
開催地域 （掲載ページ）

相模湾沿岸地域一帯は、明治期から別荘・保養地を形成して、

首都圏で活躍する政財界人 ・文化人らが滞在 ・交流する地

域として発展し、 さまざまな文化を発信 ・蓄積してきました。

それは、 緑豊かで閑静な住宅地の街並みや歴史的建造物の

佇まい、 美術、 文学、 音楽、 スポーツなどの湘南文化として

今も息づいております。

私たちは、 この地域の歴史 ・文化を育み、 人々の心に残る景

観をかたちづくってきた邸宅・庭園や歴史的建造物 （邸園等）

を、 官民協働により、 新たな文化発信や地域住民と来訪者に

よる多彩な交流の場として保全活用し、 地域の活性化につな

ぐ 「邸園文化圏再生構想」 の事業として、「湘南邸園文化祭」

を開催します。

今年は、 明治元年 (1868) から満 150 年の年に当たります。

湘南邸園文化祭では、 明治 150 年特別企画も開催します。

湘南の緑豊かで閑静なお屋敷とアートが融合した

新しい空間が出現。 さまざまなアートを楽しみながら、

秋の一日、 湘南の街を散策し、 新しい魅力を発見しませんか。

第 13回

2018

◎主催｜三崎の町再発見ウォークラリー実行委員会 / 横須賀建築探偵団 / 特定非営利活動法人葉山環境文化デザイン集団 / エコツーリズム葉山 / 一般財団法人宮城道雄記念館 / 山口蓬春記念館 /

琴アカデミー / 特定非営利活動法人逗子の文化をつなぎ広め深める会 / 原風景を生かすまちづくりの会 / 鎌倉邸園文化クリエイション / 鎌倉の別荘地時代研究会 / 特定非営利活動法人旧モーガン邸を守る会 /

善行雑学大学 / 蔵まえギャラリー / 藤沢今昔まちなかアート実行委員会 / 鵠沼の緑と景観を守る会 / 湘南藤沢文化ネットワーク / 盛岩寺昭和文化館 / 茅ヶ崎の文化景観を育む会 / 八幡山の洋館 /

公益財団法人神奈川県公園協会 ・ 湘南造園株式会社グループ / 公益社団法人大磯町観光協会 / 大磯まちづくり会議 / まちづくり工房 「しお風」 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 /

小田原邸園文化ネットワーク / 湯河原温泉 ・ 粋な温泉めぐりの会 / 特定非営利活動法人神奈川まちづかい塾 / 白菴茶室研究会 / 公益財団法人神奈川県公園協会 ・ 小田急ランドフローラグループ /

公益財団法人横浜市緑の協会 / 神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会 / 湘南邸宅文化ネットワーク協議会 / 国営昭和記念公園事務所

◎共催｜湘南邸園文化祭連絡協議会 （会長 ： 内藤英治）          ◎この事業は、 神奈川県 ( 担当 ： 都市整備課 ) との協働により開催しています。

◎問合せ先｜各プログラムの詳細や申込み　→　各主催団体にお問い合わせください

湘南邸園文化祭の概要について　→　湘南邸園文化祭連絡協議会事務局 ( 邸園文化調査団）   tel. 045-341-0087   http://shonan-teien-festival.org/
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Map of the venue for events （page number）
Since the Meiji Period, the Shonan area, in the 
southern part of Kanagawa prefecture, has been 
popular as a resort among political, business and 
cultural leaders working in Tokyo. There, one may 
stroll around quiet residential areas and view historic 
buildings in a lush natural environment. The area has 
developed a sophisticated culture in the fields of art, 
literature, music, cinema and sport. This Shonan 
culture is still alive and well today. 

There remain many villas, with their spacious gardens, 
dotted around the scenic Shonan area, which stretches 
along the coast of Sagami Bay. Many of them are 
architectural masterpieces and sources of pride. 

2018
Shonan Teien Festival

湘南邸園文化祭

“Shonan Teien Festival” (Shonan Cultural Heritage Festival)
To our regret, however, some villas are on the brink of collapse. With the aim of conserving this cultural heritage 
through a public-private partnership, we have launched a new initiative: the Shonan Cultural Renaissance. We intend 
not only to conserve these historic buildings and their gardens but also to make them available as cultural spaces for local 
residents and visitors, including artists and creators. We hope this will lead to new cultural activities and a revitalization 
of the area. As part of the Shonan Cultural Renaissance initiative, we are holding the “ Shonan Teien Festival” . 
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9 月 11 月

10 月

12 月

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー① ｐ320｜木｜

三 浦三 浦

葉 山葉 山

善行公民館ホールグリーンハウス物語 第23話　映像で辿るレーモンド作品＆秋のコンサート ｐ1322｜土｜ 藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

箱根湯本ホテル、暁亭＊

キックオフイベント
「山川捨松」のお話と登録有形文化財「暁亭」見学会 ｐ523｜祝 ・ 日｜

八幡山の洋館＊八幡山の洋館 秋のばらフェスタ　B.ボーマン チェロコンサート ｐ11平 塚平 塚

箱 根箱 根

盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館   一日そば屋開店 手打ち新そばを楽しむ ｐ1423｜祝 ・ 日｜

藤 沢藤 沢 盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館 お茶を楽しむ！ ｐ1420｜土｜

藤 沢藤 沢 藤沢宿周辺（＊含む） ｐ127｜日｜

小田原小田原

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー③ ｐ34｜木｜ 葉 山葉 山

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー② ｐ327｜木｜ 葉 山葉 山

おとなの遠足 第30回
　　「藤澤の行在所跡めぐり＆藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018」

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元屋呉服店＊など ｐ136｜土｜̶8｜祝 ・ 月｜

二 宮二 宮 二宮町のお店など
二宮の魅力発見！未来に伝えたい写真展
　　～旧山川秀峰・方夫邸と東大二宮果樹園跡地の魅力

ｐ912｜水｜̶13｜木｜

県立恩賜箱根公園＊明治150年記念 「野点」「箱根離宮ガイドツアー」 ｐ56｜土｜̶7｜日｜ 箱 根箱 根

大 磯大 磯 旧安田善次郎邸旧安田善次郎邸の十五夜観月会 ｐ10

24｜祝 ・ 月｜

大 磯大 磯 旧安田善次郎邸旧安田善次郎邸の十三夜観月会 ｐ1021｜日｜

小田原小田原 清閑亭＊十五夜、漢詩の詩吟と二胡の共演～小田原箱根、明治の漢詩を詠む～ ｐ6

24｜祝 ・ 月｜

小田原小田原 旧田中光顕別邸、清閑亭＊など政財界人の邸園めぐりと「小田原花街」グルメツアー ｐ66｜土｜

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー④ ｐ313｜土｜ 葉 山葉 山

小田原小田原 老欅荘、旧田中光顕別邸など明治の元老山縣有朋と小田原

旧東海道の邸園をたずねて「俣野別邸、旧モーガン邸、そして藤沢宿へ」

ｐ67｜日｜

小田原小田原 閑院宮別邸跡、清閑亭＊など鉄道史でたどる、近代小田原の幕開けまち歩き ｐ6

小田原小田原 清閑亭＊小田原の十三夜　月夜の邸園ヨガ教室 ｐ7

20｜土｜

小田原小田原 小田原文学館本館小田原文学館特別展　創刊100年記念「民衆」展 ｐ813｜土｜̶12/2｜日｜

藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元呉服店＊など ｐ1313｜土｜̶14｜日｜ 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元呉服店＊など ｐ1320｜土｜̶21｜日｜ 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元呉服店＊など ｐ1327｜土｜̶28｜日｜ 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 俣野別邸、旧モーガン邸など ｐ158｜祝 ・ 月｜

