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雨岳文庫ニュース
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本年の年頭こそ、快哉を叫ぶことができるかと期待したもの
の、緊張と警戒の御時世が続いているなかでの新年を迎えるこ
とになりました。皆さまにおかれましては、くれぐれも感染防
止に対処の上、お過ごしください。
山口家住宅主屋の書院造りの床の間壁と襖に続き、2021（令和３）年は、２階殿様の部屋の
壁の修復を行いました。今後も、さらなる建物見学への集客誘引を検討し、国の登録有形文化財
である山口家住宅の存在と価値を周知していく所存です。
今後とも、「雨岳文庫」の活動と運営の向上のために、引き続き皆様の御支援と御協力をお願
いいたします。
2022（令和４）年１月吉日

の事業

公益財団法人雨岳文庫

◆文化財ウォーク

いろいろ

※コロナの状況等により変更の場合があります。
雨岳文庫の HP

◆日本遺産・企画展

昭雄

（雨岳ガイドの会）

下糟屋･上粕屋」
○3/19(土)「厚木と渡辺崋山」
○4/16(土)「開村 400 年の伊勢原」

検索

※２月･４月は９時～15 時、３月は半日

（雨岳ガイドの会）

○「浮世絵でみる大山詣り」
★好評につき、展示期間を延長します！
○11 月～6 月の毎日曜日 ※年末年始を除く
○会場：雨岳文庫資料館

野﨑

○2/19(土)「大山道合流の地、道灌ゆかりの

誘い合ってご参加ください！
詳しくは→

代表理事

○参加費：500 円

◆第６回湘南社民権散歩 （雨岳民権の会）
○3/27(日)、９時 30 分～15 時 20 分
「武相の民権運動と民権家たち」
○学習と見学…町田市立自由民権資料館
春の散歩…民権の森・薬師池公園
○参加費：700 円（資料代・保険代を含む）
（雨岳文庫クラブ
・山佐農園）
○１月下旬～３月、９時～15 時

◆梅園・菜の花畑開放

から

活動等の報告

ー研究・研修や学習の場―
◆海外からのお客様向けの解説研修
10/30(土)、「観ボラ」の外国語ガイド養成
講座の皆様が雨岳文庫に来訪されました。
海外からのお客様向けに歴史施設を英語で解
説するための研修が目的で、講師の石井様(友の
会会員)と８名の観光ガイド養成講座研修生が、
「二の鳥居」と「山口家住宅」を題材に、実際
に英語を使って解説する研修が行われました。
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次に、地方農学の開拓者で農民生活の改善

◆柳生心眼流に関する調査･学習
雨岳文庫には山口家第５代当主が授けられた
柳生心眼流の皆伝巻５巻が保管されています。

に尽力し小学校の検定教科書まで著した山口
書輔の曾孫に当たる山口義文様の奥様の山口
さく様と山口左七郎
の子孫となる当財団

この皆伝巻が取り持つ縁で、11/14(日）に柳
生心眼流を鎌倉で鍛
錬されている「鎌倉

の山口匡一顧問のお
二人から、書物から
は知ることのできな

練武会」の皆様が来
訪されました。
練武会の皆様は極

書輔に関する貴重な内輪話をお
話しくださった、山口さく様

意巻に記されている

い視点からの貴重な
話を伺いました。

埋もれた郷土史が掘

技を修得されているとのことですので、ぜひ演
武を拝見したいものです。
皆伝巻は｢御座松常設展｣で公開しています。

り起こされ、伊勢原の

◆文化財ウォーク

ました。 資料展を観覧された方から心温

（雨岳ガイドの会）

●10/16(土)の「大山の門前町」は、小雨の
天候でしたが 25 名の一般参加者とスタッ

まるお礼状をいただきました

◆来賓をお招きして

(雨岳ガイドの会)

