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雨岳文庫の足元に改めて焦点を当てる
当財団や雨岳文庫グループでは、雨岳文庫の原点である山口家住宅および山口家並びに地元
である上粕屋や地域で活躍した人物などに焦点を当てた調査研究などを少しずつ進めています。

当財団・雨岳文庫グループの取組
○野﨑昭雄当財団理事長による山口家文書の

○江戸後期から大正にかけての山口家の姿が
彷彿される数点の資料を展示ケースに収蔵
し、一般公開。（仮称「御座松常設展示」）

調査・修復・整理。
○山口家住宅主屋内各部屋の整理と傷んだ襖
や畳などの修繕。
○コロナの影響でストップしていた、山口家
とゆかりの地など、近隣の７か所を巡る
「雨岳文庫

七所めぐり」のコースづくり

が津田政行当財団専務理事の手により完成。
①山口家住宅をスタートし、②五霊神社、
③大山二ノ鳥居、④上行寺、⑤洞昌院・太

○山口家第７代当主である山口作助が江戸の

田道灌の墓、⑥元屋敷跡、⑦山ノ神をめぐ

間部家との間を頻繁に往復した記録にスポ

る、およそ４㎞のコース。
今後、参加者を募って楽しく巡る機会を作

ットを当てた調査研究。（ガイドの会＆川
島当財団評議員）

りたいと考えています。

○山口家住宅が曳家前に建っていた場所であ
る「元屋敷」の散策。（民権の会＆山口靖
之当財団監事）

「雨岳文庫七所めぐり」コース案内図
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◆林家たけ平独演会

いろいろ

の事業

誘い合ってご参加ください！
◆文化財ウォーク

（雨岳ガイドの会）

・6/19(土)「青山通大山道(上粕屋～大山)」
・7/17(土)「大山寺と阿夫利神社」
・9/18(土)「大山道合流の地、下糟屋･上粕屋」
※通常は９時～15 時

（厚木たけ平の会）

【日

時】６/26(土)

13 時～14 時半

【内

容】真打 林家たけ平の落語
＊林家正蔵の一番弟子

【参加料】前売り 2,000 円／当日 2,500 円
【定

＊「友の会」会員の割引あり
員】40 名

【問合せ】厚木たけ平の会
090－1802－7091
mamachikasato@ezweb.ne.jp

７月のみ 9 時～12 時 30 分
※詳しくは、雨岳文庫ホームページや伊勢原
市内各公民館などに置いてあるチラシでご

から

確認ください。

新しい生活様式の中で・・・

◆自由民権資料展＆湘南社民権講座

詳細は、雨岳文庫のホームページで！！
https://www.ugakubunko.org/ohp/

(雨岳民権の会)

第３回湘南社自由民権資料展
【日時】８月～9 月の土日、10 時～15 時

ー研究・研修や学習の場―

【テーマ】「伊勢原の近代化と民権家たち」
【内容】〇近世の伊勢原

◆文化財ウォーク

（雨岳ガイドの会）

3 月まで中断していた「文化財ウォーク」
家群像、海外へ渡った民権派青年） が 4 月より再開されました。参加者全員の体
温測定・マスク着用、説明者の対面時の距離
〇近代化とあゆみ
〇自由民権の時代（伊勢原の民権

の確保など、対策をとりながらの実施です。
●4/17(土)の「青山通大山道(海老名～厚

〇雨岳文庫紹介

第６回湘南社民権講座

木)」では、延喜式内社･有鹿神社、国史

※自由民権資料展中に開催（期日等未定）

跡･相模国分寺、鎌倉御家人･海老名氏ゆか
りの地、矢倉沢往還･国分寺を訪ねました。

【内 容】
・複数の方から資料展に関わるお話を伺い、

天気予報では悪天候でしたが、当日は曇り

質疑を通して資料展の内容を深める

と小雨の中のウォーク
となり、一般参加者

◆市制施行 50 年記念企画展

16 名とスタッフ 11

「浮世絵でみる大山詣り」

名、合わせて 27 名で

（雨岳ガイドの会）

コロナ対策を行いなが
ら楽しくウォークを行

【期間他】10 月～3 月
（期間中の日曜日に開館）
【内

いました。

容】

１．はじめに（なぜ大山詣りなのか、浮世絵
とは、浮世絵に描かれた大山詣り、大山
道全体図、伊勢原市の日本遺産）
２．江戸での大山詣り
３．大山参詣の道（江戸から大山へ、大山山