清閑亭＊、大磯迎賓舘、茅ヶ崎館明治150年特別企画 明治ドレスアップバスツアー ｐ323｜火｜

21｜日｜

小田原小田原 秋葉山量覚院本堂山縣有朋の普請道楽のお話、呈茶と板橋まち歩き ｐ820｜土｜

藤 沢藤 沢 旧後藤医院鵠沼分院国登録有形文化財―旧後藤医院で聴くピアノ演奏会― ｐ1517｜土｜

市立万代会館、本行寺茅葺別荘万代会館と本行寺本堂を通して横須賀北下浦の魅力を知る ｐ1820｜土｜

27｜土｜

八幡山の洋館＊八幡山の洋館 秋のばらフェスタ ｐ1128｜日｜ 平 塚平 塚

小田原小田原 旧松本剛吉別邸、清閑亭＊など小田原宿邸園めぐりと新・旧小田原みやげツアー ｐ728｜日｜

チャッキラコ・三崎昭和館＊（一部）などマグロだけじゃない‼三崎の町再発見ウォークラリー ｐ1828｜日｜

大 磯大 磯 県立大磯城山公園＊大磯城山公園 うつわの日 ｐ1026｜金｜̶11/4｜日｜
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27｜土｜ 旧山本条太郎別荘鎌倉の別荘建築の至宝―旧山本条太郎邸「L.ハーンが見た明治の鎌倉」 ｐ16鎌 倉鎌 倉
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平 塚平 塚
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大 磯市町連携

イベントカレンダー

八幡山の洋館＊

＊

八幡山の洋館　セプテンバーコンサート ｐ1116｜日｜ 平 塚平 塚

からたちの道など北原白秋のさんぽ道 ｐ73｜祝 ・ 土｜

松永記念館第18回　松永記念館茶会 ｐ83｜祝 ・ 土｜

山縣水源地、老欅荘など元勲・山縣有朋の私設水道と邸園トレッキング ｐ7

4｜日｜

古稀庵、清閑亭＊など小田原「坂の上の雲」ツアーと秋山海軍カレーを楽しむ会 ｐ7

蔵まえギャラリー米寿の蔵まえで、桜の染め体験会 ｐ134｜日｜

茅ヶ崎館茅ヶ崎館と小津安二郎監督作品『彼岸花』上映会 ｐ123｜祝 ・ 土｜

茅ヶ崎館　　「ちはやふる 結び」撮影ロケ地でかるた大会 ｐ1217｜土｜

萬翠楼福住＊、福住楼＊、一の湯＊箱根の大規模木造文化財旅館の見学会 ｐ517｜土｜

萬翠楼福住＊、福住楼＊、一の湯＊箱根の大規模木造文化財旅館の見学会 ｐ511｜日｜

東大二宮果樹園跡地など
waku waku（ワクワク）地域探検ツアー
　　「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」　　 ｐ924｜土｜

旧山川邸など
waku waku（ワクワク）地域探検ツアー
　　「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」　　 ｐ98｜土｜

25｜日｜

山口蓬春記念館山口蓬春記念館 邸園ツアー ｐ173｜祝 ・ 土｜

山口蓬春記念館山口蓬春記念館 邸園ツアー ｐ178｜土｜

旧宮城道雄別荘「雨の念佛荘」サロンコンサート～宮城道雄名曲のしらべ～ ｐ1717｜土｜

鎌倉別荘建築の至宝―旧山本条太郎別荘特別公開

県立大磯城山公園＊もみじのライトアップ ｐ1023｜祝 ・ 金｜̶25｜日｜

大磯町立図書館『近代国家確立に奔走した政界人と現存する邸宅郡』講演と見学 ｐ98｜土｜

11｜日｜

藤沢市民会館大ホール募金コンサート「響け！富岳太鼓」 ｐ1511｜日｜

俣野別邸、旧モーガン邸などグリーンハウス物語 第24話　「旧藤澤カントリーから俣野・旧東海道を訪ねて」 ｐ1317｜土｜

旧山本条太郎別荘 ｐ1622｜木｜̶25｜日｜

葉山しおさい公園しおさい公園 琴のしらべ ｐ173｜祝 ・ 土｜

4｜日｜

秋葉山量覚院、内野邸＊岡倉天心と「Ｔhe Book of Tea」（茶の本）のお話、呈茶と内野邸見学 ｐ8

長島孝一邸＊文化財住宅で聴く「平家物語」 ｐ183｜祝 ・ 土｜

藤 沢藤 沢 盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館 お茶を楽しむ！ ｐ1417｜土｜

蔵まえギャラリー米寿の蔵で尺八コンサート ｐ1410｜土｜

旧モーガン邸庭園旧モーガン邸で楽しむ藍染体験 ｐ158｜木｜

盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館 墨跡風入れ展と展示解説 ｐ149｜金｜̶11｜日｜

清閑亭＊などもみじの名所・小田原邸園めぐり ｐ8

2｜日｜ 清閑亭＊などもみじの名所・小田原邸園めぐり ｐ8

おとなの遠足第31回　「大山みちの面影残す長後を訪ねて」

25｜日｜ 俣野別邸俣野別邸邸園「庭園散歩」もみじ祭りスペシャル ｐ16

湯河原美術館カフェ、藤田屋など粋な温泉文化めぐり―登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験 ｐ611｜日｜

