
－1－ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 文化財ウォーク  (雨岳ガイドの会) 
○期日・内容 

・２/18(土)「上粕屋(雨岳文庫)とその周辺｣ 

・４/15(土)「岡崎城址とその周辺」 

○時間 ９時～12時半 

○参加費 500円 
 

 湘南社民権散歩  (雨岳民権の会) 
○日時 ３/24(金) 10時～15時 

○内容 藤沢・耕餘塾と民権家たち 

○資料代 700円 
 

 落語独演会  (厚木たけ平の会) 

○日時 ４/15(土) 13時～14時半 

○内容 真打 林家たけ平師匠の独演会 

○料金 前売り 2,000円（会員割引あり） 
 

 せんみ凧を作って飛ばそう  

○日時 ５/３(水祝) 10時～12時 

  ※凧揚げは午後（希望者のみ） 

○参加費（材料費等） 子ども…300円、 

大人…500円（友の会会員 300円） 

○指導 玉川せんみ凧保存会の皆様 
 

 アート展、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ  (山口家を盛り上げる会) 

○日時 ５/５(金祝) 10時～15時 

○内容｢古民家であなたもうっかりア一ティスト｣ 

・アート作品展示､ワ一クショップ（まが玉づ

くりも行う予定です） ほか 

・キッチンカーによる軽食販売、コーヒー 
 

 

 

 
 

 調査研究・研修や学習  
 

◆古文書講読会 
川島敏郎氏（当財団評議員）を講師として

毎月第二金曜日に行っている古文書講読会

（幹事：鳥海正彦氏）ですが、「相州大山順

路之記」の講読に続き、10月からは石田村に

係る文書を読み進めています。 
 

◆資料展と民権講座 （雨岳民権の会） 
10/8(土)～12/10(土)、第４回湘南社自由

民権資料展が行われました。11/13(日)に

は、NPO法人｢ガチャバンとともに生きる会｣

の鷹林茂男氏を講師にお迎えし、｢盲目の民権

家 府川謙斎の生涯｣と題して第８回湘南社民

権講座が行われました。一般参加 36名のほ

か、謙斎のご子孫が東大阪市・三重県津市・

静岡市・東京からそれぞれ参加され、皆で平

塚出身の民権

家 府川謙斎に

ついて学び合

いました。 

今回の調査

研究で、神奈

川･東京･土佐･三重、各地における謙斎の活躍

が明らかになり、それらが線として繋がりま

した。また、交流のなかったご子孫の方々を

結び付けるきかっけにもなりました。 
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あけましておめでとうございます。新型コロナウィルスの流行は依然として続いておりますが，皆様に

おかれましては万全の感染防止策を実施して新年を迎え，日々を御安泰にお過ごしのことと存じます。 

当財団におきましては，主要事業としまして施設の整備あるいは復元を進めているところです。また，

雨岳文庫クラブ・雨岳ガイドの会・雨岳民権の会・雨岳自然の会・山佐農園といった財団関係諸団体は，

フィルドワーク・調査研究・展示会・学習会などの活動を積極的に行なっております。 

さらに，外部諸団体によって施設を会場とした催事・体験学習も開いております。 

なお，コロナの流行で活動計画の一部を縮小あるいは取りやめたものがありました。 

今年こそコロナ蔓延が終息するように願い，その暁には，各種団体は行事・活動・催事を 

お披露目しようと満を持しております。引き続き，公益財団法人雨岳文庫への御支援と御 

協力をお願いいたします。 令和５年吉日 公益財団法人雨岳文庫 理事長 野﨑昭雄 元屋敷の萬霊等 



－2－ 

◆文化財ウォーク （雨岳ガイドの会） 
★ 9/17(土)、平塚駅が明治 20年に出来てか

ら大山詣りの拠点となった平塚の史跡を、

「中原御殿と平塚からの大山道｣と題して、一

般参加者 32名、スタッフ 12名で巡りまし

た。当日のコー

スは、平塚駅～

平塚八幡宮～八

幡山の洋館～戦

災復興記念碑～

海軍火薬廠の碑

～相州中原富士の碑～中原御殿跡～大松寺～

日枝神社でした。 

★10/15(土)、「三ノ宮とその周辺の文化財

を訪ねる」を行いました。好天の下、参加者

32名とスタッフ 13名で歩きました。 

 

