
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

これからの予定 （平成 25年前半の主な行事） 
 

山山口口家家住住宅宅、、資資料料館館のの公公開開  

◆現在、資料館では、≪第４回企画展「旗本間部氏と地代官出府日記」―

出府日記による、大山道検証―≫を開催中 
〔開 館〕原則的に、２月 17日(日)より 毎日曜日、10：00～15：00 

※行事のある日、及び、６月～８月は休館します。開館日以外に見学を希望される

方は、事前にご相談ください。都合が付けば対応します。 

〔入館料〕 

 一般/一人 

資料館 ＋ 山口家住宅一階 300円 

資料館 ＋ 山口家住宅一階 ＋ 二階 500円 

資料館のみ 100円 

    ※団体（20名以上）の場合・・・各場合とも一人 50 円割引 

※当会会員、中学生以下は無料 

 

古古文文書書調調査査【文化庁文化芸術振興費補助金事業】  

〔日 時〕１月 11日(金)、 14:00～16:00  ※毎月、第２金曜日に 

〔場 所〕雨岳文庫資料館             開催しています。 

 

初初春春のの梅梅畑畑開開放放【伊勢原市教育委員会後援】 

◆初春の梅畑を散策しませんか？！（入園無料） 
〔日 時〕２月 17日(日)・24日(日)、10：30～15：30 

〔場 所〕雨岳文庫 梅畑 

あけまして おめでとうございます 
寒い日が続いています。皆さま、お元気で新年をお迎えのことと思います。 

さて、「雨岳文庫」は昨年、一般財団法人の登記をし、新たなスタートを切り

ました。今後は、「ＮＰＯ 雨岳文庫を活用する会」と「一般財団法人 雨岳文

庫」が連携しながら事業を行なうことになります。この 

「雨岳文庫ニュース」では、「一般財団法人 雨岳文庫」と「ＮＰＯ 雨岳文

庫を活用する会」を分けずに、両団体の活動について掲載しますので、ご承

知ください。 

今回は、平成 25 年前半の行事予定のお知らせと、平成 24 年後半の行事の

ご報告をさせていただきます。お子さんから大人まで誘い合ってのご参加を

お待ちしております。 

平成 25年１月吉日 

    一般財団法人「雨岳文庫」理事長  野崎 昭雄 
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昔昔ななががららのの味味噌噌造造りり【東京農業大学 東和男氏 協力】【伊勢原市教育委員会後援】  

〔日 時〕２月 17日(日) 、13：00～15：00 

〔場 所〕雨岳文庫 

〔募 集〕２月１日募集開始、先着 15家族、定員になり次第締切りとなります 

＜参 加 費＞ 一家族５００円 

＜応募方法＞ 午後７時から午後９時の間に、電話かＦＡＸで（番号は下記） 

※詳細は、２/１付け「広報いせはら」に掲載予定 

 

第第２２回回文文化化財財ウウォォーークク【文化庁文化芸術振興費補助金事業】  

◆「田村の渡しで、相模川を越える」：伊勢原の平間から寒川の景観寺まで 
〔日 時〕３月２日(土) 

〔募 集〕２月 15日募集開始、先着 45名、定員になり次第締切りとなります 

＜応募方法＞午後７時から午後９時の間に、電話かＦＡＸで（番号は下記） 

※詳細は、２/15付け「広報いせはら」に掲載予定 

 

歴歴史史講講演演会会【文化庁文化芸術振興費補助金事業】 

◆「二の鳥居と上粕屋村」：川島敏郎氏の講演 
〔日 時〕３月３日(日) 

〔場 所〕山口家住宅 主屋 

〔募 集〕２月 15日募集開始、先着 50名、定員になり次第締切りとなります 

＜応募方法＞午後７時から午後９時の間に、電話かＦＡＸで（番号は下記） 

※詳細は、２/15付け「広報いせはら」に掲載予定 

 

菜菜のの花花畑畑開開放放【伊勢原市教育委員会後援】 

◆菜の花を観ながら、「春」を感じてください！（入園無料） 
〔日 時〕３月３日(日)～31日(日)の毎日曜日＆祝日、10：30～16：00 

〔場 所〕雨岳文庫 梅園 

◆この期間中に雨岳文庫離れで、福祉関係の NPO法人、「苺の会」と「ジャ

スミンの会」主催のバザーを開催。ぜひ、お立ち寄りください！ 

    ※３月１日(金)～６日(水)、10：00～15：00 

 

相相模模人人形形芝芝居居公公演演（（国国重重要要無無形形民民俗俗文文化化財財  相相模模人人形形芝芝居居「「林林座座」」））  

◆人形芝居を見て、お人形にふれてみませんか？  【伊勢原市教育委員会後援】 
〔日 時〕３月 24日(日) 、13：30～15：30 

〔場 所〕山口家住宅 主屋 

〔内 容〕人形芝居公演、解説と人形とのふれ合い 

〔募 集〕３月 15 日募集開始、先着 40 名、定員になり次

第締切りとなります 

＜参 加 費＞ 一人２００円（中学生以下無料） 

＜応募方法＞ 午後７時から午後９時の間に、電話か

ＦＡＸで（番号は下記） 

※詳細は、３/15付け「広報いせはら」に掲載予定 

 

東東京京農農業業大大学学オオーーププンンカカレレッッジジ【東京農業大学 委託事業】  

〔日 時〕次の全６回、各回とも 10：00～15：00 

①４月 13日(土)、②４月 27日(土)、③５月 11日(土) 

④５月 25日(土)、⑤６月８日(土)、⑥６月 22日(土) 