8｜土｜ 俣野別邸俣野別邸 夜間特別開館ハープコンサート ｐ16

16｜日｜ 八幡山の洋館＊クリスマス　熊本城災害復旧支援チャリティーコンサートvol.3 ｐ11

大 磯大 磯6｜土｜̶23｜火｜ 県立大磯城山公園＊明治150年　偉人達の奥座敷・大磯 ～別荘地の拡がり～ ｐ10

16｜日｜ 清閑亭＊第17回湘南邸宅文化ネットワーク協議会シンポジウム ｐ9

3｜祝 ・ 土｜̶4｜日｜ 加地邸「加地邸をひらく」木管サロンコンサート ｐ17

旧モーガン邸庭園旧モーガン邸で楽しむ クリスマスリース作り ｐ158｜土｜

七ツ木神社、諏訪神社ほか ｐ121｜土｜

旧東伏見宮別邸でシンポジウム
　　「地域の原風景を生かしたまちづくりへ」　　8｜土｜ 旧東伏見宮別邸 ｐ3

旧藤瀬・脇村邸逗子の別荘邸園を散策し、昭和の別荘建築を見る ｐ1828｜日｜

明治に建設された邸園”明治”に関連する催し県の「明治150年」関連施策として開催する催し



21

9 月 11 月

10 月

12 月

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー① ｐ320｜木｜

三 浦三 浦

葉 山葉 山

善行公民館ホールグリーンハウス物語 第23話　映像で辿るレーモンド作品＆秋のコンサート ｐ1322｜土｜ 藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

箱根湯本ホテル、暁亭＊

キックオフイベント
「山川捨松」のお話と登録有形文化財「暁亭」見学会 ｐ523｜祝 ・ 日｜

八幡山の洋館＊八幡山の洋館 秋のばらフェスタ　B.ボーマン チェロコンサート ｐ11平 塚平 塚

箱 根箱 根

盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館   一日そば屋開店 手打ち新そばを楽しむ ｐ1423｜祝 ・ 日｜

藤 沢藤 沢 盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館 お茶を楽しむ！ ｐ1420｜土｜

藤 沢藤 沢 藤沢宿周辺（＊含む） ｐ127｜日｜

小田原小田原

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー③ ｐ34｜木｜ 葉 山葉 山

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー② ｐ327｜木｜ 葉 山葉 山

おとなの遠足 第30回
　　「藤澤の行在所跡めぐり＆藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018」

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元屋呉服店＊など ｐ136｜土｜̶8｜祝 ・ 月｜

二 宮二 宮 二宮町のお店など
二宮の魅力発見！未来に伝えたい写真展
　　～旧山川秀峰・方夫邸と東大二宮果樹園跡地の魅力

ｐ912｜水｜̶13｜木｜

県立恩賜箱根公園＊明治150年記念 「野点」「箱根離宮ガイドツアー」 ｐ56｜土｜̶7｜日｜ 箱 根箱 根

大 磯大 磯 旧安田善次郎邸旧安田善次郎邸の十五夜観月会 ｐ10

24｜祝 ・ 月｜

大 磯大 磯 旧安田善次郎邸旧安田善次郎邸の十三夜観月会 ｐ1021｜日｜

小田原小田原 清閑亭＊十五夜、漢詩の詩吟と二胡の共演～小田原箱根、明治の漢詩を詠む～ ｐ6

24｜祝 ・ 月｜

小田原小田原 旧田中光顕別邸、清閑亭＊など政財界人の邸園めぐりと「小田原花街」グルメツアー ｐ66｜土｜

御用邸＊、金子堅太郎別荘跡など明治150年特別企画 日露戦争と葉山（湘南）ツアー④ ｐ313｜土｜ 葉 山葉 山

小田原小田原 老欅荘、旧田中光顕別邸など明治の元老山縣有朋と小田原

旧東海道の邸園をたずねて「俣野別邸、旧モーガン邸、そして藤沢宿へ」

ｐ67｜日｜

小田原小田原 閑院宮別邸跡、清閑亭＊など鉄道史でたどる、近代小田原の幕開けまち歩き ｐ6

小田原小田原 清閑亭＊小田原の十三夜　月夜の邸園ヨガ教室 ｐ7

20｜土｜

小田原小田原 小田原文学館本館小田原文学館特別展　創刊100年記念「民衆」展 ｐ813｜土｜̶12/2｜日｜

藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元呉服店＊など ｐ1313｜土｜̶14｜日｜ 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元呉服店＊など ｐ1320｜土｜̶21｜日｜ 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 関次商店＊、旧稲元呉服店＊など ｐ1327｜土｜̶28｜日｜ 藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018

藤 沢藤 沢 俣野別邸、旧モーガン邸など ｐ158｜祝 ・ 月｜

清閑亭＊、大磯迎賓舘、茅ヶ崎館明治150年特別企画 明治ドレスアップバスツアー ｐ323｜火｜

21｜日｜

小田原小田原 秋葉山量覚院本堂山縣有朋の普請道楽のお話、呈茶と板橋まち歩き ｐ820｜土｜

藤 沢藤 沢 旧後藤医院鵠沼分院国登録有形文化財―旧後藤医院で聴くピアノ演奏会― ｐ1517｜土｜

市立万代会館、本行寺茅葺別荘万代会館と本行寺本堂を通して横須賀北下浦の魅力を知る ｐ1820｜土｜

27｜土｜

八幡山の洋館＊八幡山の洋館 秋のばらフェスタ ｐ1128｜日｜ 平 塚平 塚

小田原小田原 旧松本剛吉別邸、清閑亭＊など小田原宿邸園めぐりと新・旧小田原みやげツアー ｐ728｜日｜

チャッキラコ・三崎昭和館＊（一部）などマグロだけじゃない‼三崎の町再発見ウォークラリー ｐ1828｜日｜

大 磯大 磯 県立大磯城山公園＊大磯城山公園 うつわの日 ｐ1026｜金｜̶11/4｜日｜

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

横須賀横須賀

27｜土｜ 旧山本条太郎別荘鎌倉の別荘建築の至宝―旧山本条太郎邸「L.ハーンが見た明治の鎌倉」 ｐ16鎌 倉鎌 倉

小田原小田原

小田原小田原

小田原小田原

小田原小田原

小田原小田原

小田原小田原

小田原小田原

茅ヶ崎茅ヶ崎

茅ヶ崎茅ヶ崎

葉 山葉 山

葉 山葉 山

葉 山葉 山

葉 山葉 山

葉 山葉 山

葉 山葉 山

逗 子逗 子

藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

藤 沢藤 沢

湯河原湯河原

鎌 倉鎌 倉

箱 根箱 根

箱 根箱 根

大 磯大 磯

大 磯大 磯

二 宮二 宮

二 宮二 宮

横浜戸塚横浜戸塚

横浜戸塚横浜戸塚

平 塚平 塚

逗 子逗 子

大 磯市町連携

イベントカレンダー

八幡山の洋館＊

＊

八幡山の洋館　セプテンバーコンサート ｐ1116｜日｜ 平 塚平 塚

からたちの道など北原白秋のさんぽ道 ｐ73｜祝 ・ 土｜

松永記念館第18回　松永記念館茶会 ｐ83｜祝 ・ 土｜

山縣水源地、老欅荘など元勲・山縣有朋の私設水道と邸園トレッキング ｐ7

4｜日｜

古稀庵、清閑亭＊など小田原「坂の上の雲」ツアーと秋山海軍カレーを楽しむ会 ｐ7

蔵まえギャラリー米寿の蔵まえで、桜の染め体験会 ｐ134｜日｜

茅ヶ崎館茅ヶ崎館と小津安二郎監督作品『彼岸花』上映会 ｐ123｜祝 ・ 土｜

茅ヶ崎館　　「ちはやふる 結び」撮影ロケ地でかるた大会 ｐ1217｜土｜

萬翠楼福住＊、福住楼＊、一の湯＊箱根の大規模木造文化財旅館の見学会 ｐ517｜土｜

萬翠楼福住＊、福住楼＊、一の湯＊箱根の大規模木造文化財旅館の見学会 ｐ511｜日｜

東大二宮果樹園跡地など
waku waku（ワクワク）地域探検ツアー
　　「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」　　 ｐ924｜土｜