 

 

 

 

 

★12/17(土)、31名の一般参加者と 11名の

スタッフで、紅葉と霊気織りなす「日向薬師

とその周辺」を歩

きました。日向薬

師は 1300年の歴

史を持つお寺で、

日本三大薬師の一

つです。源頼朝や

北条政子も参詣や祈願に訪れています。趣の

ある参道や紅葉と常緑樹の織りなす風情と歴

史を語る仏像に、参加された皆様は満足気で

した。 
 

 施設・環境の保全と整備  

◆山口家住宅周りの環境整備と 

二の鳥居の花植え (雨岳文庫クラブ) 

雨岳文庫クラブは、山口家住宅見学のお客

様を迎えるためや、大山への観光客に気持ち

よく観光していた

だけるよう、年間

を通して草取りや

花植えなどの環境

整備活動をしてい

ます。 
 

 雨岳文庫の施設や環境の利用  
 

◆芸術の秋を楽しむ (山口家を盛り上げる会) 

10/8(土)、春に続いて 2回目の「古民家で

あなたもうっかりア

ーティスト」が開催

され、99名が来場さ

れました。アート

展、ワークショッ

プ、ゴスペル、ヨ

ガ体験、キッチン

カーなど、子どもも大人も芸術と自然いっぱ

いの秋を楽しみました。 
 

◆まが玉づくり＆おはなし会 
10/29(土)、秋晴れの山口家住宅の前庭で

｢まが玉づくり｣が行われました。小さな子か

らベテランまで 27名の参加者が、ガイドの

会のメンバーなどから指導を受けながら、自

分だけのまが玉を作りました。 

離れの｢旧鈴木喜三郎邸｣では、“おはなし

ばる～ん”の皆さんによる｢おはなし会｣で、

伊勢原ゆかりのお話などを楽しみました。 

 

 

 

 

 

 
 

◆自然体験活動を通した学びの場 

○いも掘り＆焼き芋の体験 

10/30(日)、少年サッカーチームの小学生

とその保護者、55名が協力してサツマイモの

収穫と焼き芋に挑戦しました。子どもたちは

落ち葉をかき集めたり、バッタやアマガエル

との遭遇に驚いたり、自然の中で楽しみまし

た。焼き芋が焼けるまでは山口家住宅を見

学。槍などの武具に興味津々でした。 

 

 

 

 

 
 

恵泉女学園大学の敷地内

にある埒面（らちめん）

古墳を見学しました。こ

の地区の古墳から出土さ

れている副葬品は他地区

のものと比べても卓越す

るものが多いそうです。 
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○秋の雨岳文庫に行こう（校外学習） 

11/11(金)、春に続いて、地元の小学校の

子どもたち 36名と先生方 11名が来園されま

した。春に来園し

た際に自分たちが

植えたサツマイモ

の収穫、虫とり、

木のぼりなどの自

然体験を通して、

秋の自然との交流

を楽しみました。

梅林は子どもたち

の笑顔で溢れていました。 
 

◆西富岡の畑で秋の収穫祭 (雨岳自然の会) 
雨上がりの 10/15(土)、自然の会恒例の｢秋

の収穫祭｣が行われました。今年はサプライズ

で当会の統括者、吉羽先生の傘寿のお祝いも

されました。収穫物は里芋、サツマイモ、枝

豆、間引き大根、落花生等々、収穫したばか

りの野菜たちをその場で煮炊きします。色々

なご持参品も集まって、豪華で豊かな収穫祭

となりました。また、雨岳文庫の梅林で 9月

に採蜜をしたニホンミツバチの蜂蜜もプレゼ

ントされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆青空おはなし会 (おはなしばる～ん） 
“おはなしばる～ん”の｢青空おはなし会｣

