第 31 号

うがくぶんこ

雨岳文庫ニュース
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)

○期日・内容
・ 9/17(土)「中原御殿と平塚からの大山道｣

https://www.ugakubunko.org/ohp/

令和３年度の活動実績および令和４年度の
計画について、理事会・評議員会で承認され
ました。その概要をお知らせします。

■令和３年度会計
◆収

入

・12/17(土)「日向薬師とその周辺」
○時間 ９時～12 時半
○参加費 500 円

11

一般寄附金（募金箱への寄附を含む）

150

収益事業代行による特別寄附金

421

文化庁補助金
◆支

(雨岳民権の会)

民権家･府川謙斉（平塚生まれ）の生涯、町
田民権散歩など

歴史資料の調査･研究等資料印刷

59

税理士･司法書士費用等

43

保険料（ボランティア、建物共済）

30

合

○期日

10/29(土)

○時間

10 時～12 時（最終受付 11 時半）

①一般利用者

小中学生…300 円
一般…500 円（会員 300 円）

｢あなたもうっかりア一ティスト｣

(山口家を盛り上げる会)

○日時 10/８(土) 10 時～15 時
○内容・ワ一クショップ有り（みんなでア一

（

）内は R2 年度

1,515 人（

585 人）

・イベント等参加者

729 人（

352 人）

・見学者

786 人（

233 人）

②雨岳文庫関係者（友
の会会員等）

1,708 人（1,298 人）

・研究･学習会、イベ
ントスタッフ

1,443 人（1,164 人）

・見学者の案内

トを描く）
・キッチンカーによる軽食販売

ほか

(厚木たけ平の会)

○日時

12/10(土)

○内容
○料金

真打 林家たけ平師匠による独演会
前売り 2,000 円（会員割引あり）

265 人（

134 人）

■令和４年度の事業など
○子どもを対象にした事業（新規）

13 時～14 時半

「青空おはなし会｣

610

◆利用者数

※主屋・資料展の見学可能(案内付き)

○対象

計

◆開館日数（研究･学習会、
200 日（147 日）
イベント、公開等）

まが玉づくり体験会

○内容

万円

■令和３年度実績

○資料代：資料展 100 円、民権講座 500 円

落語独演会

610

出（主な内容）

◆民権講座…府川謙斎に関する講演(11/13）

10/22(土)

計

国登録有形文化財山口家住宅の保全（２階
339
殿様の部屋壁修理、文書蔵屋根修理等）

10/8～12/10 内の毎週土・日
10 時～15 時

○展示内容…湘南社の憲法論議・原稿、盲目の

○日時

28
合

資料展と民権講座

○材料費

万円

見学料

・10/15(土)「比々多神社とその周辺」

○期日
○時間
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・せんみ凧を作って揚げる＋おはなし会
・まが玉づくり…コロナ・猛暑等のため秋
に延期しました

(おはなしばる～ん)

11 時～11 時半

園内の木陰で親子が楽しむ「青空お
はなし会」

○山口家住宅リフレッシュ計画（継続）
・宮様のお部屋修理
・主屋トタン屋根の塗装
○緊急修理（追加）

乳幼児
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・主屋内の電気配線の点検と修理

から

◆二の鳥居の花植え

活動等の報告

(雨岳文庫クラブ)

雨岳文庫の春～夏は、様々な花が咲き、と
ても過ごしやすい

８月は、新型コロナ
ウイルス感染症の急激

季節ですが、雑草

な感染拡大と猛暑によ
る熱中症のリスク回避

もぐんぐん伸 [状態]
びて、放っておく

のために、主屋の案内

と大変なことにな

付き公開、総点検活
動、古文書講読会は急

ってしまいます。
雨岳文庫クラブ

遽休止としました。

は、お客様を迎えるために、草むしりや花植
えなど地道な活動をしてくださっています。

今年も「ど根性ひまわり１２世」が堂々と咲きました。
夏の青空の下、平和な世の中を願っているようです。

雨岳文庫の施設や環境の利用

研究・研修や学習

雨岳文庫や山口家所有の施設･自然環境など

を利用して、友好団体や友の会会員の皆様が
（雨岳ガイドの会） さまざまな活動やイベントを行っています。
｢伊勢原とその周辺の歴史｣を学び、伝える
ことによって｢地域をもっと元気にしたい｣｢地 ◆第 1 回「あなたもうっかりア一ティスト」
(山口家を盛り上げる会)
域をもっと好きになってもらいたい｣との願い