旧山川邸など
waku waku（ワクワク）地域探検ツアー
　　「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」　　 ｐ98｜土｜

25｜日｜

山口蓬春記念館山口蓬春記念館 邸園ツアー ｐ173｜祝 ・ 土｜

山口蓬春記念館山口蓬春記念館 邸園ツアー ｐ178｜土｜

旧宮城道雄別荘「雨の念佛荘」サロンコンサート～宮城道雄名曲のしらべ～ ｐ1717｜土｜

鎌倉別荘建築の至宝―旧山本条太郎別荘特別公開

県立大磯城山公園＊もみじのライトアップ ｐ1023｜祝 ・ 金｜̶25｜日｜

大磯町立図書館『近代国家確立に奔走した政界人と現存する邸宅郡』講演と見学 ｐ98｜土｜

11｜日｜

藤沢市民会館大ホール募金コンサート「響け！富岳太鼓」 ｐ1511｜日｜

俣野別邸、旧モーガン邸などグリーンハウス物語 第24話　「旧藤澤カントリーから俣野・旧東海道を訪ねて」 ｐ1317｜土｜

旧山本条太郎別荘 ｐ1622｜木｜̶25｜日｜

葉山しおさい公園しおさい公園 琴のしらべ ｐ173｜祝 ・ 土｜

4｜日｜

秋葉山量覚院、内野邸＊岡倉天心と「Ｔhe Book of Tea」（茶の本）のお話、呈茶と内野邸見学 ｐ8

長島孝一邸＊文化財住宅で聴く「平家物語」 ｐ183｜祝 ・ 土｜

藤 沢藤 沢 盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館 お茶を楽しむ！ ｐ1417｜土｜

蔵まえギャラリー米寿の蔵で尺八コンサート ｐ1410｜土｜

旧モーガン邸庭園旧モーガン邸で楽しむ藍染体験 ｐ158｜木｜

盛岩寺昭和文化館盛岩寺昭和文化館 墨跡風入れ展と展示解説 ｐ149｜金｜̶11｜日｜

清閑亭＊などもみじの名所・小田原邸園めぐり ｐ8

2｜日｜ 清閑亭＊などもみじの名所・小田原邸園めぐり ｐ8

おとなの遠足第31回　「大山みちの面影残す長後を訪ねて」

25｜日｜ 俣野別邸俣野別邸邸園「庭園散歩」もみじ祭りスペシャル ｐ16

湯河原美術館カフェ、藤田屋など粋な温泉文化めぐり―登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験 ｐ611｜日｜

8｜土｜ 俣野別邸俣野別邸 夜間特別開館ハープコンサート ｐ16

16｜日｜ 八幡山の洋館＊クリスマス　熊本城災害復旧支援チャリティーコンサートvol.3 ｐ11

大 磯大 磯6｜土｜̶23｜火｜ 県立大磯城山公園＊明治150年　偉人達の奥座敷・大磯 ～別荘地の拡がり～ ｐ10

16｜日｜ 清閑亭＊第17回湘南邸宅文化ネットワーク協議会シンポジウム ｐ9

3｜祝 ・ 土｜̶4｜日｜ 加地邸「加地邸をひらく」木管サロンコンサート ｐ17

旧モーガン邸庭園旧モーガン邸で楽しむ クリスマスリース作り ｐ158｜土｜

七ツ木神社、諏訪神社ほか ｐ121｜土｜

旧東伏見宮別邸でシンポジウム
　　「地域の原風景を生かしたまちづくりへ」　　8｜土｜ 旧東伏見宮別邸 ｐ3

旧藤瀬・脇村邸逗子の別荘邸園を散策し、昭和の別荘建築を見る ｐ1828｜日｜

明治に建設された邸園”明治”に関連する催し県の「明治150年」関連施策として開催する催し
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湘南邸園文化圏の沿革
　相模湾沿岸地域一帯は、明治期から別荘・保養地を形成して、首都圏で活

躍する政財界人・文化人らが滞在・交流する地域として発展し、さまざまな文

化を発信・蓄積してきました。それは、緑豊かで閑静な住宅地の街並みや歴史

的建造物の佇まい、美術、文学、音楽、スポーツなどの湘南文化として今も息

づいています。

　この地域に別荘地が形成された理由の一つに、明治4年の岩倉使節団による

ロンドンの南約60kmの海沿いの町ブライトン（Brighton）訪問があります。ブ

ライトンの立地条件と湘南の立地条件が、各々の首都との位置関係において

酷似しています。ブライトンで海水浴が開始され、イギリス王室の離宮建設とと

もに政財界人の保養地・別荘地として発展したことが、湘南形成の一つのモデ

ルになったと言えます。岩倉使節団参加者の多くが、湘南に別荘を建築してい

ることからもそれがうかがえます。 邸園住宅地分布図
3 4

ジョナサン

あけの星幼稚園
アリレイナ

魚富

旧東伏見宮別邸

バス停
「向原」

バス停
「向原」

134

葉山御用邸

一色公園

葉山しおさい公園

バス停
「葉山」

9｜20｜木｜・9｜27｜木｜・10｜4｜木｜・10｜13｜土｜

明治150年特別企画

日露戦争と葉山（湘南）ツアー

葉山には日露戦争の中心人物ゆかりの別荘や場所が

多く存在する。葉山一色地区を中心に、ゆかりの場所を

めぐるツアーを実施したい。1回15名程度で4回実施。

参加者には湘南邸園文化祭より『日露戦争と葉山(湘

南)』の冊子(1冊)を贈呈します。

<コース>

バス停「葉山」→御用邸→金子堅太郎別荘跡→栗野

慎一郎別荘跡→桂太郎別荘跡→小村寿太郎終焉の

地→伊東祐亨別荘跡→高橋是清別荘跡（解散）

10：00～12：30

バス停「葉山」（葉山御用邸前）

2,000円

各回15名程度

島本千也（地理・地域研究者）、野中康司（エコツーリズム葉山）

tel・fax：0467-67-5873（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

mobile：080-1018-1629

湘南邸園文化祭連絡協議会、

鎌倉の別荘地時代研究会、エコツーリズム葉山

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

案　　内

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜8｜土｜

旧東伏見宮別邸でシンポジウム

「地域の原風景を生かしたまちづくりへ」

◎明治150年特別企画は、県の「明治150年」関連施策の一環として実施しています。

明治150年を迎えた今、これまでの便利さや機能的な

マチのあり方だけでなく、　湘南地域の原風景を抽出

し、それらを生かして、住民が自分達の故郷と呼べる地

域にしたい。そのために、それぞれの風土の特徴や、好

ましく懐かしい、風景の記憶を根本的に据え、それらを

新しいまちづくりの出発点にできたらと考え、検討関係

者の意見・資料開陳によるシンポジウムを行います。

旧東伏見宮別邸は大正3年建造の湘南に残る唯一の

皇族洋館で登録有形文化財です。

14：00～16：00（13：30受付開始）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会葉山修道院内）