伊勢原市市制施行 50 周年記念企画展｢浮世

フ 11 名の計
36 名で、多

絵でみる大山詣り｣の開催に先立ち、お世話に
なった方々 に感謝 を込め 、 10/25(月)に｢内

くを語り合い

当財団の諏訪間学芸員による大住山
荘での説明に参加者は大満足でした

近代化に尽力した民権
家の姿に光が当てられ

ながら楽しい
ウォークとな

覧会｣を行い、日頃ご支援をいただいている伊

りました。

皆様など、計 34 名の方々に展示をご覧いた
だきました。義家衆議院議員からは祝文を、

勢原市関係の皆様や市民活動団体でご活躍の

●11 月と 12 月は矢倉沢往還とその近くにあ
る史跡などを巡るコースでした。参加者が

渡辺県議からは祝辞をいただきました。

満足できて、しかも安全に完歩できるよう
に、スタッフの皆さんは、調査や下見を重
ね計画を練り、前日遅くまで準備をしてい
ました。そのお陰で、両日とも晴天に恵ま
れ、楽しいウォークとなりました。
なお、11/20(土)の「矢倉沢往還①太郎と
如水を訪ねて里山を歩く」は、一般 35

公務を縫ってご来訪いただいた高山市長を囲み、村上会長、企画
展担当の庄司様をはじめガイドの会の面々ほか

名、スタッフ 10 名の計 45 名、12/18(土)
の「矢倉沢往還②古道の面影が残る矢倉沢
往還を歩く」は、一般 39 名、スタッフ 11

―環境の整備―
◆山口家住宅の清掃や資料の掘起し
毎月一回、「山口家総点検」と称して、有

名の計 50 名の参加者でした。

志の皆さんが、山口家住宅のケヤキの大黒柱

◆『雨岳文庫と伊勢原の民権家たち』 磨きや清掃とともに、隠れた資料を掘り起こ
民権講座の新たな形 （雨岳民権の会） したり、情報共有しながら学び合う活動を行
第３回湘南社自由民権資料展｢伊勢原の近代
化と民権家群像｣開催期間中の 9/19(土)、特

ったりしています。節句の時期には、明治期
の鯉のぼ

別企画として郷土の民権家たちについて学び
合う場を設け、38 名の方々に参加していた
だきました。

りやひな
人形を飾
る活動な

まず、当財団の津田専務理事を講師に、山
口左七郎ほか山口家各当主が農村の近代化に

どもして

果たした役割などについて学びました。

ます。
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くれてい

◆二の鳥居周りの花植え

(雨岳文庫クラブ)

◆市の HP に動画で登場

(雨岳自然の会)

10/24(日)、
今年も伊勢原

伊勢原市の「COOL CHOICE」事業の一環
で、地球温暖化抑制など｢環境｣をテーマに活

市から頂いた

動している団体として「雨岳自然の会」が選

花を二の鳥居
の周りなどに

ばれ、市の HP でその活動の様子が紹介され
ています。

植えました。
また、翌日
に予定されて
いた資料館での企画展「浮世絵で見る大山参
り」の内覧会に向けて、山口家住宅の前庭等
をきれいにしました。

―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

興味のある方は、『いせはらストップ温暖化展市民
団体紹介《雨岳自然の会》』で検索してみてください

◆林家たけ平独演会

12/４(土)、恒例の林

動やイベントに利用していただいています。

◆青空おはなし会

(厚木たけ平の会)

家たけ平師匠の落語独
演会が代官屋敷・山口

(おはなしばる～ん)