◆湘南社民権散歩

「有鹿神社」では、何と
パンダ姿の宮司が迎えて
下さいました。

（雨岳民権の会）

3/27(土)、「第５回湘南社民権散歩」が
行われ、秦野方面に行きました。一般参加者
28 名とスタッフ 10 名が小グループに分か
れて曽屋神社から弘法の清水まで歩きました。

内、山帰り）
４．鎌倉江ノ島大山新板往来双六（葛飾北斎）
５．西洋絵画に影響を与えた浮世絵（ゴッホ、
ドガほか）
６．風景画にみる大山（目黒新富士、広重の
東海道 53 次藤沢南湖の松原）
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当日は秦野の複
数の歴史研究グル
ープの参加や協力
もいただき、詳細
なお話などを伺う
ことができま した。

―環境の整備―

◆西富岡の畑で

◆家周囲の草取りなど(雨岳文庫クラブ)

雨岳自然の会
では土日を中心
に西富岡の畑で
野菜作りなどを
行っています。
3/14(日 )に は、
椎茸の菌駒打ち、
沢庵の樽開けなど、3/27(土)には、いろいろ
な初夏野菜の作付け準
備など、仲間たちと、
密にならずに、お花見
を兼ねての野良仕事は
リフレッシュになるよ
うです。収穫野菜を使
ったごちそうも美味し
そうですね。

雨岳文庫クラブの皆さんは月に一度、雨岳
文庫の環境整備を行ってくれています。３月
には、伸び始めた雑草取りを行ったり、梅園
の散策路を撤去したりしました。
メンバーの中には、自主的にお茶畑や二の
鳥居周りの花壇の草取りなどをしてくれてい
たり、伸びた樹木の枝を整理してくれたりし
てくれている方たちもおり、このような方た
ちのおかげで雨岳文庫の環境が保たれていま
す。

(雨岳自然の会)

◆二ホンミツバチの分蜂

―雨岳文庫の施設や環境の利用―
雨岳文庫及び山口家所有の施設・環境や備
品などを友好団体に貸し出し、さまざまな活
動やイベントに利用していただいています。

◆筍掘り

（山佐農園）

今年は 3 月末から筍が出始めました。知り
合いの家族が子連れで筍掘りの手伝いをして
くれました。

雨岳文庫の梅畑には二ホンミツバチの巣が置
かれており、梅の開花時期には、このハチたち
が梅の受粉を手伝ってくれています。
3/31(水)の昼過ぎに、「分蜂」が観察できま
した。春になると、新しい女王バチが生まれ、
その母親の女王バチは、働きバチの約半数を連
れて巣を飛び出し、新たな場所に巣を作るのだ
そうです。これが“分蜂”
です。ちなみに、昨年は
４/11 に分蜂を確認して
います。
年度の切り替えである
3 月の末日に、このよう
な姿を見ることが出来た
ことに、深い感慨をおぼ
えました。

◆林家たけ平独演会

(厚木たけ平の会)

4/30(金)に第４回林家たけ平（真打）落
語独演会が開催されました。師匠は観客を自
然に話の中に誘導しながら人々の機微に触れ
る噺でした。「若旦那の恋煩い」の語りに引
き込まれた聴衆の皆さんは、コロナ感染によ
る息苦しさか
ら解き放され
た 1 時間半
では無かった
でしょうか。
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―伝統文化の継承―

募集しています
山口家住宅案内ボランティア

◆鯉のぼり・五月人形の展示
４/19(月)、山口家総点検活動として、山
口家に残る鯉のぼりと五月人形が主屋内に飾
られました。昨年
は緊急事態宣言が

山口家住宅の公開にあたって、毎週日曜日にボラ
ンティアの皆さんが当番を決めて案内や展示の説明
などをしてくださっています。
来館者の受付や案内をしていただける方を随時募