500円

60名程度

mail：nagashimaka＠gmail .com

湘南邸園文化祭連絡協議会、

原風景を生かすまちづくりの会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜23｜火｜

小田原、大磯、茅ヶ崎を「明治時代コスプレ」で巡る

「明治ドレスアップバスツアー」

小田原、大磯、茅ヶ崎の歴史的建造物を、明治時代を

テーマにした「コスプレ」で巡る、“インスタ映え”間違い

なしのバスツアー。黒田長成侯爵の別邸として1906年

(明治39年)に建てられた清閑亭で昼食の後、小田原・

大磯を散策。明治期の洋館の意匠を残す大磯迎賓舘

にて明治のお菓子でアフタヌーンティーの後、1899年

（明治32年）創業の茅ヶ崎館で、明治時代の音楽会を

イメージしたサロンコンサートを楽しみます。

11：00小田原駅前集合　18：00茅ヶ崎駅周辺解散

清閑亭～旧吉田茂邸～大磯迎賓舘～茅ヶ崎館

5,000円（事前振込後受付終了となります）

40名（先着順）

mail：info@chigasakikan.co.jp（茅ヶ崎館・森）

湘南邸園文化祭連絡協議会、茅ヶ崎の文化景観を育む

会、大磯まちづくり会議、小田原まちづくり応援団の有志

時　　間

コ ー ス

参加費

定　　員

予　　約

主　　催

旧東伏見宮別邸
JR逗子駅より　バス2番乗り場

「長井」「大楠芦名口」「横須賀

市民病院」「衣笠」行きに乗車

バス停「向原」下車 徒歩1分

[集合場所]バス停「葉山」
｢葉山(一色)｣行、｢大楠芦名口｣

行、｢横須賀市民病院｣行、｢長

井｣行、｢佐島マリーナ入口｣行、

｢電力中央研究所｣行に乗車

｢葉山（御用邸前）｣で下車

旧東伏見宮別邸

茅ヶ崎館大磯迎賓舘

清閑亭

葉山一色公園
(金子堅太郎別荘跡地)　

明治150年特別企画 明治記念大磯邸園について



湘南邸園文化圏の沿革
　相模湾沿岸地域一帯は、明治期から別荘・保養地を形成して、首都圏で活

躍する政財界人・文化人らが滞在・交流する地域として発展し、さまざまな文

化を発信・蓄積してきました。それは、緑豊かで閑静な住宅地の街並みや歴史

的建造物の佇まい、美術、文学、音楽、スポーツなどの湘南文化として今も息

づいています。

　この地域に別荘地が形成された理由の一つに、明治4年の岩倉使節団による

ロンドンの南約60kmの海沿いの町ブライトン（Brighton）訪問があります。ブ

ライトンの立地条件と湘南の立地条件が、各々の首都との位置関係において

酷似しています。ブライトンで海水浴が開始され、イギリス王室の離宮建設とと

もに政財界人の保養地・別荘地として発展したことが、湘南形成の一つのモデ

ルになったと言えます。岩倉使節団参加者の多くが、湘南に別荘を建築してい

ることからもそれがうかがえます。 邸園住宅地分布図
3 4

ジョナサン

あけの星幼稚園
アリレイナ

魚富

旧東伏見宮別邸

バス停
「向原」

バス停
「向原」

134

葉山御用邸

一色公園

葉山しおさい公園

バス停
「葉山」

9｜20｜木｜・9｜27｜木｜・10｜4｜木｜・10｜13｜土｜

明治150年特別企画

日露戦争と葉山（湘南）ツアー

葉山には日露戦争の中心人物ゆかりの別荘や場所が

多く存在する。葉山一色地区を中心に、ゆかりの場所を

めぐるツアーを実施したい。1回15名程度で4回実施。

参加者には湘南邸園文化祭より『日露戦争と葉山(湘

南)』の冊子(1冊)を贈呈します。

<コース>

バス停「葉山」→御用邸→金子堅太郎別荘跡→栗野

慎一郎別荘跡→桂太郎別荘跡→小村寿太郎終焉の

地→伊東祐亨別荘跡→高橋是清別荘跡（解散）

10：00～12：30

バス停「葉山」（葉山御用邸前）

2,000円

各回15名程度

島本千也（地理・地域研究者）、野中康司（エコツーリズム葉山）

tel・fax：0467-67-5873（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

mobile：080-1018-1629

湘南邸園文化祭連絡協議会、

鎌倉の別荘地時代研究会、エコツーリズム葉山

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

案　　内

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜8｜土｜

旧東伏見宮別邸でシンポジウム

「地域の原風景を生かしたまちづくりへ」

◎明治150年特別企画は、県の「明治150年」関連施策の一環として実施しています。

明治150年を迎えた今、これまでの便利さや機能的な

マチのあり方だけでなく、　湘南地域の原風景を抽出

し、それらを生かして、住民が自分達の故郷と呼べる地

域にしたい。そのために、それぞれの風土の特徴や、好

ましく懐かしい、風景の記憶を根本的に据え、それらを

新しいまちづくりの出発点にできたらと考え、検討関係

者の意見・資料開陳によるシンポジウムを行います。

旧東伏見宮別邸は大正3年建造の湘南に残る唯一の

皇族洋館で登録有形文化財です。

14：00～16：00（13：30受付開始）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会葉山修道院内）

