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ＮＰＯ雨岳文庫を活用する会 総会終了 
５月 28日(日)、NPO雨岳文庫を活用する会の総会が行われ、H28年度の事業報告・収支決算、

H29年度の事業計画案・予算案がそれぞれ承認されました。 

また、総会に先立って行われた理事会では、NPO 活用する会の今後のあり方について、今年度一

年間をかけて考えていくべきではないかという意見が出されました。「雨岳文庫」が公益財団法人

として認定され２年目となり、公財雨岳文庫と NPO 活用する会の関係を整理する必要もあります。

皆様方からのご意見もいただければ幸いです。 

 

春から夏に行った事業など 
 春から夏までの間に、いろいろな事業を公財雨岳文庫と NPO 活用する会が連携して行いました。

また、友好団体に公財やＮＰＯが協力して行った取組や施設の利用もありました。 

 

第 1 回 湘南社 民権講座 
（雨岳民権の会）5/28(日) 

「山口左七郎の人物像 

～民権運動等の関わりから～」 
 NPO雨岳文庫を活用する会の総会に引き続

いて、民権の会主催の第１回湘南社民権講座

が開かれ、公財の野崎昭雄理事長による講演

が行われました。 

 講演の中では、相州にお

ける自由民権運動とともに

湘南社と湘南講学会をめぐ

る状況について、山口左七

郎を巡る年表を辿りながら

解説をされました。さらに、

山口左七郎の人脈と思想形成にふれられ、今

後の課題として、運動関係者の発掘を含む資

料の再確認を通して相州における自由民権運

動の総括をする必要性があることが述べられ

ました。 

 

丸山城遺跡の勉強会 
（雨岳ガイドの会）6/3(土) 

ガイドの会の定例会にて、公財の学芸員で

ガイドの会の事務局長でもある諏訪間 伸氏

から丸山城の遺跡発掘について学びました。 

丸山城の遺跡発掘

を実際に担当した諏

訪間氏からは、丸山

城遺跡発掘の経緯や

城の主、防御の土塁

の構成など、深みのある話がされました。既

刊の資料や説明文からは解らない事を知るこ

とが出来て、大変貴重な機会となりました。 

山口家住宅･資料館の公開と案内 
（雨岳ガイドの会） 

毎週日曜日に山口家住宅及び資料館を公開

し、雨岳ガイドの会のメンバーが来館者の案

内や解説を担当してくれています。 

厚木市日中友好協会と厚木市議会議員の皆

様など、様々

な方々が来館

されました。

大山、日向薬

師や太田道灌

の墓などの見

学の前後に立

ち寄る方もいらっしゃるようです。来館者の

中には、自由民権運動を研究している海外か

らのお客さんもあり、この時は民権の会のメ

ンバーに対応していただきました。 
 

休憩所の庇
ひさし

が完成     6/3(土) 
これまで、屋外での休憩やイベントの模擬

店設営のために山口家住宅の南側を使ってき

ましたが、雨や日

差しが強い時等に

は緊急でブルーシ

ートを張るなどの

対応が必要でした。 

このたび、雨岳

文庫クラブの高平 

忠さんが中心となり、クラブ員の有志のお

手伝いで、常設の庇が出来上がりました。 

今後は、天候の心配をせずにこの庇の下

で快適な休憩や御土産品の展示・販売が出

来るようになりました。 

 うがくぶんこ 
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施設の利用・貸出 
◆子ども神輿来館            8/6(日) 
 近所の〆引地区の子供会の皆さんが、お祭

りのお神輿の休憩のために来館されました。 

 近年、子どもが減っており、子供会という

組織も無くなってきている中で、〆引の子ど

も会は支援団体である育成会と共に、毎年、

地域のお祭りで、お神輿と太鼓で活躍してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆凡天コンサート          7/29(土) 
山口家住宅の座敷を会場に、凡天コンサー

トが開催されました。凡天メンバーの演奏と

参加者の合唱に加え、須貝孝太さんのマリン

バ演奏、三人遣いの相模人形芝居の解説・実

演があり、30名ほどの観覧者の皆さんで楽し

く唄い、素晴らしい演奏や浄瑠璃芝居を堪能

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民権研究の広がり（全国･海外） 
◆歴史教育者協議会の皆さん  8/8(火) 
歴史教育者協議会の皆さんが 30名ほどで