発令されていたた

集しています。受付だけでも大変助かります。山口

め、2 年ぶりの展
示となりました。

家住宅の来館者対応をしてもよいという方はご一報
ください。

＊これからの活動予定＊

2021.5.1現在
雨岳文庫では一年間を通して施設や敷地などを開放し、研究や展示、学習会などの様々な公益的な活動
を行っています。友の会の会員や一般の方が参加可能な活動などをご紹介します。
（天候やコロナなどの影
響により予定を変更する場合があります。雨岳文庫ＨＰなどで適宜ご確認ください。
）
期 日
行 事 名
主催・担当
時刻など
参加費
文化財ウォーク
9:00
雨岳ガイドの会
500 円
19 土
～15:00
「青山通大山道（上粕屋～大山）」
６
古典芸能を守る会 13:00
前売り
26 土 林家たけ平独演会
厚木たけ平の会

～14:30 2000 円

申込方法など
メール or 電話
先着 40 人
予約は電話にて
友の会の割引あり
メール or 電話
先着 40 人

文化財ウォーク
9:00
雨岳ガイドの会
500 円
７ 17 土
～12:30
「大山寺と阿夫利神社」
８月～９月
10:00
雨岳民権の会
資料代 100 円
第３回湘南社自由民権資料展
～15:00
土・日曜日
雨岳民権の会
上記期間内 第６回湘南社民権講座
文化財ウォーク
9:00
メール or 電話
雨岳ガイドの会
500 円
９ 18 土
～15:00
先着 40 人
「大山道合流の地、下糟屋･上粕屋」
10 月～3 月 市制施行 50 年記念企画展
雨岳ガイドの会
無料
日曜日 「浮世絵でみる大山詣り」
★上記以外の定期的な事業・活動
【山口家住宅および資料館の公開】…通年(年末年始・お盆を除く)毎週日曜日は案内付き（平日は要予約）
※「御座松常設展示」を公開中
※資料館での展示は準備中
【山口家文書などの整理】…毎週金曜日
【山口家総点検（調査・研究、建物のメンテナンスなど）】…毎月第３月曜日
【古文書調査会（講読会）】…毎月第２金曜日（14：00～16：00）
【雨岳文庫クラブ】…雨岳文庫および周辺の環境整備など：毎月第 4 日曜日
【雨岳ガイドの会】…定例会：毎月第１土曜日、企画会、ウォーク下見 ほか：随時
【雨岳民権の会】…定例会など：毎週金曜日
【雨岳自然の会】…畑の耕作など：随時
連絡先「ugakusizen@gmail.com」
「田中：080‐9705‐3553」

◎｢戦前･戦中の農業改革と山口左右平｣
～産業組合中央会から帝国議会議員へ その事跡と時代～
＊津田政行/山口匡一共著
＊夢工房発行、本体 2000 円
◎信仰と行楽の旅｢青山通大山道｣(全 21 回)
＊神奈川新聞 (掲載予定)、毎木曜日連載
＊雨岳ガイドの会

◎ガイドシリーズ ほかの発行

○上粕屋の地代官｢山口作助｣出府の道を歩く
①大山寺と阿夫利神社
②大山道合流、道灌ゆかりの地 下糟屋･上粕屋
③大山の門前町
④水陸交通の要所･厚木と渡辺崋山
⑤開村 400 年の伊勢原
⑥海からの大山道･須賀と平塚宿
◎日本遺産｢大山詣り｣の道を歩こう
⑦中原御殿と平塚からの大山道
＊伊勢原タイムに、毎月第３金曜日連載
⑨日向薬師とその周辺
＊雨岳ガイドの会
⑫池端から下糟屋 文化財の道を歩く
問い合わせ、利用・見学申し込み先
⑬金目観音とその周辺
⑮愛甲石田から下糟屋 文化財の道を歩く
公益財団法人雨岳文庫 事務局
（上記、各 500 円）
Mail：sajiemonugaku@bmail.plala.or.jp
○山口家住宅とその周辺（50 円）
＊雨岳ガイドの会
Tel：0463‐95‐0002
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