500円

60名程度

mail：nagashimaka＠gmail .com

湘南邸園文化祭連絡協議会、

原風景を生かすまちづくりの会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜23｜火｜

小田原、大磯、茅ヶ崎を「明治時代コスプレ」で巡る

「明治ドレスアップバスツアー」

小田原、大磯、茅ヶ崎の歴史的建造物を、明治時代を

テーマにした「コスプレ」で巡る、“インスタ映え”間違い

なしのバスツアー。黒田長成侯爵の別邸として1906年

(明治39年)に建てられた清閑亭で昼食の後、小田原・

大磯を散策。明治期の洋館の意匠を残す大磯迎賓舘

にて明治のお菓子でアフタヌーンティーの後、1899年

（明治32年）創業の茅ヶ崎館で、明治時代の音楽会を

イメージしたサロンコンサートを楽しみます。

11：00小田原駅前集合　18：00茅ヶ崎駅周辺解散

清閑亭～旧吉田茂邸～大磯迎賓舘～茅ヶ崎館

5,000円（事前振込後受付終了となります）

40名（先着順）

mail：info@chigasakikan.co.jp（茅ヶ崎館・森）

湘南邸園文化祭連絡協議会、茅ヶ崎の文化景観を育む

会、大磯まちづくり会議、小田原まちづくり応援団の有志

時　　間

コ ー ス

参加費

定　　員

予　　約

主　　催

旧東伏見宮別邸
JR逗子駅より　バス2番乗り場

「長井」「大楠芦名口」「横須賀

市民病院」「衣笠」行きに乗車

バス停「向原」下車 徒歩1分

[集合場所]バス停「葉山」
｢葉山(一色)｣行、｢大楠芦名口｣

行、｢横須賀市民病院｣行、｢長

井｣行、｢佐島マリーナ入口｣行、

｢電力中央研究所｣行に乗車

｢葉山（御用邸前）｣で下車

旧東伏見宮別邸

茅ヶ崎館大磯迎賓舘

清閑亭

葉山一色公園
(金子堅太郎別荘跡地)　

明治150年特別企画 明治記念大磯邸園について



5 |
神奈川県⾜柄下郡箱根町湯本茶屋97
〒250-0312

☎0460-85-8800お電話でのご予約・お問い合わせ 65

清閑亭

小田原駅東口

小田原城

報徳博物館

三の丸小学校

　観光会館

　町立湯河原美術館「and garden」

バス停
「落合橋」

バス停「美術館前」

上野屋
藤田屋
伊藤屋

箱根関所

バス停
「恩賜公園前」

旧街道

芦ノ湖

恩賜箱根公園

P

箱根湯本駅
塔ノ沢駅

福住楼

萬翠楼福住
一の湯

バス停
「台の茶屋」

箱根湯本ホテル
暁亭

明治

明治

明治

明治

10｜20｜土｜鉄道史でたどる、近代小田原の
幕開けまち歩き
小田原馬車鉄道開業130年の今年。近代小田原の展

開に多く影響した鉄道史を、まち歩きしながら紹介しま

す。

＜コース＞小田原駅（集合）→閑院宮別邸跡→清閑

亭（見学と昼食）→人社・軽便鉄道小田原駅跡→西

海子小路別邸群→小田原城址公園解散

10：00～14：00

JR東日本小田原駅改札前

2,000円　(東華軒特別駅弁付き)

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜7｜日｜明治の元老山縣有朋と小田原

古稀庵の山縣有朋と側近、知己をつなぐまち歩き。

＜コース＞箱根板橋駅（集合）→大倉喜八郎の共壽亭

跡、清浦奎吾の皆春荘跡→益田孝の掃雲台跡～室

田義文・大島義昌別邸跡→清閑亭　(弁当)→西海子

小路　(榎本武憲別邸跡)→小田原文学館　（旧田中光

顕別邸）→松本剛吉別邸跡→小田原城二の丸　(御

用邸跡)にて解散

10：00～14：30

箱根登山鉄道・箱根板橋駅改札前

2,000円　(保険、資料、昼食代込み)

40名　（歩きやすい服装で参加してください）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭　

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

9｜24｜祝・月｜十五夜、漢詩の吟詩と二胡の共演
～小田原箱根、明治の漢詩を詠む～

清閑亭の最初の主、黒田長成侯爵が得意とした漢詩。

その珠玉の作品を紹介しつつ、明治時代の文人墨客、

元勲山縣有朋や伊藤博文の漢詩の吟詠と中国語で

の朗詠を、月待ちを演出する二胡とのコラボレーション

でお楽しみください。

出演：住田笛雄、横溝藍鵬、平陽、柳尚見

15：30～19：00

清閑亭 （南町1-5-73）

2,500円 （食事付き）

50名 （申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団、神奈川県漢詩連名詩游会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜11｜日｜・17｜土｜箱根の大規模木造文化財旅館の見学会
箱根の湯本から塔ノ沢には、日本イコモスの「20世紀

遺産20選」に選定された大規模木造旅館があります。

この度は、その中の重要文化財・萬翠楼福住、登録有

形文化財・福住楼を東海大学教授小沢朝江氏から解

説を受けながら見学します。昼食は、登録有形文化

財・一の湯で、著名な食文化研究家・永山久夫氏制

作の「北条早雲の天下取り長寿食」をいただきます。

10：30～14：30

萬翠楼福住(重要文化財)、福住楼（登録有形

文化財）、一の湯（登録有形文化財）

小沢朝江氏（東海大学教授）

3,000円 （昼食は当日別途実費精算）

各日25名

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp

fax：045-336-1636

mobile：090-1796-2236

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜6｜土｜政財界人の邸園めぐりと
「小田原花街」グルメツアー　

近代日本を築いた政財界人の邸園巡りと、小田原の

花街・老舗料亭を巡る、タイムスリップツアーです。花

街の仕組みを一から教えます。そして残された建築に

込められた秘密も教えます！
＜コース＞小田原駅(集合)→なりわい交流館(映像)→

料亭だるま→料亭清風楼(内部)→花街グルメ(昼食)

→籠常(鰹節)→籠清(蒲鉾)→宮内大臣・田中光顕別

邸(内部)→清閑亭(内部・小田原スイーツ・解散)

10：00～15：30

JR東日本小田原駅改札前集合

3,000円(花街グルメの昼食＆小田原スイーツ付)

40名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

小田原市南町1-5-73
小田原駅から徒歩15分
11時～16時開館（火曜休館）
入館・館内ガイド無料
海の見えるカフェスペースで
喫茶も楽しめます(有料)。

小田原邸園交流館　清閑亭
（旧黒田長成侯爵別邸）

①10｜6｜土｜・ 7｜日｜

②10｜6｜土｜・ 7｜日｜

◆第1部　「湯河原温泉の街並み文化とまちづくりのいま」

◆第2部　「登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験」

～離宮の歴史と浪漫を現代に伝え、未来へとつなぐ～
             ①明治150年記念「野点」　

             ②明治150年記念「箱根離宮ガイドツアー」

県立恩賜箱根公園は、明治時代に築造された「箱根

離宮」の跡地を1945年（昭和20年）に神奈川県に下賜

され、翌年、公園として一般開放されたものです。関東

大震災等により離宮時代の建物は失いましたが、庭園

などには多くの痕跡が残り、きれいに刈り込まれた樹木

など、その庭園美は必見です。2013年（平成25年）に

は近代造園文化の発展に寄与した名勝地として、国

登録記念物に登録されました。

湖畔展望館からの眺望も素晴らしく、前面に広がる富

士山、芦ノ湖、箱根外輪山の景色をお楽しみください。

秋のイベントとして、明治150年を記念して「野点」「箱

根離宮ガイドツアー」を開催します。

恩賜箱根公園
JR・小田急小田原駅から箱根
町港行きバス乗車
「恩賜公園前」下車

［集合場所］福住楼
箱根登山鉄道塔ノ沢駅より
徒歩10分

箱根湯本ホテル/暁亭
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」
から箱根登山バス「旧街道経
由上畑宿・元箱根行」又は「旧
街道上畑宿行」乗車約4分、
「台の茶屋」下車徒歩5分程度
※駅から徒歩の場合、20分程度です。

