
西富岡外堀の「ミツバチ畑」にて、東京農業大学の藤垣

先生の他、雨岳文庫クラブの有志で、小麦の脱穀をしま

した。 

 
 

 

 

 

 

 

あけまして 

おめでとうございます 
年始より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。 

雨岳文庫は、本年中に財

団の登記をする予定で、今

後、当会の事業の一部は新

財団と協同で開催する事に

なる事になります。 

この号では新春のご挨拶とともに平成23年後半のご報告と、平 

成24年前半の行事のお知らせをさせていただきます。 

平成24年１月吉日 

             雨岳文庫代表  山 口 匡 一 

 

 

 

 

■７月 10 日≫小麦脱穀 

 

■７月 17 日≫うどん打ち 

雨岳文庫「山口家住宅」にて、10 日に脱穀をした小麦の一部を粉に挽き、うどん打ちをしました。 

裏の梅畑にて唐箕かけ      かまどで茹で方を勉強     土間でうどん打ちの体験 

 

■７月 30 日≫子供の為の木工教室 

 子育て情報誌を発行している「湘南 EK２子育てジャーナ

ル」の方に場所を提供して、「子供の為の木工教室」を開催

しました。 
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新春の大山と阿夫利神社二の鳥居 

玄関の「門松」は、本年も瀬戸隆志さんの作 

平成 23 年後半に行った行事 



★９月４日 

神奈川県立公文書館へ 

神奈川県立公文書館で開催され

たミニ展示『山口家住宅文書の世

界』を、「アドおおやまみち」や「雨

岳文庫クラブ」のメンバーらで見学

してきました。 
 

★10 月 22 日 

東海大学 文化講演会聴講 
 東海大学の文化講演会｢湘南社―その概要と、資料保存―｣ 
を聴講しました。講師は、当会会員の野崎先生でした。       
 
★11 月 13 日 

産能大学 記念フォーラム参加 
 産能大学学園祭 記念フォーラム『大山の魅力再発見』に出張しました。 

■８月７日≫七五三引 子供みこし 

子どもたちのおみこしが立寄ってくれました。暑い日でし

たが、子どもたちは元気でした。 

 

■10 月 11 日≫ 

ひまわり摘み＆菜種の脱穀 

 西富岡外堀の畑のひまわり摘みと、足踏みによる菜種の脱

穀をしました。 

 

■10 月 16 日≫秋の収穫祭 

『家族そろって芋掘り、木の実や竹細工で遊ぼう』と名付けて、 

「子育てジャーナル」と共催で秋の収穫祭を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■11 月 23 日≫ 

ミツバチ畑の収穫祭 
東京農業大学関係者が主催で、雨岳文

庫クラブは、招待と云うことでしたが、

里芋堀やじゃが芋掘り、玉葱植えのお手

伝いをしました。また、小澤信一さん夫

妻から道具を借りたり、里芋を掘らして

頂いたりと、ご協力いただきました。 

 

■12 月３日≫ 

「ストップ温暖化展」に出展
伊勢原市環境課主催の「ストップ温暖

化展」に出展（ポスター展示）しました。

■11 月６日≫建物見学会 

(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 
などを解放しました。 
伊勢原市の歴史アドバイザーの有志とともに、当 
会からも雨岳文庫クラブが案内にあたりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資資資料料料館館館ののの展展展示示示をををリリリニニニュュューーーアアアルルルしししままましししたたた   
平成 23 年 11 月３日より、資料館の展示をリニューアルしました。今回の展示は、資料館だけで

なく、山口家住宅と関連付けた展示としました。 

 展示の主題は、幕府関心の地大山を支配する位置に知行地を持つ将軍側近の間部氏と、その地代

官である山口氏との関係を中心に据えた展示としました。 

 

≪資料館の展示≫ … 間部領代官 山口作助の『江戸出府日記』を題材に、当時の、江戸・大

山間の道中と、江戸における間部家の生活の一部、間部氏と将軍の関係等の展示、また、間

部氏の支配する上粕屋村の古地図などを展示しました。 

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― 

 

≪山口家住宅の展示≫ … 代官所として改装中であった一階広間、式台、書院造りの奥の間と

お殿様の部屋である数奇屋風の二階、代官山口の自宅部分として使われた西北の部屋を公開

しました。さらに、改装中に明治になったため、代官所としては不要となった奥の間は、自

由民権運動の講学所として、歴史資料とともに展示、明治になって陸軍大演習の折に名誉総

裁の宮家を接待した茶室風の離れなども、その様に展示しました。 

★建物（一階）地代官所跡としての家の造作（書院つくり）と、捕り物道具など 

★建物（一階）自由民権運動講学会などの部屋の使い方と、関係の襖、扁額 

★建物（二階）お殿様（領主間部氏）の休息室（数奇屋造り） 

★建物（一階はなれ）宮様（梨本宮、李王殿下、閑院宮など）の休息室 

★資料（一階居間）自由民権資料（西洋事情 原本、国会開設建白書、湘南社規約等） 

歴歴歴史史史資資資料料料のののデデデジジジタタタルルル化化化とととデデデジジジタタタルルルアアアーーーカカカイイイブブブススス   
 一昨年頃よりお伝えしていながら、のびのびとなっていた「自由民権資料｣、[旗本間部領地代官

