娘・楠本イネ（日本で最初の女性医との間に娘・楠本イネ（日本で最初の女性医との間に娘・楠本イネ（日本で最初の女性医
師）をもうける。師）をもうける。師）をもうける。師）をもうける。    
    1828182818281828 年、帰国する際、先発船が難破し日本年、帰国する際、先発船が難破し日本年、帰国する際、先発船が難破し日本年、帰国する際、先発船が難破し日本
に流れ着いに流れ着いに流れ着いに流れ着いたたたた荷の中に幕府禁制の日本地図が発見され、出荷の中に幕府禁制の日本地図が発見され、出荷の中に幕府禁制の日本地図が発見され、出荷の中に幕府禁制の日本地図が発見され、出
国停止処分の後国外追放処分となる国停止処分の後国外追放処分となる国停止処分の後国外追放処分となる国停止処分の後国外追放処分となる((((シーボルト事件シーボルト事件シーボルト事件シーボルト事件))))。そ。そ。そ。そ
の後、の後、の後、の後、1861186118611861 年に追放処分が解除され、再来日し幕府の外交年に追放処分が解除され、再来日し幕府の外交年に追放処分が解除され、再来日し幕府の外交年に追放処分が解除され、再来日し幕府の外交
顧問に任命された。顧問に任命された。顧問に任命された。顧問に任命された。    

グイド・フルベッキ    （１８３０～１８９８） 

    オランダ出身でアメリカに移民し、オランダ出身でアメリカに移民し、オランダ出身でアメリカに移民し、オランダ出身でアメリカに移民し、    
1859185918591859 年、日本に宣教師として派遣さ年、日本に宣教師として派遣さ年、日本に宣教師として派遣さ年、日本に宣教師として派遣さ
れた法学者、神学者、宣教師。れた法学者、神学者、宣教師。れた法学者、神学者、宣教師。れた法学者、神学者、宣教師。    
    長崎では、致遠館で教え、大隈重信、長崎では、致遠館で教え、大隈重信、長崎では、致遠館で教え、大隈重信、長崎では、致遠館で教え、大隈重信、
副島種臣、伊藤博文、相良知安などを副島種臣、伊藤博文、相良知安などを副島種臣、伊藤博文、相良知安などを副島種臣、伊藤博文、相良知安などを
育てた。育てた。育てた。育てた。    
    後東京へ出て、後東京へ出て、後東京へ出て、後東京へ出て、1868186818681868 年、大隈重信年、大隈重信年、大隈重信年、大隈重信
に日本の近代化について進言を行なに日本の近代化について進言を行なに日本の近代化について進言を行なに日本の近代化について進言を行な
った。この進言により岩倉使節団が実った。この進言により岩倉使節団が実った。この進言により岩倉使節団が実った。この進言により岩倉使節団が実
現した。現した。現した。現した。    

    キリスト教伝道の傍らキリスト教伝道の傍らキリスト教伝道の傍らキリスト教伝道の傍ら旧約旧約旧約旧約聖書の翻訳に携わり、聖書の翻訳に携わり、聖書の翻訳に携わり、聖書の翻訳に携わり、1888188818881888（明（明（明（明
治治治治 21212121））））年に年に年に年に完成した。完成した。完成した。完成した。    
    1898189818981898 年、赤坂葵町の自宅で心臓麻痺のため死去、青山墓年、赤坂葵町の自宅で心臓麻痺のため死去、青山墓年、赤坂葵町の自宅で心臓麻痺のため死去、青山墓年、赤坂葵町の自宅で心臓麻痺のため死去、青山墓
地に埋葬された。地に埋葬された。地に埋葬された。地に埋葬された。    



４．ベルツ 花夫人         

    ((((１１１１))))    略年表：略年表：略年表：略年表：    

        1864(1864(1864(1864(元治元元治元元治元元治元))))年年年年    荒井はつ（後のベルツ花夫人）荒井はつ（後のベルツ花夫人）荒井はつ（後のベルツ花夫人）荒井はつ（後のベルツ花夫人）        

東京に誕生東京に誕生東京に誕生東京に誕生。。。。    

        1881881881881111((((明治明治明治明治 14141414))))年？年？年？年？    ベルツ博士と結婚ベルツ博士と結婚ベルツ博士と結婚ベルツ博士と結婚。。。。    

        1889(1889(1889(1889(明治明治明治明治 22)22)22)22)年年年年    長男徳之助誕生長男徳之助誕生長男徳之助誕生長男徳之助誕生。。。。    

        1893(1893(1893(1893(明治明治明治明治 26)26)26)26)年年年年    長女ウタ誕生（長女ウタ誕生（長女ウタ誕生（長女ウタ誕生（1896189618961896 年年年年没没没没）。）。）。）。    

        1905(1905(1905(1905(明治明治明治明治 38)38)38)38)年年年年    洗礼を受ける。夫と共にドイツへ帰国。洗礼を受ける。夫と共にドイツへ帰国。洗礼を受ける。夫と共にドイツへ帰国。洗礼を受ける。夫と共にドイツへ帰国。    

        1913(1913(1913(1913(大正大正大正大正 2222))))年年年年        ベルツ博士死去ベルツ博士死去ベルツ博士死去ベルツ博士死去(64(64(64(64 歳歳歳歳))))。。。。    

        1922(1922(1922(1922(大正大正大正大正 12)12)12)12)年年年年    花夫人日本に帰国。花夫人日本に帰国。花夫人日本に帰国。花夫人日本に帰国。    

        1930(1930(1930(1930(昭和昭和昭和昭和    ５５５５))))年年年年        ベルツ博士の供養塔を西明寺境内に建立。ベルツ博士の供養塔を西明寺境内に建立。ベルツ博士の供養塔を西明寺境内に建立。ベルツ博士の供養塔を西明寺境内に建立。    

        1937(1937(1937(1937(昭和昭和昭和昭和 13)13)13)13)年年年年    東大病院で死去東大病院で死去東大病院で死去東大病院で死去(74(74(74(74 歳歳歳歳))))。。。。    

    (2)(2)(2)(2)    人となり人となり人となり人となり    

    「「「「彼女は日本及びドイツで生涯ベルツの彼女は日本及びドイツで生涯ベルツの彼女は日本及びドイツで生涯ベルツの彼女は日本及びドイツで生涯ベルツの良き伴侶良き伴侶良き伴侶良き伴侶となった。となった。となった。となった。明朗闊達、明朗闊達、明朗闊達、明朗闊達、

日本女性の矜持をもち、節操の固いしっかり者の彼日本女性の矜持をもち、節操の固いしっかり者の彼日本女性の矜持をもち、節操の固いしっかり者の彼日本女性の矜持をもち、節操の固いしっかり者の彼