暁亭

湖畔展望館からの景色

中央門と庭園

まち歩き：湯元通り 老舗旅館巡り（藤田屋）

上田恵子氏

湖畔展望館と野点

小沢朝江氏

登録有形文化財
福住楼

登録有形文化財
一の湯

重要文化財
萬翠楼福住

10：30～15：00

湖畔展望館前中央広場

無料

抹茶お菓子付き（500円）、お点前の体験コーナー（無料）

※雨天時は、湖畔展望館にて「茶席」としての開催。

時　　間

会　　場

入場料

13：30～14：30

駐車場（中央門）

無料 

15名程度

県立恩賜箱根公園管理事務所

tel ：0460-83-7484

※公園は入園無料、駐車場は有料

（公財）神奈川県公園協会・（株）小田急ランドフローラグループ

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催
湯河原町まちづくり課
mail：toshikei@town.yugawara.kanagawa.jp
※①第1部のみ、②第2部のみ、③第1部・2部  
   共、のいずれかを申告ください。
湯河原温泉・粋な温泉文化めぐりの会、（株）癒し場へ
東海大学杉本研究室

申込み＆
お問合せ

主　　催
協　　力

観光会館
湯 河 原 駅 か ら
奥湯河原方面
バス乗車落合
橋バス停下車
徒歩２分

町立湯河原美術館
ミュージアムカフェ「and garden」
湯河原駅から不動滝又は奥湯河
原行き「美術館前」バス停下車

11｜11｜日｜粋な温泉文化めぐり
―登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験―
湯河原温泉は、登録有形文化財の老舗旅館をはじめ

とする数多くの旅館が残され、温泉街には、歴史ある街

並みの風情があります。新たな温泉街のまちづくりも推

進され、「粋な温泉文化」を体験する絶好の機会です。

＜第1部＞

　近年、湯河原温泉場の地域資源を活用した魅力づく

りのために、（株）癒し場へ（湯河原まちづくり会社）が

立ち上がり、温泉情緒が感じられる街並みの整備や公

共施設等の再生事業が進められています。湯河原温

泉ならではの街並みの文化と現在のまちづくりの取組

みについて、講演会とまち歩きで紹介します。　　

＜第2部＞　

湯河原温泉の老舗旅館（登録有形文化財３館）を巡り

ながら、各旅館の方のミニガイドでご案内します。その

後、藤田屋旅館座敷にて講演会と演奏会を行い、温泉

情緒を体験していただきます。

10：00　講演会　中西佳代子（㈱癒し場へ）

11：15　まち歩き

町立湯河原美術館ミュージアムカフェ「and garden」

30名

2,000円（スイーツ・飲料代含む）

※1部・2部両方の参加は5,000円

時　　間

会　　場

定　　員

参加費

13：00　観光会館ロビー集合

          上野屋旅館→島崎藤村ゆかりの宿伊藤屋→ゆ宿 藤田屋

15：45　「湯河原温泉と老舗旅館の歴史と変遷」

　　　　　　 講演：杉本洋文（東海大学特任教授）

16：00　演奏会「地唄の会」

　　　　　　上田恵子氏（東京芸術大学卒）

藤田屋旅館

35名

3,000円　※1部・2部両方の参加は5,000円

時　　間

会　　場

定　　員

参加費

9｜23｜祝・日｜本邦最初の官費留学生であり後に鹿鳴館の貴婦人と称された「山川捨松」のお話と
山縣有朋の小田原別邸和館の一部が移築された登録有形文化財「暁亭」見学会
昨今の若者は「内向き志向」といわれ、世界に羽ばたこうとするチャレンジ精神に欠け、海外に長期留学する

学生の数が最近では著しく減少しています。今から約140年前、わずか11歳で明治政府の命を受けてアメリ

カに10年間も留学した女性がいました。いったい何のための留学だったのか、アメリカで何を学んだのか、帰

国後の彼女を待っていたのは？現代の日本人は彼女から何を学ぶべきか？曽孫にあたる久野氏が当時の貴

重な写真を紹介しながら、日本初の女子留学生大山捨松の隠された秘話について語ります。

第1部

第2部　

13：00～　湘南邸園文化祭記念式典　　　　13：30～16：15　お話と見学会（茶菓付き）

箱根湯本ホテル２階アメジストホール、登録有形文化財・山縣有朋小田原別邸の一部移築「暁亭」

久野明子氏（山川捨松女史曽孫、社団法人日米協会副会長、著書訳書多数）

3,000円（茶菓付き）

時　　間

会　　場

講　　師

参加費 70名定　　員

30名定　　員

16：15～17：30　キックオフ懇親会

「暁庵」

3,000円

時　　間

会　　場

会　　費

受付は9/1より。住所、氏名、ご連絡先、懇親会参加の有無についてご明記の上、下記メール・電話・FAXでお申込ください。

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp / tel・fax：045-336-1636

mobile：070-4391-7528

申込み

お問合せ

特定非営利活動法人神奈川まちづかい塾

湘南邸園文化祭連絡協議会

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

主　　催

共　　催

後　　援

山川捨松女史 久野明子氏

黒田長成「桜谷集」

花街グルメツアー

山縣有朋
古稀庵の流水邸園

小田原駅 軽便鉄道小田原駅の図

漢詩吟詩会

料亭だるま

キックオフイベント

”明治”に関連する催し箱根 湯河原・小田原



神奈川県⾜柄下郡箱根町湯本茶屋97
〒250-0312

☎0460-85-8800お電話でのご予約・お問い合わせ 65

清閑亭

小田原駅東口

小田原城

報徳博物館

三の丸小学校

　観光会館

　町立湯河原美術館「and garden」

バス停
「落合橋」

バス停「美術館前」

上野屋
藤田屋
伊藤屋

箱根関所

バス停
「恩賜公園前」

旧街道

芦ノ湖

恩賜箱根公園

P

箱根湯本駅
塔ノ沢駅

福住楼

萬翠楼福住
一の湯

バス停
「台の茶屋」

箱根湯本ホテル
暁亭

明治

明治

明治

明治

10｜20｜土｜鉄道史でたどる、近代小田原の
幕開けまち歩き
小田原馬車鉄道開業130年の今年。近代小田原の展

開に多く影響した鉄道史を、まち歩きしながら紹介しま

す。

＜コース＞小田原駅（集合）→閑院宮別邸跡→清閑

亭（見学と昼食）→人社・軽便鉄道小田原駅跡→西

海子小路別邸群→小田原城址公園解散

10：00～14：00

JR東日本小田原駅改札前

2,000円　(東華軒特別駅弁付き)