が、10/22(土)に行われました。秋にしては

気温が高めの一日、小鳥の声がふっと止んだ

頃におはなし会

が始まりまし

た。そよ風と空

と林のもとで、

7組 16名の親

子とスタッフ 8名のみんなの笑顔があふれた

ひと時となりました。 
 

◆林家たけ平落語独演会(古典芸能を守る会) 
12/10(土)、林家たけ

平師匠の落語独演会が開

催されました。演目は

「転失気（てんしき）」

と「愛宕山」。初めての

お客様でも、比較的分か

り易い噺が披露されまし

た。想像力の溢れるお客

様ばかりで、16名の観客から笑いが絶えませ

んでした。暖かい日で、一年の締めくくりの

良い一日となりました。 
 

 地域文化の継承  

◆年末から正月の行事 

雨岳文庫の年末は、クラブの皆さんとガイドの会

皆さん等による山口家住宅内外の大掃除から始ま

り、その後、神棚や仏壇の掃除、餅つきと鏡餅やお

飾りづくり、年神様を迎えるための神棚等への正月

飾りなど、新年を迎えるための準備をします。 

年が明けて三が日は、早朝に年神様や大神宮に御

燈明とともにお供えをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 その他いろいろ  

◆国登録有形文化財特別公開 
11/3(木祝)、伊勢原市教育委員会による市

内 3か所の国登録有形文化財の特別公開で

は、各所で歴史解説アドバイザーの皆さんが

活躍されました。山口家住宅は日頃から公開

しているためか、お客様はほとんどいらっし

ゃいませんでしたが、オ

プションで用意していた

｢雨岳文庫周辺の史跡巡

り｣には、お一人の

方が参加してくだ

さいました。 

日焼け防止のために、普段は覆いで

隠されている玄関口のケヤキの腕木

も公開しました 

「昭和三年辰年震災復

旧」と記されているお猪

口。お燈明に使ってい

ます。平穏な１年となり

ますように！ 
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◎｢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 
＊雨岳ガイドの会 
＊①～⑰、◇は 50円 
①大山寺と阿夫利神社 
②大山道合流の地 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 
⑬金目観音とその周辺 
⑮愛甲石田から下糟屋 
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 

 

2023.1.1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

ロナの影響などにより予定を変更する場合があります。雨岳文庫のホームページ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 

２ 18 土 
文化財ウォーク「上粕屋とそ
の周辺」 

雨岳ガイドの会 
9:00 
～12:30 

500円 
メールor電話 
先着40名 

３ 24 金 
湘南社民権散歩「藤沢・耕餘
塾と民権家たち」 

雨岳民権の会 
10:00 
～15:00 

資料代 
700円 

メールor電話 
定員30名 

４ 15 土 
文化財ウォーク「岡崎城址と
その周辺」 

雨岳ガイドの会 
9:00 
～12:30 

500円 
メールor電話 
先着40名 

４ 22 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 

13:00 
～15:00 

前売り 
2,000円 

電話で予約 
友の会の割引あり 

5 3 
水
祝 
せんみ凧を作って飛ばそう 玉川せんみ凧保存会 

10:00 
～ 

こども 
300円 

メール 

5 5 
金
祝 
あなたもうっかりアーティス
ト 

山口家を盛り上げる会 
10:00 
～15:00 

無料 不要 

5 27 土 
相模人形芝居「林座」公演 
錦心流薩摩琵琶演奏 

古典芸能を守る会 
13:00～ 
 

  

★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 

 ※第４回湘南社自由民権資料展の展示物は、引き続き資料館にてご覧いただけます 

【山口家文書などの調査・整理】…野﨑昭雄氏（当財団理事長）ほか：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】…講師 川島敏郎氏（当財団評議員）：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 

調査研究成果物などのご案内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

募集中！山口家住宅案内ボランティア 

来訪されたお客様の案内や建物の説明などは、

ボランティアの皆さんが交代で行っています。 

お客様の対応を一緒にしてくださる方を募集し

ています。お気軽にご参加ください。 

＊ これからの予定 ＊ 

 

 
 

★LINEでも参加者募集や行事のご案内などの情報を発信します。 

右記のＱＲコードを読み込み、雨岳文庫の LINE 登録もお願いします。 

最新情報はホームページで 

https://www.ugakubunko.org/ohp/ 
雨岳文庫 検索 

mailto:sajiemonugaku@bmail.plala.or.jp