女は誠に「花」という名にそむかぬすぐれた女性で女は誠に「花」という名にそむかぬすぐれた女性で女は誠に「花」という名にそむかぬすぐれた女性で女は誠に「花」という名にそむかぬすぐれた女性で

あって、そのしとやかな立居振舞いは、人目をひいあって、そのしとやかな立居振舞いは、人目をひいあって、そのしとやかな立居振舞いは、人目をひいあって、そのしとやかな立居振舞いは、人目をひい

た。た。た。た。そしてドイツ人の夫に細やかな愛情を注ぎ、こそしてドイツ人の夫に細やかな愛情を注ぎ、こそしてドイツ人の夫に細やかな愛情を注ぎ、こそしてドイツ人の夫に細やかな愛情を注ぎ、こ

まごまと日本の事情を教え、同時に日本の芸術に対まごまと日本の事情を教え、同時に日本の芸術に対まごまと日本の事情を教え、同時に日本の芸術に対まごまと日本の事情を教え、同時に日本の芸術に対

して微妙な理解力を持たせ、その面でベルツにとっして微妙な理解力を持たせ、その面でベルツにとっして微妙な理解力を持たせ、その面でベルツにとっして微妙な理解力を持たせ、その面でベルツにとっ

てなくてはならぬよき導き役となったてなくてはならぬよき導き役となったてなくてはならぬよき導き役となったてなくてはならぬよき導き役となった................」」」」    

（（（（F.F.F.F.ｼｮｯﾄﾚﾝﾀﾞｰ著ｼｮｯﾄﾚﾝﾀﾞｰ著ｼｮｯﾄﾚﾝﾀﾞｰ著ｼｮｯﾄﾚﾝﾀﾞｰ著『『『『エルヴィン・フォン・ベルツエルヴィン・フォン・ベルツエルヴィン・フォン・ベルツエルヴィン・フォン・ベルツ』）』）』）』）    

    

(3) (3) (3) (3) ベルツベルツベルツベルツからからからから花への手紙花への手紙花への手紙花への手紙(1892(1892(1892(1892 年年年年 10101010 月月月月 6666 日バイエルン号より日バイエルン号より日バイエルン号より日バイエルン号より))))    



５．ベルツコレクション（リンデン博物館蔵） 

 
            

    

    

    

    

【ベルツコレクション】【ベルツコレクション】【ベルツコレクション】【ベルツコレクション】

（リンデン博物館蔵）（リンデン博物館蔵）（リンデン博物館蔵）（リンデン博物館蔵）    

【ベルツ・コレクション
展覧会図録（1993）】    

【菊に小禽図】【菊に小禽図】【菊に小禽図】【菊に小禽図】

（江戸後期）（江戸後期）（江戸後期）（江戸後期）    

【月梅図】【月梅図】【月梅図】【月梅図】                【倣日観葡萄図】【倣日観葡萄図】【倣日観葡萄図】【倣日観葡萄図】    

井川君錫（江戸）井川君錫（江戸）井川君錫（江戸）井川君錫（江戸）        谷文晁（江戸）谷文晁（江戸）谷文晁（江戸）谷文晁（江戸）    

【群鶏図】【群鶏図】【群鶏図】【群鶏図】    

狩野融川寛信（江戸狩野融川寛信（江戸狩野融川寛信（江戸狩野融川寛信（江戸） 

近江八景図【狩野探信守道】近江八景図【狩野探信守道】近江八景図【狩野探信守道】近江八景図【狩野探信守道】    

【【【【近江近江近江近江八景図八景図八景図八景図】】】】狩野探信守道狩野探信守道狩野探信守道狩野探信守道    

【【【【吉野嵐峡図吉野嵐峡図吉野嵐峡図吉野嵐峡図】】】】原在明（江戸）原在明（江戸）原在明（江戸）原在明（江戸）    

【魚売り・水売り図】【魚売り・水売り図】【魚売り・水売り図】【魚売り・水売り図】    

川鍋暁斎（明治９年）川鍋暁斎（明治９年）川鍋暁斎（明治９年）川鍋暁斎（明治９年）    

ベルツ博士が収集した日本画など約 6000 点が現在、バーデン・ヴュルテンベルク州立リンデン博物館に所
蔵されている。コレクションは江⼾時代から明治時代の絵画を中⼼に、⽂⼈画、琳派、円⼭四条派などの
各流派が幅広く集められており、幕末から明治にかけて活動し、再評価されつつある画家の作品が数多く
含まれている。 

【富士三保図】鈴木芙蓉【富士三保図】鈴木芙蓉【富士三保図】鈴木芙蓉【富士三保図】鈴木芙蓉    

【青緑山水図】【青緑山水図】【青緑山水図】【青緑山水図】    

 吉沢雪庵吉沢雪庵吉沢雪庵吉沢雪庵((((1865186518651865    

江戸江戸江戸江戸))))    

写真の写真の写真の写真の枚数を減らして枚数を減らして枚数を減らして枚数を減らして    

1111ページにページにページにページに収める収める収める収める。。。。    



                                                    

    

【青銅花瓶】鈴木長吉【青銅花瓶】鈴木長吉【青銅花瓶】鈴木長吉【青銅花瓶】鈴木長吉    

    （明治初期）（明治初期）（明治初期）（明治初期）    

【象牙置物】正【象牙置物】正【象牙置物】正【象牙置物】正龍（明治初期）（明治初期）（明治初期）（明治初期）
【狸図】川鍋暁斎【狸図】川鍋暁斎【狸図】川鍋暁斎【狸図】川鍋暁斎    

（（（（年代不詳年代不詳年代不詳年代不詳？？？？））））    

 

【春草猫図】岸連山草猫図】岸連山草猫図】岸連山草猫図】岸連山

（（（（年代不詳年代不詳年代不詳年代不詳？？？？））））    



６．ベルツ博士その他の功績

分野別分野別分野別分野別 内容内容内容内容

１．教育者として 明治９年来日以後２５年にわたり東京医学
校（現東京大学医学部）に在職、日本近代医
学の基となる医師たちの育成に尽力した。

２．医師として 同時に医師としても活躍、高官及び一般人

を診察。後に天皇や皇太子の侍医を帰国ま
で務める。又当時流行したコレラや国民病で
あった脚気に対する臨床経験に基づく詳細
な報告。そして癩病に関しての論文も書いて
いる。