雨岳文庫および資料館を訪問されました。明

治前期の民権時代、神奈川は土佐、東京、福

島などと並び民権運動の盛んな地域で、当時

は現在の三多摩地域も神奈川県でした。民権

結社も多く、多様な運動が展開されました。 

協議会の皆さんは、五日市憲法の発見され

た土蔵（現在のあきるの市）、町田市立自由

民権資料館、そして、雨岳文庫を現地見学地

とされたそうです。訪問者の中には北海道、

熊本から方もいらっしゃいました。 

◆ミシガン大学ローソン博士 7/8(土) 
世界のアジア学のセンター的存在であるミ

シガン大学のドーン・ローソン博士が来館さ

れました。民権時代の女性解放者とされる

「中島俊子（湘烟）」の研究者です。今回の

目的は俊子の書画が現存する「雨岳文庫」の

調査研究のためとのことでした。これまで博

士は、神奈川工科大学附属図書館のサーバを

借りて公開している「雨岳文庫データベー

ス」をインターネットで調べていたそうです。 

 ローソン博士は日本語をはじめ数か国語に

精通し、流ちょうな日本語で、来年も来館し

たいとのことでした。民権時代の研究の世界

的広がりには大変驚かされました。 

 

雨岳文庫クラブの皆さんによる 

近隣の環境整備 
◆二の鳥居前に花植え    6/11(日) 
今年も伊勢原市のグリーンセンターから頂

いた花を、雨岳文庫クラブの皆さんが二の鳥

居の前に植えてくれました。県の公園協会か

ら頂いたユリと

共に、今年も大

山登山客の皆さ

んを始め、沿道

を通る人の心を

和ませてくれて

いることでしょ

う。 

◆夏草取りと 

俳句掲示板のリニューアル  7/9(日) 

暑い日差しの中、敷地内の夏草を取ってく

れました。資料館前の俳句掲示板に新しいカ

バーをつけ、掲示の句も新しくしてもらいま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

雨岳自然の会の活動 
◆いせはら環境展 出展       5/13(土) 
雨岳自然の会は、いせはら環境展に毎年出

展しています。 

今年度は、一日目が雨

天のため野外の行事は中

止になりましたが、二日

目は天候も回復し、自然

の会は日頃の活動紹介と

みつばちの待ち箱を展示

しました。 

http://www.ugakubunko.com/htdocs/index.php?key=joul34tnm-294#_294
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◆東農大オープンカレッジ  4/22(土)～ 
東京農業大学のオープンカレッジ（前期）

が、全５回のシリーズで行われました。今年

度は「日本遺産『大山詣り』の伊勢原で学ぶ

食・農・環境」と銘打って、各分野のエキス

パートから環境保全型農業等について実習を

通して、幅広く学び体験する講座でした。 

実施に当たっては、雨岳自然の会のメンバ

ーが中心となって活動しました。 

なお、後期は、９/23(土)から 11/25(土)ま

で、全５回で行う予定です。 

 

 

多くの方の参加や来館をお待ちしています！ 
 

文化財ウォーク （雨岳ガイドの会） 
 今年度に計画されている今後の予定は次の

通りです。 

（予定） 

②日時 ９/16(土) 9：00～15：00 

方面 上粕屋(雨岳文庫)周辺 

③日時 12/16(土) 9：00～15：00 

方面 岡崎城址とその周辺 

④日時 ３/17(土) 9：00～15：00 

方面 下糟屋周辺 

（参加費）200円（３回目以降は 500円） 

（申込）メール or電話、先着 45人 

 

民権散歩         （雨岳民権の会） 
 今年度に計画されている今後の予定は次の

通りです。 

（予定） 

②日時 10/21(土) 9：00～15：00 

方面 伊勢原 

③期日 平成 30年初め 

方面 平塚・金目周辺 

（参加費）500円 

（申込）先着 30人程 

 

収穫祭 
 公財雨岳文庫が NPO活用する会や友好団体

等と連携して行います。 

（日時）11/12(日) 9：30～14：00 

（内容）・芋ほり 

・シャボン玉で遊ぶ（子ども科学館） 

・木の実のクラフト作り（ｸﾞﾘｰﾝｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 

・スーパー竹とんぼ（雨岳文庫クラブ） 

・模擬店（雨岳自然の会、地元農家） 

（参加費）500円/家族 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民権講座         （雨岳民権の会） 
 今年度第２回目以降の民権講座の予定は次

の通りです。 

②日時 11/18(土) 14：00～16：00 

内容 講演「伊達時とその時代」 

講師 川島敏郎氏（公財評議員、伊勢原

市文化財保護審議委員） 

  参加費 資料代 300円 

③期日 平成 30年初め 

内容 詳細未定 

 