資料]の大部分が、３月一杯で神奈川工科大学のサーバーを借りて公開を始めました。未だ、デジ

タルアーカイブとして資料の画像を見ることは出来ませんが、目録のタイトル・著者・主題・日付

等では検索可能です。画像データーについては、あと一ヶ月ほどお待ち下さい。        

【アクセス方法】雨岳文庫のホームページ(ugakubunko.com)のメニューの案内｣から⇒ 

「雨岳文庫データベース」と進み ⇒ 画像をクリック＜神奈川工大サーバーとリンクを張る＞ 

⇒「神奈川工科大学リポジトリー」,下方にいくつかのデータベースの検索欄があります。 

⇒「雨岳文庫データベース｣の欄をクリック ⇒ 日付をクリックすれば、目録は見れます。   

大畑先生夫人より蔵書の寄贈を受けました。 
 大畑先生の奥様（大畑のり様）より、大畑先生の蔵書のかなりを寄贈していただきました。 

野崎館長が整理してダンボール 15 箱分も頂きました。まことに有り難うございました。 



詳細は、雨岳文庫へ 

 TEL  0463-95-0002（山口） 

編集雑記 

平成23年前半は東日本大震災の為ほとんど

の行事を中止しました。後半になっても、上

記の通りで、収穫祭を除いて、当会が主にな

って行った行事は余りありませんでした。そ

の中で、資料館と山口家住宅を組み合わせた

展示は、多少去年と反応が違って、周辺の観

光、ウォークなどと組み合わせての来館者が

多くなり、ミーティングを持つ団体もありま

した。以下、項目を羅列します。 

9/11 第 3 期伊勢原市歴史アドバイザー 

 家・資料館見学。昼食（ミーティング） 

11/17 藤沢市方面自由民権に関心の団体 

 資料館・主屋の展示見学。ミーティング。 

上行寺参。七沢泊 

11/19 やまぶきの会 

（伊勢原市健康管理課外郭団体） 

家・資料館見学。昼食。とミーティング 

11/20 町田市自由民権資料館関係の団体 

 自由民権資料（主屋）・資料館）見学。 

昼食。伊勢原の史跡見学。史跡歩き 

11/28 伊勢原市都市総務課 

伊勢原市景観街歩き  

産能大で斉藤教授のお話を聞く。 

主屋・資料館見学。昼食。ミーティング 

12/21 神奈川労働プラザ 

 神奈川の歴史講座（講師、川島敏郎氏） 

 主屋・資料館見学、講座。昼食。 

ミーティング。大山道歩き。大山泊り 

 

 

 

 

1 月 
★ 雨岳文庫（山口家住宅、資料館）開館（見学対応） 

    ※原則的に、１月 22 日(日)より 毎日曜日、10：00～15：00 

※３月４日(日)、３月２５日(日)は、資料館のみ開館  ６月、８月は休館 

２月 

★ 梅園の一般開放 【伊勢原市 後援】 

    ※２月中の毎日曜日、10：00～15：00 

☆ いせはら観光ボランティアツアー（梅の花見） 【観ボラ主催】 

   ＜観光ツアー ⇒ 雨岳文庫 梅園散策 ⇒ 昼食・解散＞ 

    ※２月 15 日(水) 

３月 

★ 菜の花畑の一般開放 【伊勢原市 後援】 

    ※３月１日(木)～６日(火)、11 日(日)、18 日(日)、25 日(日)、10：00～15：00 

☆ 苺の会（福祉団体）のバザー 【ＮＰＯ法人苺の会主催】 

    ※３月１日(木)～６日(火)、10：00～15：00 

※於 雨岳文庫離れ 

★ 「人形芝居を見て、お人形にふれる」 【伊勢原市後援】  

＜国重要無形民俗文化財  

相模人形芝居「林座」公演＞ 

＜人形芝居解説と公演 ⇒ 

  人形操作の説明と人形とのふれ合い

＞ 

※３月４日(日)、13：30～15：10 

※於 雨岳文庫主屋  入場料 200 円 

☆ 語り芝居「春の夢口演」【でんでん座主催】 

※３月 18 日(日)、14：00～ 

    ※於 雨岳文庫主屋 木戸銭 1,000 円 

★ 菜種の油搾りと講演  

【協力：東京農業大学関係】 

＜菜種油のティスティング、あかりの歴史 

、バイオディーゼルオイルの話＞ 

※３月 25 日(日) 、10：00～15：00 

 ※募集はインターネット、東京農業大学関係、 

子育てジャーナル 

５月 

☆ お茶摘みと手もみ製茶  

【東京農業大学 体験型講座の第３回目】 

※５月 12 日(土)、10：00～15：00 

★ お茶摘み体験 

※５月 13 日(日) 9：30～  参加無料 

６月 

★ お茶会＜未定＞ 

※６月～７月頃 

★ 理事会＆定例総会 

    ※６月３日(日) 

※理 事 会 10：30～11:30  

 定例総会 14：00～15:00 

 

 

平成 24 年前半の予定 