３．学者として 人類学者としてアジア人の人種的研究。

論文「日本人の身体的特徴」や講演「東亜人
の身体的諸特質」等多数。

４．温泉・保養地に関
して

草津・伊香保・箱根等の温泉に着目、ドイツ
にある温泉保養地の考え方を広く日本にも
導入しようと政府に働きかけ、温泉の近代化
に尽力した。

５．皇室の侍医として 皇室の侍医として1905年帰国する年まで

務め、病弱だった皇太子（大正天皇）を助け
る。転地療養を勧め、御用邸の設置にも貢
献している。伊香保御用邸（現群馬大学温泉
診療所兼研究所）

６．日本紹介について 「マイヤー大百科事典・第3版」に『日本』を

執筆。日本に関する多くの論文。日本で収集
した美術・工芸品をシュツットガルトのリンデ
ン美術館に寄贈して、日本の紹介に努める。

    

のののの    

ハンセン病にハンセン病にハンセン病にハンセン病に関する関する関する関する    

皇室の皇室の皇室の皇室の侍医を侍医を侍医を侍医を    

人類学的人類学的人類学的人類学的    

削除 

後の後の後の後の    

博物館博物館博物館博物館    



８．伊香保温泉（温泉番付等） 

    

    

    

    

    

                        

    

    

 

 

 

【木暮金太夫氏】【木暮金太夫氏】【木暮金太夫氏】【木暮金太夫氏】    

【【【【伊香保温泉遠景伊香保温泉遠景伊香保温泉遠景伊香保温泉遠景】】】】    

【温泉旅館（明治時代）】【温泉旅館（明治時代）】【温泉旅館（明治時代）】【温泉旅館（明治時代）】                                                                                        

【【【【温泉旅館（明治時代）温泉旅館（明治時代）温泉旅館（明治時代）温泉旅館（明治時代）】】】】    

【【【【温泉番付（明治時代）温泉番付（明治時代）温泉番付（明治時代）温泉番付（明治時代）】】】】

【ベルツの宿帳】金太夫旅館蔵【ベルツの宿帳】金太夫旅館蔵【ベルツの宿帳】金太夫旅館蔵【ベルツの宿帳】金太夫旅館蔵    

写真の写真の写真の写真の整理（整理（整理（整理（追加含めて）追加含めて）追加含めて）追加含めて）。。。。

宿帳の中の有名人の写真宿帳の中の有名人の写真宿帳の中の有名人の写真宿帳の中の有名人の写真がががが

あると尚可。あると尚可。あると尚可。あると尚可。    



９．草津温泉（温泉番付等） 

    江戸から明治時代にかけて温泉は庶民の大きな楽しみと江戸から明治時代にかけて温泉は庶民の大きな楽しみと江戸から明治時代にかけて温泉は庶民の大きな楽しみと江戸から明治時代にかけて温泉は庶民の大きな楽しみと

して定着して来ました。して定着して来ました。して定着して来ました。して定着して来ました。    
                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                【【【【温温温温泉番付泉番付泉番付泉番付((((明治３１年明治３１年明治３１年明治３１年))))】】】】    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【草津温泉と温泉番付草津温泉と温泉番付草津温泉と温泉番付草津温泉と温泉番付((((文化１４年文化１４年文化１４年文化１４年))))】】】】                                                【【【【上州草津温泉の全図上州草津温泉の全図上州草津温泉の全図上州草津温泉の全図】】】】    

    

【【【【上州草津名所旧跡温泉細見すごろく上州草津名所旧跡温泉細見すごろく上州草津名所旧跡温泉細見すごろく上州草津名所旧跡温泉細見すごろく】】】】((((安政６年安政６年安政６年安政６年))))                                                                                            

    

    

    

【現在の草津温泉湯畑】【現在の草津温泉湯畑】【現在の草津温泉湯畑】【現在の草津温泉湯畑】    



１０．時間湯 

    「まずその浴するの熱度は華氏「まずその浴するの熱度は華氏「まずその浴するの熱度は華氏「まずその浴するの熱度は華氏 125125125125 度度度度（摂氏（摂氏（摂氏（摂氏 51515151 度度度度））））なり。なり。なり。なり。    ((((中略中略中略中略))))ここここ

の湯は殊に梅毒に効ありとし、浴する者は大抵経久痼疾の湯は殊に梅毒に効ありとし、浴する者は大抵経久痼疾の湯は殊に梅毒に効ありとし、浴する者は大抵経久痼疾の湯は殊に梅毒に効ありとし、浴する者は大抵経久痼疾にににに陥りし者にて、陥りし者にて、陥りし者にて、陥りし者にて、

みな熱湯に病を投ずるは死ぬると癒えるとの両途なみな熱湯に病を投ずるは死ぬると癒えるとの両途なみな熱湯に病を投ずるは死ぬると癒えるとの両途なみな熱湯に病を投ずるは死ぬると癒えるとの両途なりりりりと決心し、と決心し、と決心し、と決心し、実にこの実にこの実にこの実にこの

熱に死ぬる者往々あり熱に死ぬる者往々あり熱に死ぬる者往々あり熱に死ぬる者往々あり…………」」」」    （大槻文彦『上州温泉遊記』）（大槻文彦『上州温泉遊記』）（大槻文彦『上州温泉遊記』）（大槻文彦『上州温泉遊記』）    

※※※※著者は著者は著者は著者は明治明治明治明治 12121212 年年年年 6666 月に月に月に月に草津を訪れ草津を訪れ草津を訪れ草津を訪れていていていている。る。る。る。    

(1)「時間湯」の成り立ち 

「時間湯」が草津湯治の「時間湯」が草津湯治の「時間湯」が草津湯治の「時間湯」が草津湯治の客によって試みられたのは幕末だと言われる。客によって試みられたのは幕末だと言われる。客によって試みられたのは幕末だと言われる。客によって試みられたのは幕末だと言われる。    

当時、湯治客の中からこの浴法が考えられ、すさまじい難行苦行の末に、当時、湯治客の中からこの浴法が考えられ、すさまじい難行苦行の末に、当時、湯治客の中からこの浴法が考えられ、すさまじい難行苦行の末に、当時、湯治客の中からこの浴法が考えられ、すさまじい難行苦行の末に、

今日の「今日の「今日の「今日の「時間湯」療法となった。時間湯」療法となった。時間湯」療法となった。時間湯」療法となった。    

(2)「時間湯」の入浴方法  

    ①①①①    時間湯のラッパ時間湯のラッパ時間湯のラッパ時間湯のラッパ    
        午前６時、湯長の鳴らすラッパの合図で午前６時、湯長の鳴らすラッパの合図で午前６時、湯長の鳴らすラッパの合図で午前６時、湯長の鳴らすラッパの合図で三々三々三々三々五々、宿々から浴客が五々、宿々から浴客が五々、宿々から浴客が五々、宿々から浴客が