◆ガイド養成講座

を込めて活動している雨岳ガイドの会。
この輪を広げるために、５/14(土)･21(土)
の２日間の日程で｢ガイド養成講座｣を開催

晴天の５/５(木)のこどもの日、地域の８つ
の文化交流グループが共同で、「あなたもう
っかりアーティスト」と称し、陶芸やシーグ

し、８名の方が参加されました。

ラスなどの各種作

◆文化財ウォーク

品展示のほか、子
どもたちが自由に

（雨岳ガイドの会）

６/18(土)、梅雨空でしたが、「海からの大

描いて作品を作る

山道・須賀と平塚宿」を行い、一般参加 38
名とスタッフ９名の計 47 名で、楽しく歩き

コーナーも開かれ
ました。

ました。

主屋の茶の間ではピラティス、前庭ではキ

港稲荷神
社が隣接す

ッズダンスも行われました。老若男女 108 名

る相模川(馬

の参加者が、手づくりコーヒー、キッチンカ
ーのタコスやラーメンを飲食しながら、思い

入川）堤防
上では村上

思いに楽しい休日を過ごしました。

会長による「相模川水運と須賀」の講座が持

◆小学生の自然体験（校外学習）
６/３(金)、地域の小学校の校外学習が雨岳

たれました。

文庫で行われました。小学生 30 名が、先生
方 10 名とともに、玉ねぎとジャガイモの収

環境の保全と整備

穫、お茶摘み、梅狩り、サツマイモ苗の植え

◆電気配線の点検と緊急修理

山口家住宅の電気配線の一部は、明治時代の 付け、木登りなどを行いました。
豊かな自然があってこそ、私たち人間の営
電線やスイッチがそのまま使われています。
みが可能になるということを、自然体験を楽

電気工事をする

しみなが
ら学んで

中で、電圧の異常
低下がみられ漏電
の恐れがあったた

くれたら
幸いで
す。

め、緊急点検と修
理を行いました。

床の下に張り巡らされている電線と碍子

－2－

◆青空おはなし会と朗読会(おはなしばる～ん＆手毬会） ―お客様いろいろ―
５/21(土)、７/16(土)、おはなしばる～ん
による、子ども向けの楽しい｢青空おはなし
会｣が行われました。両日とも生憎の雨天でし
たが、楽しいひと時となりました。(参加者；
5/21…17＋7 名、7/16…11＋6 名)
６/22(水)、手毬

◆柳生心眼流のご披露
山口家 5 代当主山口左司右衛門は、柳生心
眼流の免許皆伝者でした。5/22(日)、この皆
伝書が取り持つ縁で、古都鎌倉で当流派を継
承されている鎌倉練武会の剣士８名が雨岳文
庫を来訪されました。
山口家住宅に展示され

会による、趣のある
｢朗読会｣が行われ、

ている武具や扁額をご覧

参加者；14＋4 名)

になられた後、前庭で柳
生心眼流の演武をご披露

おはなし会･朗読会
を通して、｢耳を傾
け話を聴く｣習慣が広まるといいですね。

◆お茶摘み・梅の収穫
５/10(火)、雨岳文庫の

してくださりました。
柳生心眼流は、江戸幕府の剣術指南をされ

（山佐農園） た柳生但馬守宗矩から認定された武術です。
なお、鎌倉練武会代表の大舘氏は柳生心眼流
の師範で、講道館柔道 7 段の腕前です。

お茶摘みに、ご近所の方
や友の会会員など、42 名

◆海外からのお客様

が参加しくださり、

７/20(水)、｢ワールドキャンパスいせはら｣に

100Kg 以上の茶葉を摘む
ことができました。
5 月から 7 月には、友
の会の会員の皆さんが、
小梅の収穫や「白加賀」
「鶯宿」の青梅狩りを楽
しみました。

よる｢チャレンジしよう！国際交流 2022｣のご一
行が来訪されました。アメリカ、ノルウエー、ド
イツ、ポーランド、フィンランド、フランス、日
本の若者 11 名とガイド
4 名の計 15 名が、山口
家住宅主屋と企画展『浮
世絵でみる大山詣り』を
見学され、その後、日本