※参加希望の方は、東京農業大学エクステンションセンターにお尋ねください。 

 http://www.nodai.ac.jp/extension/ 

 

 

昨年の公演から 

http://www.nodai.ac.jp/extension/


お申込み、お問合せ先 

TEL、FAXともに、 0463-95-0002（山口）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家家族族そそろろっってて「「おお茶茶をを摘摘んんでで、、焙焙炉炉ででおお茶茶つつくくりり」」（（農農大大ｵｵｰーﾌﾌﾟ゚ﾝﾝｶｶﾚﾚｯｯｼｼﾞ゙とと一一緒緒にに））  

【伊勢原市教育委員会後援】 
◆焙炉(ほいろ)で、昔ながらの「手揉みの

お茶」をつくろう！ 
〔日 時〕５月 11日(土)、10：00～16：00 

〔場 所〕雨岳文庫 自園茶畑ほか 

〔募 集〕５月１日募集開始、先着５家族、定員になり

次第締切りとなります 

＜参 加 費＞ 一家族５００円 

＜応募方法＞ 午後７時から午後９時の間に、電話

かＦＡＸで（番号は下記） 

※詳細は、５/１付け「広報いせはら」に掲載予定 

 

おお茶茶摘摘みみ体体験験ををししまませせんんかか  
【伊勢原市教育委員会後援】  

〔日 時〕５月 12日(日)、９：00～16：00 

※都合の付く時間に参加してください 

〔募 集〕５月１日募集開始 

＜参 加 費＞ 無料 

＜応募方法＞ 午後７時から午後９時の間に、電話

かＦＡＸで（番号は下記） 

※詳細は、５/１付け「広報いせはら」に掲載予定 

 

 

NNPPOO 雨雨岳岳文文庫庫をを活活用用すするる会会「「理理事事会会」」＆＆「「定定例例総総会会」」  
〔日 時〕６月２日(日) 

※理事会 10：30～11:30  定例総会 14：00～15:00 

〔場 所〕山口家住宅 主屋 

◇詳細については、後日、送付いたします。 

 

 

 

 

 

計画進行中！！ 
 

 ～愛する伊勢原を元気にする～ ≪春いろフェスタ≫  
 

 ３月１日(金) ～ 31 日(日) の 午前 10 時 ～ 午後３時 

 雨岳文庫・二ノ鳥居周辺にて 

 

伊勢原市との市民協働事業の一環として、農林業や福祉、子育て支援、環境、生涯学習、県

人会、大学、企業など、ジャンルを問わない関係団体が、フリーマーケットなどの物品販売か

ら体験学習、交流会まで、様々なプログラムで参加できる場づくりを、春いろフェスタ実行委

員会として、計画・準備中です。 

多くの市民との交流を楽しみ、遠来のお客様に伊勢原の良さを感じていただけるおもてなし

をしたいという趣旨に「雨岳文庫」も賛同し、この企画に協力・参加したいと考えています。 

詳細は、今後、「雨岳文庫」ホームページなどでご案内する予定です。 

昨年の様子から 



古文書調査 

  （文化庁文化芸術振興費補助金事業） 

５月より毎月第２金曜日に、古文書調査

を行いました。毎回 20名前後が熱心に参加

し、雨岳文庫所蔵の書状や覚書などを講読

しました。 

講師 川島敏郎氏 

幹事 田中米昭氏、宮崎武雄氏 

 

文化財ウォーク 

  （文化庁文化芸術振興費補助金事業） 

文化財ウォークとして、地代官山口作助

の出府諸用控に基づいて、上粕屋から江戸

までの大山道を、３年かけて歩く計画です。 

初回は 10 月 27 日に石倉橘不動から東円

寺まで（5.7Kｍ）を一般参加者 30名とスタ

ッフ 20名で歩きました。２回目は、３月２

日(土)の予定です。 

建物見学会 11/4 
（主催 伊勢原市教育委員会文化財課） 

雨岳文庫では、主屋の一階、二階、離れ、

資料館などを開放しました。 

伊勢原市の歴史アドバイザーとともに、

当会からも雨岳文庫クラブが案内にあたり

ました。 

 

収穫祭 11/23 

「さつま芋を掘って焼き芋、

竹トンボ、ドングリで遊ぼう」 
今年の収穫祭は雨で始まりましたが、幸

い、サツマイモ掘りが終わる頃には雨が上が

りました。 

古民家の大広間で遊んだり、スーパー竹ト

ンボ飛ばしや木の実細工（伊勢原グリーンイ

ンストラクター）で遊びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族そろってお茶の作法体験 10/21 

秋晴れのなか、お茶やお茶道具のお話を聞き、お茶のいた 

だき方を体験する会が開かれました。 

  近所の子どもたちも参加してくれて、秋の実りをテーマに 

楽しい会になりました。 

平成 24 年後半に行なった主な行事 
(詳細は、「雨岳文庫」ホームページに) 

東京農業大学オープンカレッジ 

「自然にやさしい作物の栽培法と利用法を学ぶ」 
                 （「東京ガス環境おうえん基金」の助成） 

前期４/14(土)から６/23(土)まで、後期は 10/６(土)から 12/８(土)までとし、それぞれ６

回の講座を、東京農業大学からの委託事業として行ないました。 

東京農業大学短期大学部名誉教授 藤垣順三氏をメイン講師として、農業や環境、食育及び

健康などに関するお話を聞くとともに、畑では自然にやさしい植物の栽培法や収穫を学び、ま

た、豆腐や味噌作りにも挑戦しました。当会からもスタッフとして当日のみならず事前準備に

参加しました。 

今年も、４月 13日(土)から全６回の講座が計画されています。 