集まって来る。集まって来る。集まって来る。集まって来る。    

    ②②②②    湯もみ湯もみ湯もみ湯もみ            
        「時間湯」は湯もみから始まる。「時間湯」は湯もみから始まる。「時間湯」は湯もみから始まる。「時間湯」は湯もみから始まる。    

                長さ長さ長さ長さ１丈、幅１尺程の板で湯をもむ。１丈、幅１尺程の板で湯をもむ。１丈、幅１尺程の板で湯をもむ。１丈、幅１尺程の板で湯をもむ。    

        熱を下げ、湯を和らげる意味を持つ。熱を下げ、湯を和らげる意味を持つ。熱を下げ、湯を和らげる意味を持つ。熱を下げ、湯を和らげる意味を持つ。    

        高温の湯に入るウオーミングアップ。高温の湯に入るウオーミングアップ。高温の湯に入るウオーミングアップ。高温の湯に入るウオーミングアップ。    

    ③③③③    湯かぶり湯かぶり湯かぶり湯かぶり    
            一同は湯もみ板を板掛けに掛けて、裸になって湯桁の上にひざまづ一同は湯もみ板を板掛けに掛けて、裸になって湯桁の上にひざまづ一同は湯もみ板を板掛けに掛けて、裸になって湯桁の上にひざまづ一同は湯もみ板を板掛けに掛けて、裸になって湯桁の上にひざまづ

き、頭に湯船の湯をき、頭に湯船の湯をき、頭に湯船の湯をき、頭に湯船の湯を何何何何回回回回ももももかぶる。かぶる。かぶる。かぶる。高温の湯に高温の湯に高温の湯に高温の湯に体を入れる時に体を入れる時に体を入れる時に体を入れる時にのぼのぼのぼのぼ

せせせせを避けるためである。を避けるためである。を避けるためである。を避けるためである。    

    ④④④④    高温入浴高温入浴高温入浴高温入浴    
                現在では湯長の現在では湯長の現在では湯長の現在では湯長の号令の号令の号令の号令のもともともともと、次のように、次のように、次のように、次のように

行われている行われている行われている行われている（１回３分）（１回３分）（１回３分）（１回３分）。。。。    

        湯長湯長湯長湯長    「そろって３分」。一同そろそろ入る。「そろって３分」。一同そろそろ入る。「そろって３分」。一同そろそろ入る。「そろって３分」。一同そろそろ入る。    

そして湯船に身を沈める。そして湯船に身を沈める。そして湯船に身を沈める。そして湯船に身を沈める。    

        湯長「湯長「湯長「湯長「改正改正改正改正にににに２分」。一同「おおーい」と和す。２分」。一同「おおーい」と和す。２分」。一同「おおーい」と和す。２分」。一同「おおーい」と和す。    

        湯長「改正１分」。一同「おおーい」と和す。湯長「改正１分」。一同「おおーい」と和す。湯長「改正１分」。一同「おおーい」と和す。湯長「改正１分」。一同「おおーい」と和す。    

        湯長「湯長「湯長「湯長「ちっくりご辛抱」。一同「辛抱のしどころ」。ちっくりご辛抱」。一同「辛抱のしどころ」。ちっくりご辛抱」。一同「辛抱のしどころ」。ちっくりご辛抱」。一同「辛抱のしどころ」。    

        湯長「よろしくば上がりましょう」。一斉に湯船から湯長「よろしくば上がりましょう」。一斉に湯船から湯長「よろしくば上がりましょう」。一斉に湯船から湯長「よろしくば上がりましょう」。一斉に湯船から上がる。上がる。上がる。上がる。    

【湯もみ風景】【湯もみ風景】【湯もみ風景】【湯もみ風景】    

【入浴風景】【入浴風景】【入浴風景】【入浴風景】    

「「「「改正」の改正」の改正」の改正」の詳細詳細詳細詳細を湯長に確認を湯長に確認を湯長に確認を湯長に確認要要要要    



１１．日本三大「美人の湯」 

    竜神温泉竜神温泉竜神温泉竜神温泉((((和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県))))、、、、湯の川温泉湯の川温泉湯の川温泉湯の川温泉((((島根島根島根島根

県県県県))))、、、、そしてそしてそしてそして川中温泉川中温泉川中温泉川中温泉（群馬県）（群馬県）（群馬県）（群馬県）をいいまをいいまをいいまをいいま

すが、一般に美人の湯と呼ばれるすが、一般に美人の湯と呼ばれるすが、一般に美人の湯と呼ばれるすが、一般に美人の湯と呼ばれる温泉には温泉には温泉には温泉には

美肌効果があります。美肌効果があります。美肌効果があります。美肌効果があります。1920192019201920（大正（大正（大正（大正 9999））））年に年に年に年に

鉄道鉄道鉄道鉄道院院院院によってによってによってによって編纂された「温泉案内」の編纂された「温泉案内」の編纂された「温泉案内」の編纂された「温泉案内」の

中で肌を白くするという効能一覧の中に存在中で肌を白くするという効能一覧の中に存在中で肌を白くするという効能一覧の中に存在中で肌を白くするという効能一覧の中に存在。。。。    

①竜神温泉：泉質＝炭酸水素塩泉、源①竜神温泉：泉質＝炭酸水素塩泉、源①竜神温泉：泉質＝炭酸水素塩泉、源①竜神温泉：泉質＝炭酸水素塩泉、源泉温度＝４８℃泉温度＝４８℃泉温度＝４８℃泉温度＝４８℃    

開湯＝１３００年前、開湯＝１３００年前、開湯＝１３００年前、開湯＝１３００年前、弘法大師に弘法大師に弘法大師に弘法大師に

よる開湯よる開湯よる開湯よる開湯伝説もある。江戸時代、伝説もある。江戸時代、伝説もある。江戸時代、伝説もある。江戸時代、

紀州徳川藩主の別荘地として栄え紀州徳川藩主の別荘地として栄え紀州徳川藩主の別荘地として栄え紀州徳川藩主の別荘地として栄え

た歴史もある。た歴史もある。た歴史もある。た歴史もある。    

②湯の川温泉：泉質＝ナトリウム・カルシウム②湯の川温泉：泉質＝ナトリウム・カルシウム②湯の川温泉：泉質＝ナトリウム・カルシウム②湯の川温泉：泉質＝ナトリウム・カルシウム・・・・    

硫酸塩・塩化物泉。硫酸塩・塩化物泉。硫酸塩・塩化物泉。硫酸塩・塩化物泉。                                

開湯＝神代の昔の大国主の神話に開湯＝神代の昔の大国主の神話に開湯＝神代の昔の大国主の神話に開湯＝神代の昔の大国主の神話に    

登場する八上姫の伝承にち登場する八上姫の伝承にち登場する八上姫の伝承にち登場する八上姫の伝承にち    

なんで、温泉には八上姫神なんで、温泉には八上姫神なんで、温泉には八上姫神なんで、温泉には八上姫神    

社の祠が鎮座している。社の祠が鎮座している。社の祠が鎮座している。社の祠が鎮座している。    

    