７月から 10 月までの間に不定期で「青空お
はなし会」が行わ
れました。
10/12(火)、爽
やかな微風が心地
よい山口家住宅の

家住宅にて開かれまし
た。演目は、年の瀬に
相応しい人情噺「芝浜」で、15 名の観客が
噺に引き込まれました。

◆そば打ち体験

(自然塾丹沢ドン会)
12/11(土)、山

裏山の梅の木の下
で、３組のご家庭のお子さんたちが伸び伸びと
「おはなしばる～ん」の皆さまの巧みな指芝居

口家住宅のチャノ
マではドン会の 36

やお話し、紙芝居に引き込まれていました。

名の皆様が蕎麦打

最終回の 10/27(水)は、残念ながら雨模様
だったので、山口家住宅の隠家的な存在であ
る「旧鈴木喜三郎邸（田村家離れ）」で行わ

ちを楽しまれ、そ
の合間には主屋と資料館の企画展の浮世絵を
熱心に見学されました。

れました。

―伝統文化の継承―

◆秋の雨岳文庫に行こう

◆松の｢菰(こも)巻き｣

11/5(金)、秋晴れ

11/7(日)の立冬の日、県立技術校

の下、雨岳文庫周り
の畑で比々多小学校

で講師をされていた瀬戸様(友の会会

の 30 名の皆さんが

三と巻かれ、結び目はキリッとしたオトコ結びで、
伝統的な「菰巻き」は、晩秋の日本の風物詩です。

員)の手で松の菰巻きが行われました。下から七･五･

校外学習を行いまし
た。学習テーマは
「自分のことは自分でする」「すすんで挨拶

（山口家総点検・
雨岳文庫クラブ）
皆さんのおかげで新年を迎えられます。

◆年末の大掃除

する」「いっぱい楽しもう」です。
学校から山口家住宅までの片道約１時間を
頑張って歩き、主屋前では大きな声で挨拶、
自分の持ち物は自分で点検、芋ほりや虫取
り、栗拾い、木登りをいっぱい楽しみ、目標
は見事に達成できました。
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おめでとうございました（雨岳文庫に所縁ある皆様の受賞報告です）
★伊勢原市表彰条例に基づく功績表彰
【個人】
（経済環境分野）○吉羽雅昭様（雨岳自然の会代表）
【団体】○伊勢原市文化財協会：会長 櫻井 勇様（元 NPO 法人 雨岳文庫を活用する会監事）
★江村栄一記念 自由民権地域研究・顕彰活動賞
〇雨岳民権の会
※故江村栄一氏（法政大学名誉教授）は、今から半世紀以上前に、数年にわたり雨岳文庫の文書蔵内で
自由民権関係の資料の調査に没頭されていました。

＊これからの活動予定＊

2022.1.1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。ここでは、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などでご確認ください。
）
期 日
行 事 名
主催・担当
時刻など
参加費
申込方法など
11 月～６月 市制施行 50 年記念企画展
10:00
雨岳ガイドの会
無料
日曜日 「浮世絵でみる大山詣り」
～15:00
1 月末～3 月 梅園、菜の花畑の開放

雨岳文庫クラブ、
山佐農園

9:00
～16:00
9:00
～12:30
9:00
～12:30
9:30
～15:20
9:00
～15:00

無料

文化財ウォーク「大山道合流の
メール or 電話
雨岳ガイドの会
500 円
先着 40 名
地、道灌ゆかりの下糟屋･上粕屋」
文化財ウォーク
メール or 電話
3 19 土
雨岳ガイドの会
500 円
先着 40 名
「厚木と渡辺崋山」
第６回民権散歩「武相の民権運
メール（電話）
3 27 日
雨岳民権の会
700 円
先着 20 名
動と民権家たち」
文化財ウォーク
メール or 電話
4 16 土
雨岳ガイドの会
500 円
先着 40 名
「開村 400 年の伊勢原」
★上記以外の定期的な事業・活動など
【山口家住宅の公開】…通年（年末年始やお盆は休館）、毎週日曜日は案内あり（平日等の場合は要連絡）
※国登録有形文化財主屋（１階・２階）＆ 御座松（ござまつ）常設展示…本紙Ｐ２関連
【資料館での企画展示】伊勢原市制 50 周年記念 企画展「浮世絵でみる大山詣り」…本紙Ｐ１を参照
【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、文化財ウォーク・下見 ほか
【雨岳民権の会】…定例会：毎週金曜日 ほか
【雨岳自然の会】…畑の耕作 ほか 連絡先「ugakusizen@gmail.com」
「𠮷羽：090-3683-4877」
2 19 土

◎｢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 2,000 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）
＊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
⑦中原御殿と平塚からの大山道
ぜひ、お願いします！
⑨日向薬師とその周辺
山口家住宅案内ボランティア
⑫池端から下糟屋 文化財の道を歩く
毎週日曜日にボランティアの皆さんが来館者の
⑬金目観音とその周辺
山口家住宅の案内などをしてくださっています。
⑮愛甲石田から下糟屋 文化財の道を歩く
来館者の受付や案内をしていただける方を随時
⑯子易～大山駅 大山詣り いよいよ大山
募集しています。受付だけでも大変助かります。
⑰善波太郎を訪ねて里山を歩く
山口家住宅の来館者対応をしてもよいという方は
（上記、各 500 円）
ご一報ください。
○山口家住宅とその周辺（50 円）
＊雨岳ガイドの会
問い合わせ、利用・見学申し込み先
公益財団法人雨岳文庫 事務局
Mail：sajiemonugaku@bmail.plala.or.jp
Tel：0463‐95‐0002
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