家族そろって 

昔ながらの味噌づくり（NPO活用する会） 
（日時）２/11(日) 13：00～ 

（内容）・臼などを使ってのみそ造り 

・お話と実習 

※参加費等、詳細未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

史料の展示･公開を再開 
国登録有形文化財である、古民家  山口家

住宅及び資料館内で調査・研究の成果を展

示・公開を９月から再開しました。来館者へ

の案内・解説は雨岳ガイドの会が行います。 

（公開）９月以降の毎週、日曜日 

10:00～15：00（最終入館、15:00） 

（内容）山口家住宅及び資料館の展示、公開 

（入館料）：山口家住宅と資料館のセット 

 一般 300円 

団体（20名以上）250円 

※中学生以下 無料 

※NPO活用する会会員 無料 

   ※雨岳自然の会の会会員 無料 

※資料館のみ見学は、100円 

(昨年度の一コマ) 

(昨年度の一コマ) 
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お問い合わせ先 

雨岳文庫（山口） 

TEL／FAX：0463‐95‐0002

古文書調査と報告書の刊行 
（日時）毎月第２金曜日 14：00～16:00 

※通年開催 

（内容）公財評議員で伊勢原市文化財保護審

議委員の川島敏郎氏から古文書の指

導を受けながら、雨岳文庫の古文書

を読み、報告書を刊行する 

 

 

 

 

 

 

主屋の総点検   （雨岳ガイドの会） 

山口家住宅主屋の見学に来訪された方々へ、

より快適なご案内ができるよう活動していま

す。昨年４月から毎週月曜日に実施してきま

した。９月からも月２回

実施します。 

・公財の野崎昭雄理事長

の指導により、柱など

の主屋構造体の清掃 

・案内板の改善と追加 

・明治、昭和初期の鯉幟、

お雛様の展示 

・床下や天井の構造確認 

 
 

平成 29年（2017年）後半の主な予定 
 

期日 行  事 主催・担当 時刻等 参加費 申込み方法等 

９ 
16 土 

文化財ウォーク 

「上粕屋（雨岳文庫）周辺」 

伊勢原歴史文化遺産

活用実行委員会 

公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

9：00 

～15：00 
200 円 

メール or 電話 

先着 45 人 

17 日 侘楽侘楽茶会(だらだらちゃかい) 
茶道家 

上原美奈子氏 

11：00～ 

15：00 
2,000 円 

原則、毎月第３

日曜日に開催 

10 
１ 日 能を知る楽しみ 古典芸能を守る会 

13：30 

 ～15：30 
1,000 円  

21 土 民権散歩②（伊勢原） 
公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

9：00 

～15：00 
500 円 先着 30 人程 

11 

３ 
金 

祝 
文化財公開日 

伊勢原市教育委員会 

NPO 活用する会 
 無料  

11 土 凡天コンサート 古典芸能を守る会 13：00～   

12 日 収穫祭 
公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

自然の会 

9：30 

～14：00 
500 円/家族 未定 

18 土 民権講座②【講演・学習会】 
公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

14：00 

～16：00 
300 円(資料代)  

12 
16 土 

文化財ウォーク 

「岡崎城址とその周辺」 

伊勢原歴史文化遺産

活用実行委員会 

公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

9：00 

～15：00 
500 円 

メール or 電話 

先着 45 人 

23 土 古典芸能の会 古典芸能を守る会    

未定 民権散歩③（平塚・金目） 
公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

9：00 

～15：00 
500 円 先着 30 人程 

未定 民権講座③（詳細未定） 
公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 
   

２ 11 日 
家族そろって 

昔ながらの味噌づくり 

公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

自然の会 
13：00～   

３ 17 土 
文化財ウォーク 

「下糟屋周辺」 

伊勢原歴史文化遺産

活用実行委員会 

公財雨岳文庫 

NPO 活用する会 

9：00 

～15：00 
500 円 

メール or 電話 

先着 45 人 

 

※山口家住宅及び資料館は、原則として、毎日曜日に開館します。 

※原則として第２日曜日は、｢雨岳文庫クラブ｣の活動日(雨岳文庫庭内の整備)になっています。 

※表中の、“公財雨岳文庫”は「公益財団法人雨岳文庫」、“NPO 活用する会”は｢特定非営利活動法

人雨岳文庫を活用する会｣、“自然の会”は｢雨岳自然の会｣を表します。 

※｢雨岳自然の会｣の連絡先は、 

『ugakusizen@gmail.com、田中：080‐9705‐3553』です。 

 

古文書調査の 

成果物刊行 
「山口作助日記 

     関係資料集」 

《原本》上巻 

《釈文》上巻 