    

    

③川中温泉③川中温泉③川中温泉③川中温泉：泉質＝炭酸水素塩泉。無色透明。：泉質＝炭酸水素塩泉。無色透明。：泉質＝炭酸水素塩泉。無色透明。：泉質＝炭酸水素塩泉。無色透明。    

吾妻渓谷から雁が沢川を遡った山間にあ吾妻渓谷から雁が沢川を遡った山間にあ吾妻渓谷から雁が沢川を遡った山間にあ吾妻渓谷から雁が沢川を遡った山間にあるるるる    

静かな温泉。秘湯という言葉が似合う。静かな温泉。秘湯という言葉が似合う。静かな温泉。秘湯という言葉が似合う。静かな温泉。秘湯という言葉が似合う。ぬぬぬぬ

るめのお湯をゆっくり堪能。湯上りはるめのお湯をゆっくり堪能。湯上りはるめのお湯をゆっくり堪能。湯上りはるめのお湯をゆっくり堪能。湯上りは肌が肌が肌が肌が

しっとりとした感じ。しっとりとした感じ。しっとりとした感じ。しっとりとした感じ。    



１２．日本ロマンチック街道 

長野県小諸市を起点として、軽井沢町長野県小諸市を起点として、軽井沢町長野県小諸市を起点として、軽井沢町長野県小諸市を起点として、軽井沢町からからからから日光市へ通ず日光市へ通ず日光市へ通ず日光市へ通ず

る全長る全長る全長る全長 230230230230 ㎞の街道をいう。㎞の街道をいう。㎞の街道をいう。㎞の街道をいう。この街道はドイツロマンチッ

ク街道に範をとった。現在この本街道に加えてガッセ＝小

径として上田より宇都宮までの自治体が加入し、総延長350

㎞となっている。日本におけるもっとも日本的景観を有す

るこれらの街道は 1987 年以来今日までドイツとの異文化

交流を行っている。群馬県内の参加市町村は嬬恋・草津・

長野原・東吾妻・中之条・高山・沼田・みなかみ・川場・

昭和・片品。 

 

 
 
 
 
 
 
※ドイツロマンチック街道 
ドイツバイエルン州のヴュルツブルクを起点として、オー

ストリア国境で近くにノイシュヴァンシュタイン城がある

フュッセンに至る全長 360 ㎞の街道である。ドイツロマンチ

ック街道の中心地、中世の自由都市国家ローテンブルクの城

門には次のような言葉が刻まれている。 

『歩み入る者にやすらぎを『歩み入る者にやすらぎを『歩み入る者にやすらぎを『歩み入る者にやすらぎを    去り行く人にしあわせを』去り行く人にしあわせを』去り行く人にしあわせを』去り行く人にしあわせを』    

    
【【【【ノイシュヴァンシュタイン城ノイシュヴァンシュタイン城ノイシュヴァンシュタイン城ノイシュヴァンシュタイン城】】】】    【【【【ネルトリンゲンのネルトリンゲンのネルトリンゲンのネルトリンゲンの町の俯瞰町の俯瞰町の俯瞰町の俯瞰】】】】    



    

    

    

１３．温泉法別表    

（別表）（別表）（別表）（別表）    

        物質名物質名物質名物質名                含有量（含有量（含有量（含有量（1kg1kg1kg1kg 中）中）中）中）    

遊離炭酸（遊離炭酸（遊離炭酸（遊離炭酸（COCOCOCO２２２２））））                                                                250mg250mg250mg250mg 以上以上以上以上    

リチウムイオンリチウムイオンリチウムイオンリチウムイオン(Li(Li(Li(Li＋＋＋＋))))                                                                                                                                1mg1mg1mg1mg 以上以上以上以上    

ストロンチウムイオンストロンチウムイオンストロンチウムイオンストロンチウムイオン(Sr(Sr(Sr(Sr2222＋＋＋＋))))                                                                10mg10mg10mg10mg 以上以上以上以上    

バリウムイオンバリウムイオンバリウムイオンバリウムイオン(Ba(Ba(Ba(Ba2222＋＋＋＋))))                                                                    5mg5mg5mg5mg 以上以上以上以上    

フェロ又はフェリイオンフェロ又はフェリイオンフェロ又はフェリイオンフェロ又はフェリイオン(Fe(Fe(Fe(Fe2222＋＋＋＋))))                                                                10mg10mg10mg10mg 以上以上以上以上    

第１マンガンイオン第１マンガンイオン第１マンガンイオン第１マンガンイオン(Mn(Mn(Mn(Mn2222＋＋＋＋))))                                                                10mg10mg10mg10mg 以上以上以上以上            

水素イオン水素イオン水素イオン水素イオン(H(H(H(H＋＋＋＋))))                                                                    1mg1mg1mg1mg 以上以上以上以上        

臭素イオン臭素イオン臭素イオン臭素イオン(Br(Br(Br(Br－－－－))))                                                                    5mg5mg5mg5mg 以上以上以上以上    

よう素イオンよう素イオンよう素イオンよう素イオン(I(I(I(I－－－－))))                                                                    1mg1mg1mg1mg 以上以上以上以上    

フッ素イオンフッ素イオンフッ素イオンフッ素イオン(F(F(F(F－－－－))))                                                                    2mg2mg2mg2mg 以上以上以上以上    

ヒドロひ酸イオンヒドロひ酸イオンヒドロひ酸イオンヒドロひ酸イオン(HAsO(HAsO(HAsO(HAsO4444
2222－－－－))))                                                                                                                        1.3mg1.3mg1.3mg1.3mg 以上以上以上以上    

メタ亜ひ酸イオンメタ亜ひ酸イオンメタ亜ひ酸イオンメタ亜ひ酸イオン(HAsO(HAsO(HAsO(HAsO2222))))                                                                                                                                1mg1mg1mg1mg 以上以上以上以上    

総硫黄総硫黄総硫黄総硫黄(S)(S)(S)(S)    

(HS(HS(HS(HS----SSSS2222OOOO3333
2 2 2 2 ＋＋＋＋HHHH2222SSSS に対応するものに対応するものに対応するものに対応するもの))))    

                                                                1mg1mg1mg1mg 以上以上以上以上        

メタほう酸メタほう酸メタほう酸メタほう酸(HBO(HBO(HBO(HBO2222))))                                                                                                                                5mg5mg5mg5mg 以上以上以上以上    