完熟した「十郎」「南

舞踊と甲冑隊との交流も

高」は梅干しにします。

楽しまれました。
雨岳文庫の案内や展示

今年は約 4.9t を塩漬
けしました。40 日ほど

の説明は、田中、石井、

塩漬けした梅は、土用干

庄司の 3 名が担当しまし

しした後、さらに 3 年間 塩漬けすると出来る綺麗な白梅
酢は貴重な副産物です
漬け込みます。

た。海外からのお客様が
日本の歴史や文化を理解

―伝統文化の継承―

しやすいように、説明文

◆鯉のぼりが元気を取り戻しました

の英訳について何回も検
討を重ねていました。

５月に山口家住宅の土間の空間に飾られる、明治

また、友の会有志の皆
時代と昭和時代中期の鯉のぼりは、いくつもの時代
さんが総点検の作業とし
を経て、口元と目
て主屋を掃除してくださ
玉の布が擦り切れ
り、また、近所の料理名人の奥様たちは雨岳文庫
状態でしたが、近
の梅を使ったお土産を作ってくださりました。
所の手縫いの達人
の奥様が修理して
くださいました。

鯉のぼりの修理をしてくださった奥様
が、土間のテーブルカバーと椅子の
座面カバーも作ってくださいました。

中央の鯉のぼりは、３間もある巨大な真鯉です。吹き流しは土間に

なお、使用した布は、会員の方から

は飾れないので、虫干しの日が貴重なお披露目の場となります。

頂いた浴衣を再利用しています。
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▼虫干しの日でもあります。緋鯉は小さく見えますが１間半の長さ

＊これからの活動予定＊

2022.9.1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
文化財ウォーク「中原御殿と
9:00
メール or 電話
９ 17 土
雨岳ガイドの会
500 円
～12:30
先着 40 名
平塚からの大山道」
第４回「湘南社自由民権資料
10/8～
10:00
資料代
雨岳民権の会
12/10 の土日 展」
～15:00 100 円
第２回「あなたもうっかりア
10:00
10 ８ 土
山口家を盛り上げる会
無料
～15:00
一ティスト」
文化財ウォーク「比々多神社
9:00
メール or 電話
10 15 土
雨岳ガイドの会
500 円
～12:30
先着 40 名
とその周辺」
10 22 土 青空おはなし会

おはなしばる～ん

10 29 土 まが玉づくり体験会

当財団学芸員、友の会
有志 ほか

11 13 日 第８回「湘南社民権講座」

雨岳民権の会

12 10 土 林家たけ平落語独演会

古典芸能を守る会
厚木たけ平の会

12 17 土

文化財ウォーク「日向薬師と
雨岳ガイドの会
その周辺」

11:00
～11:30
10:00
～12:00
(最終受付)
11 時半
13:30
～15:00
13:00
～15:00
9:00
～12:30

無料
子ども
300 円
一般
500 円
資料代
500 円
前売り
2,000 円
500 円

メール、電話等
設定時間内に随時参
加可能
友の会の割引あり
メール or 電話
定員 30 名
電話で予約
友の会の割引あり
メール or 電話
先着 40 名

★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・お盆は休館）、毎週日曜日は案内付き、他は予約により対応
※国登録有形文化財 山口家住宅主屋（１階・２階）、常設展示：御座松(ござまつ)展示
【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】…有機栽培の実践ほか 連絡先：ugakusizen@gmail.com、𠮷羽：090-3683-4877

◎｢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）
募集しています！
＊雨岳ガイドの会

山口家住宅案内ボランティア

毎週日曜日にボランティアの皆さんが、お客様の
案内をしていますが、限られた人数で対応している
ため、時には、昼食も取れないような状況です。
来館者の受付や案内などをしてくださる方を募集
しています。一緒に活動していただける方のご連絡
をお待ちしています！ご連絡は下の連絡先まで。

最新情報は→

雨岳文庫

検索

◎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
⑧三ノ宮とその近辺の文化財を訪ねる
⑨日向薬師とその周辺
⑫池端から下糟屋 文化財の道を歩く
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
⑯子易～大山駅 大山詣り いよいよ大山
⑰善波太郎を訪ねて里山を歩く
◇山口家住宅とその周辺
※☆、①～⑰は各 500 円、◇は 50 円
＊雨岳ガイドの会作成

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
Tel：0463‐95‐0002
Mail：sajiemonugaku@bmail.plala.or.jp
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