メタけい酸メタけい酸メタけい酸メタけい酸(H(H(H(H2222SiOSiOSiOSiO3333))))                                                                                                                            50mg50mg50mg50mg 以上以上以上以上        

重炭酸そうだ重炭酸そうだ重炭酸そうだ重炭酸そうだ(NaHCO(NaHCO(NaHCO(NaHCO3333))))                                                                                                                        340mg340mg340mg340mg 以上以上以上以上    

ラドンラドンラドンラドン(Rn)(Rn)(Rn)(Rn)                                        20(20(20(20(百億分の１キュリー単位百億分の１キュリー単位百億分の１キュリー単位百億分の１キュリー単位))))以上以上以上以上                                            

ラジウム塩ラジウム塩ラジウム塩ラジウム塩(Ra(Ra(Ra(Ra としてとしてとしてとして))))                                                1111 億分の１億分の１億分の１億分の１mgmgmgmg 以上以上以上以上                

    

    

    

Fe3+ 



１４．温泉入浴健康法 

（”Aging & Health”誌 No.53～56 2010～2011 年 白倉卓夫） 

    休養タイプの温泉利用休養タイプの温泉利用休養タイプの温泉利用休養タイプの温泉利用(2(2(2(2・・・・3333 日日日日))))に出掛けた時に知っに出掛けた時に知っに出掛けた時に知っに出掛けた時に知っ
てててておおおおきたい入浴健康法をきたい入浴健康法をきたい入浴健康法をきたい入浴健康法を特に特に特に特に高齢者のために紹介高齢者のために紹介高齢者のために紹介高齢者のために紹介
します。します。します。します。    

♨♨♨♨    宿に着いたらまず一休み宿に着いたらまず一休み宿に着いたらまず一休み宿に着いたらまず一休み    
        砂糖を添えた砂糖を添えた砂糖を添えた砂糖を添えた小梅小梅小梅小梅ととととお茶は、温泉浴に配慮して素晴らしい。お茶は、温泉浴に配慮して素晴らしい。お茶は、温泉浴に配慮して素晴らしい。お茶は、温泉浴に配慮して素晴らしい。    

♨♨♨♨    ぬる湯でのんびり反復入浴ぬる湯でのんびり反復入浴ぬる湯でのんびり反復入浴ぬる湯でのんびり反復入浴    
        温温温温 40404040 度前後、度前後、度前後、度前後、3333～～～～4444 分で分で分で分で 3333～～～～4444 回反復回反復回反復回反復しししし保温効果を高める保温効果を高める保温効果を高める保温効果を高める。。。。    

♨♨♨♨    入浴に伴う血圧変動と浴後の注意入浴に伴う血圧変動と浴後の注意入浴に伴う血圧変動と浴後の注意入浴に伴う血圧変動と浴後の注意    
        入浴時の入浴時の入浴時の入浴時の血圧上昇・出浴時の血圧低下には要注意。血圧上昇・出浴時の血圧低下には要注意。血圧上昇・出浴時の血圧低下には要注意。血圧上昇・出浴時の血圧低下には要注意。    

脱水脱水脱水脱水には、浴前後には、浴前後には、浴前後には、浴前後ののののミネラルミネラルミネラルミネラルを含む水分摂取もお忘れなく。を含む水分摂取もお忘れなく。を含む水分摂取もお忘れなく。を含む水分摂取もお忘れなく。    

♨♨♨♨    発汗は体内の“オーバーヒート”発汗は体内の“オーバーヒート”発汗は体内の“オーバーヒート”発汗は体内の“オーバーヒート”    
入浴中入浴中入浴中入浴中に額が汗ばんできたら、いったん出る。熱中症や脱水に額が汗ばんできたら、いったん出る。熱中症や脱水に額が汗ばんできたら、いったん出る。熱中症や脱水に額が汗ばんできたら、いったん出る。熱中症や脱水

が起こりやすいので注意。が起こりやすいので注意。が起こりやすいので注意。が起こりやすいので注意。    

♨♨♨♨    朝湯入浴は軽くすませる朝湯入浴は軽くすませる朝湯入浴は軽くすませる朝湯入浴は軽くすませる    
朝湯は血圧低下をお起こし、日中の体の動きを鈍らせる。朝湯は血圧低下をお起こし、日中の体の動きを鈍らせる。朝湯は血圧低下をお起こし、日中の体の動きを鈍らせる。朝湯は血圧低下をお起こし、日中の体の動きを鈍らせる。    

さっと入浴、さっと出浴、「カラスの行水」がお勧め。さっと入浴、さっと出浴、「カラスの行水」がお勧め。さっと入浴、さっと出浴、「カラスの行水」がお勧め。さっと入浴、さっと出浴、「カラスの行水」がお勧め。    

♨♨♨♨    食事の直前・直後は避ける。飲酒後の入浴は危険食事の直前・直後は避ける。飲酒後の入浴は危険食事の直前・直後は避ける。飲酒後の入浴は危険食事の直前・直後は避ける。飲酒後の入浴は危険    
アルコール作用を急激に高める危険がいっぱい。アルコール作用を急激に高める危険がいっぱい。アルコール作用を急激に高める危険がいっぱい。アルコール作用を急激に高める危険がいっぱい。    

♨♨♨♨    冬の露天風呂は高齢者には勧められない冬の露天風呂は高齢者には勧められない冬の露天風呂は高齢者には勧められない冬の露天風呂は高齢者には勧められない    

        寒暖刺激による激しい血圧変動は危険。露天風呂に限らず、寒暖刺激による激しい血圧変動は危険。露天風呂に限らず、寒暖刺激による激しい血圧変動は危険。露天風呂に限らず、寒暖刺激による激しい血圧変動は危険。露天風呂に限らず、

一人入浴は要一人入浴は要一人入浴は要一人入浴は要注意注意注意注意。。。。    

♨♨♨♨    飲泉は飲泉は飲泉は飲泉は認可を確認、注意事項をよく読んで認可を確認、注意事項をよく読んで認可を確認、注意事項をよく読んで認可を確認、注意事項をよく読んで    

                高血圧や高血圧や高血圧や高血圧やむくみの人はナトリウム含有泉を、下痢気味の人はむくみの人はナトリウム含有泉を、下痢気味の人はむくみの人はナトリウム含有泉を、下痢気味の人はむくみの人はナトリウム含有泉を、下痢気味の人は

硫酸塩泉を飲まない。硫酸塩泉を飲まない。硫酸塩泉を飲まない。硫酸塩泉を飲まない。    



１５．クナイプ療法 5 つのキーワード 

水療法水療法水療法水療法    

「水が健康な人にとって健康と活力を維持するための「水が健康な人にとって健康と活力を維持するための「水が健康な人にとって健康と活力を維持するための「水が健康な人にとって健康と活力を維持するための        

すばらしい薬であるなら、それは最も自然であり、すばらしい薬であるなら、それは最も自然であり、すばらしい薬であるなら、それは最も自然であり、すばらしい薬であるなら、それは最も自然であり、    

最も最も最も最も使用しやすい治療薬でもあります。」使用しやすい治療薬でもあります。」使用しやすい治療薬でもあります。」使用しやすい治療薬でもあります。」    

（セバスチャン・クナイプ）（セバスチャン・クナイプ）（セバスチャン・クナイプ）（セバスチャン・クナイプ）    

                            植物植物植物植物（（（（ハーブハーブハーブハーブ））））療法療法療法療法    

「自然は私たちが健康を維持するために「自然は私たちが健康を維持するために「自然は私たちが健康を維持するために「自然は私たちが健康を維持するために        

必要なあらゆるものを豊富に与えてく必要なあらゆるものを豊富に与えてく必要なあらゆるものを豊富に与えてく必要なあらゆるものを豊富に与えてく                

れます。」れます。」れます。」れます。」    

（セバスチャン・クナイプ）（セバスチャン・クナイプ）（セバスチャン・クナイプ）（セバスチャン・クナイプ）    

    運動療法運動療法運動療法運動療法    

「「「「怠惰は体力を低下させ、怠惰は体力を低下させ、怠惰は体力を低下させ、怠惰は体力を低下させ、トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    

は体を強化し、過度の負担は健康を損なう。」は体を強化し、過度の負担は健康を損なう。」は体を強化し、過度の負担は健康を損なう。」は体を強化し、過度の負担は健康を損なう。」    

((((セバスチャン・クナイプセバスチャン・クナイプセバスチャン・クナイプセバスチャン・クナイプ))))    

    栄養栄養栄養栄養((((食事療法食事療法食事療法食事療法))))    

                                                「「「「あなたが食べたと感じるとき、あなたが食べたと感じるとき、あなたが食べたと感じるとき、あなたが食べたと感じるとき、    

すでにあなたは食べ過ぎています。」すでにあなたは食べ過ぎています。」すでにあなたは食べ過ぎています。」すでにあなたは食べ過ぎています。」    

（（（（セバスチャン・クナイプ）セバスチャン・クナイプ）セバスチャン・クナイプ）セバスチャン・クナイプ）    

        バランスバランスバランスバランス((((規則正しい生活規則正しい生活規則正しい生活規則正しい生活))))    

「心を考慮に入れるとき、私は初めて成「心を考慮に入れるとき、私は初めて成「心を考慮に入れるとき、私は初めて成「心を考慮に入れるとき、私は初めて成            

功しました。」功しました。」功しました。」功しました。」    

                            ((((セバスチャン・クナイプセバスチャン・クナイプセバスチャン・クナイプセバスチャン・クナイプ))))    



１６．シュヴァーベン温泉街道 

    

    癒しの土地にようこそ。シュヴァーベン温泉街道は、癒しの土地にようこそ。シュヴァーベン温泉街道は、癒しの土地にようこそ。シュヴァーベン温泉街道は、癒しの土地にようこそ。シュヴァーベン温泉街道は、

ボーデン湖畔のユーバーリンゲンからバート・ヴェリボーデン湖畔のユーバーリンゲンからバート・ヴェリボーデン湖畔のユーバーリンゲンからバート・ヴェリボーデン湖畔のユーバーリンゲンからバート・ヴェリ

スヘンを経由してアルゴイ地方東部のフュッセンに至スヘンを経由してアルゴイ地方東部のフュッセンに至スヘンを経由してアルゴイ地方東部のフュッセンに至スヘンを経由してアルゴイ地方東部のフュッセンに至

る全長１８０キロメートルのルートです。自分にご褒る全長１８０キロメートルのルートです。自分にご褒る全長１８０キロメートルのルートです。自分にご褒る全長１８０キロメートルのルートです。自分にご褒

美をあげたり、本来の姿に戻ったり、まどろんだり、美をあげたり、本来の姿に戻ったり、まどろんだり、美をあげたり、本来の姿に戻ったり、まどろんだり、美をあげたり、本来の姿に戻ったり、まどろんだり、

湯に使ったり、自身を解放することになりますが、そ湯に使ったり、自身を解放することになりますが、そ湯に使ったり、自身を解放することになりますが、そ湯に使ったり、自身を解放することになりますが、そ

の最終的な目的は健康で快適に感じることです。の最終的な目的は健康で快適に感じることです。の最終的な目的は健康で快適に感じることです。の最終的な目的は健康で快適に感じることです。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



1７. パネル展のための参考文献・協力機関 
2017.6.302017.6.302017.6.302017.6.30    

参考文献参考文献参考文献参考文献    

１．『ベルツ博士と群馬の温泉』１．『ベルツ博士と群馬の温泉』１．『ベルツ博士と群馬の温泉』１．『ベルツ博士と群馬の温泉』    木暮金太夫・中澤晁三編著木暮金太夫・中澤晁三編著木暮金太夫・中澤晁三編著木暮金太夫・中澤晁三編著    上毛新聞社上毛新聞社上毛新聞社上毛新聞社(1990)(1990)(1990)(1990)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

２．『ベルツ日本文化論集』２．『ベルツ日本文化論集』２．『ベルツ日本文化論集』２．『ベルツ日本文化論集』    若林操子編訳若林操子編訳若林操子編訳若林操子編訳    東海大学出版会東海大学出版会東海大学出版会東海大学出版会(2001)(2001)(2001)(2001)    

３．『草津温泉誌３．『草津温泉誌３．『草津温泉誌３．『草津温泉誌    第二巻』第二巻』第二巻』第二巻』    草津町役場草津町役場草津町役場草津町役場(1992)(1992)(1992)(1992)    

４．『青い目の旅人たち』４．『青い目の旅人たち』４．『青い目の旅人たち』４．『青い目の旅人たち』    萩原進編（みやま文庫９２）萩原進編（みやま文庫９２）萩原進編（みやま文庫９２）萩原進編（みやま文庫９２）(1984)(1984)(1984)(1984)    

５．『群馬の温泉』５．『群馬の温泉』５．『群馬の温泉』５．『群馬の温泉』    木暮敬・萩原進編著木暮敬・萩原進編著木暮敬・萩原進編著木暮敬・萩原進編著    上毛新聞社上毛新聞社上毛新聞社上毛新聞社(1980)(1980)(1980)(1980)    

６．『ベルツと草津温泉』６．『ベルツと草津温泉』６．『ベルツと草津温泉』６．『ベルツと草津温泉』    市川善三郎著市川善三郎著市川善三郎著市川善三郎著    あさを社あさを社あさを社あさを社(1981)(1981)(1981)(1981)        

７．『ベルツ７．『ベルツ７．『ベルツ７．『ベルツ    花花花花』』』』    鹿島卯女著鹿島卯女著鹿島卯女著鹿島卯女著    鹿島出版会鹿島出版会鹿島出版会鹿島出版会    (1977)(1977)(1977)(1977)    

８．『ベルツの日記』（上・下）８．『ベルツの日記』（上・下）８．『ベルツの日記』（上・下）８．『ベルツの日記』（上・下）    渡辺正彦訳渡辺正彦訳渡辺正彦訳渡辺正彦訳    岩波書店（岩波書店（岩波書店（岩波書店（1934193419341934））））    

９．『エルウィン・フォン・ベルツ９．『エルウィン・フォン・ベルツ９．『エルウィン・フォン・ベルツ９．『エルウィン・フォン・ベルツ    ～日本に於ける一ドイツ人医師の生涯と業績』～日本に於ける一ドイツ人医師の生涯と業績』～日本に於ける一ドイツ人医師の生涯と業績』～日本に於ける一ドイツ人医師の生涯と業績』    

                    ショットレンショットレンショットレンショットレンダー著ダー著ダー著ダー著    大空社（大空社（大空社（大空社（1995199519951995））））        

10101010．『エルヴィン・ベルツ．『エルヴィン・ベルツ．『エルヴィン・ベルツ．『エルヴィン・ベルツ    ～日本医学の開拓者～』ヴェスコヴィ著～日本医学の開拓者～』ヴェスコヴィ著～日本医学の開拓者～』ヴェスコヴィ著～日本医学の開拓者～』ヴェスコヴィ著    日本文芸日本文芸日本文芸日本文芸社社社社    

                    （（（（2001200120012001））））    

11.11.11.11.『高齢者のための温泉療法』『高齢者のための温泉療法』『高齢者のための温泉療法』『高齢者のための温泉療法』    白倉卓夫編白倉卓夫編白倉卓夫編白倉卓夫編    ライフサイエンス（ライフサイエンス（ライフサイエンス（ライフサイエンス（2007200720072007））））    

12121212．．．．『『『『ヨーロッパの温泉保養地を歩く』阿岸祐幸・飯島裕一著ヨーロッパの温泉保養地を歩く』阿岸祐幸・飯島裕一著ヨーロッパの温泉保養地を歩く』阿岸祐幸・飯島裕一著ヨーロッパの温泉保養地を歩く』阿岸祐幸・飯島裕一著    岩波書店（岩波書店（岩波書店（岩波書店（2006200620062006））））    

13131313．．．．『温泉療法』大塚吉則著『温泉療法』大塚吉則著『温泉療法』大塚吉則著『温泉療法』大塚吉則著    南山堂南山堂南山堂南山堂(1999)(1999)(1999)(1999)    

14.14.14.14.『新版『新版『新版『新版    温泉療法』大塚吉則著温泉療法』大塚吉則著温泉療法』大塚吉則著温泉療法』大塚吉則著    （株）クルーズ（（株）クルーズ（（株）クルーズ（（株）クルーズ（2012201220122012））））    

11115555．『温泉に入ると病気にならない』松田忠徳著．『温泉に入ると病気にならない』松田忠徳著．『温泉に入ると病気にならない』松田忠徳著．『温泉に入ると病気にならない』松田忠徳著    ＰＨＰ新書（ＰＨＰ新書（ＰＨＰ新書（ＰＨＰ新書（2010201020102010））））    

16161616．『温泉と健康』阿岸祐幸著．『温泉と健康』阿岸祐幸著．『温泉と健康』阿岸祐幸著．『温泉と健康』阿岸祐幸著    岩波新書（岩波新書（岩波新書（岩波新書（2009200920092009））））    

17171717．『草津温泉．『草津温泉．『草津温泉．『草津温泉    ～温泉を科学する～』白倉卓夫著～温泉を科学する～』白倉卓夫著～温泉を科学する～』白倉卓夫著～温泉を科学する～』白倉卓夫著    上毛新聞社（上毛新聞社（上毛新聞社（上毛新聞社（2009200920092009））））    

18181818．『ベルツと草津温泉』市川善三郎著．『ベルツと草津温泉』市川善三郎著．『ベルツと草津温泉』市川善三郎著．『ベルツと草津温泉』市川善三郎著    あさを社（あさを社（あさを社（あさを社（1981198119811981））））    

19191919．『錦絵にみる．『錦絵にみる．『錦絵にみる．『錦絵にみる    日本の温泉』木暮金太夫編日本の温泉』木暮金太夫編日本の温泉』木暮金太夫編日本の温泉』木暮金太夫編    国書刊行会国書刊行会国書刊行会国書刊行会    (2003)(2003)(2003)(2003)    

20202020．『温泉ビューティ』石井宏子著．『温泉ビューティ』石井宏子著．『温泉ビューティ』石井宏子著．『温泉ビューティ』石井宏子著    （株）グリーンキャット（株）グリーンキャット（株）グリーンキャット（株）グリーンキャット    

21212121．『クアオルト・．『クアオルト・．『クアオルト・．『クアオルト・Kurort Kurort Kurort Kurort 入門入門入門入門    気候療法・気候性地形療法入門』小関信行著書肆気候療法・気候性地形療法入門』小関信行著書肆気候療法・気候性地形療法入門』小関信行著書肆気候療法・気候性地形療法入門』小関信行著書肆

犀（しょしさい）（犀（しょしさい）（犀（しょしさい）（犀（しょしさい）（2014201420142014））））        

協力機関協力機関協力機関協力機関    

１．ベルツ記念館１．ベルツ記念館１．ベルツ記念館１．ベルツ記念館    

２．２．２．２．クナイプジャパンクナイプジャパンクナイプジャパンクナイプジャパン    



７． ベルツ叙勲栽可書    

                

                            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

外務大臣⇒総理大臣外務大臣⇒総理大臣外務大臣⇒総理大臣外務大臣⇒総理大臣    

内閣議定書内閣議定書内閣議定書内閣議定書    

宮内大臣⇒外務大臣⇒内閣宛て宮内大臣⇒外務大臣⇒内閣宛て宮内大臣⇒外務大臣⇒内閣宛て宮内大臣⇒外務大臣⇒内閣宛て    外務大臣⇒総理大臣外務大臣⇒総理大臣外務大臣⇒総理大臣外務大臣⇒総理大臣    

議案書議案書議案書議案書((((閣議書）閣議書）閣議書）閣議書）    

内閣⇒天皇内閣⇒天皇内閣⇒天皇内閣⇒天皇    