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜7｜日｜明治の元老山縣有朋と小田原

古稀庵の山縣有朋と側近、知己をつなぐまち歩き。

＜コース＞箱根板橋駅（集合）→大倉喜八郎の共壽亭

跡、清浦奎吾の皆春荘跡→益田孝の掃雲台跡～室

田義文・大島義昌別邸跡→清閑亭　(弁当)→西海子

小路　(榎本武憲別邸跡)→小田原文学館　（旧田中光

顕別邸）→松本剛吉別邸跡→小田原城二の丸　(御

用邸跡)にて解散

10：00～14：30

箱根登山鉄道・箱根板橋駅改札前

2,000円　(保険、資料、昼食代込み)

40名　（歩きやすい服装で参加してください）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭　

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

9｜24｜祝・月｜十五夜、漢詩の吟詩と二胡の共演
～小田原箱根、明治の漢詩を詠む～

清閑亭の最初の主、黒田長成侯爵が得意とした漢詩。

その珠玉の作品を紹介しつつ、明治時代の文人墨客、

元勲山縣有朋や伊藤博文の漢詩の吟詠と中国語で

の朗詠を、月待ちを演出する二胡とのコラボレーション

でお楽しみください。

出演：住田笛雄、横溝藍鵬、平陽、柳尚見

15：30～19：00

清閑亭 （南町1-5-73）

2,500円 （食事付き）

50名 （申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団、神奈川県漢詩連名詩游会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜11｜日｜・17｜土｜箱根の大規模木造文化財旅館の見学会
箱根の湯本から塔ノ沢には、日本イコモスの「20世紀

遺産20選」に選定された大規模木造旅館があります。

この度は、その中の重要文化財・萬翠楼福住、登録有

形文化財・福住楼を東海大学教授小沢朝江氏から解

説を受けながら見学します。昼食は、登録有形文化

財・一の湯で、著名な食文化研究家・永山久夫氏制

作の「北条早雲の天下取り長寿食」をいただきます。

10：30～14：30

萬翠楼福住(重要文化財)、福住楼（登録有形

文化財）、一の湯（登録有形文化財）

小沢朝江氏（東海大学教授）

3,000円 （昼食は当日別途実費精算）

各日25名

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp

fax：045-336-1636

mobile：090-1796-2236

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜6｜土｜政財界人の邸園めぐりと
「小田原花街」グルメツアー　

近代日本を築いた政財界人の邸園巡りと、小田原の

花街・老舗料亭を巡る、タイムスリップツアーです。花

街の仕組みを一から教えます。そして残された建築に

込められた秘密も教えます！
＜コース＞小田原駅(集合)→なりわい交流館(映像)→

料亭だるま→料亭清風楼(内部)→花街グルメ(昼食)

→籠常(鰹節)→籠清(蒲鉾)→宮内大臣・田中光顕別

邸(内部)→清閑亭(内部・小田原スイーツ・解散)

10：00～15：30

JR東日本小田原駅改札前集合

3,000円(花街グルメの昼食＆小田原スイーツ付)

40名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

小田原市南町1-5-73
小田原駅から徒歩15分
11時～16時開館（火曜休館）
入館・館内ガイド無料
海の見えるカフェスペースで
喫茶も楽しめます(有料)。

小田原邸園交流館　清閑亭
（旧黒田長成侯爵別邸）

①10｜6｜土｜・ 7｜日｜

②10｜6｜土｜・ 7｜日｜

◆第1部　「湯河原温泉の街並み文化とまちづくりのいま」

◆第2部　「登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験」

～離宮の歴史と浪漫を現代に伝え、未来へとつなぐ～
             ①明治150年記念「野点」　

             ②明治150年記念「箱根離宮ガイドツアー」

県立恩賜箱根公園は、明治時代に築造された「箱根

離宮」の跡地を1945年（昭和20年）に神奈川県に下賜

され、翌年、公園として一般開放されたものです。関東

大震災等により離宮時代の建物は失いましたが、庭園

などには多くの痕跡が残り、きれいに刈り込まれた樹木

など、その庭園美は必見です。2013年（平成25年）に

は近代造園文化の発展に寄与した名勝地として、国

登録記念物に登録されました。

湖畔展望館からの眺望も素晴らしく、前面に広がる富

士山、芦ノ湖、箱根外輪山の景色をお楽しみください。

秋のイベントとして、明治150年を記念して「野点」「箱

根離宮ガイドツアー」を開催します。

恩賜箱根公園
JR・小田急小田原駅から箱根
町港行きバス乗車
「恩賜公園前」下車

［集合場所］福住楼
箱根登山鉄道塔ノ沢駅より
徒歩10分

箱根湯本ホテル/暁亭
箱根登山鉄道「箱根湯本駅」
から箱根登山バス「旧街道経
由上畑宿・元箱根行」又は「旧
街道上畑宿行」乗車約4分、
「台の茶屋」下車徒歩5分程度
※駅から徒歩の場合、20分程度です。

暁亭

湖畔展望館からの景色

中央門と庭園

まち歩き：湯元通り 老舗旅館巡り（藤田屋）

上田恵子氏

湖畔展望館と野点

小沢朝江氏

登録有形文化財
福住楼

登録有形文化財
一の湯

重要文化財
萬翠楼福住

10：30～15：00

湖畔展望館前中央広場

無料

抹茶お菓子付き（500円）、お点前の体験コーナー（無料）

※雨天時は、湖畔展望館にて「茶席」としての開催。

時　　間

会　　場

入場料

13：30～14：30

駐車場（中央門）

無料 

15名程度

県立恩賜箱根公園管理事務所

tel ：0460-83-7484

※公園は入園無料、駐車場は有料

（公財）神奈川県公園協会・（株）小田急ランドフローラグループ

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催
湯河原町まちづくり課
mail：toshikei@town.yugawara.kanagawa.jp
※①第1部のみ、②第2部のみ、③第1部・2部  
   共、のいずれかを申告ください。
湯河原温泉・粋な温泉文化めぐりの会、（株）癒し場へ
東海大学杉本研究室

申込み＆
お問合せ

主　　催
協　　力

観光会館
湯 河 原 駅 か ら
奥湯河原方面
バス乗車落合
橋バス停下車
徒歩２分

町立湯河原美術館
ミュージアムカフェ「and garden」
湯河原駅から不動滝又は奥湯河
原行き「美術館前」バス停下車

11｜11｜日｜粋な温泉文化めぐり
―登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験―
湯河原温泉は、登録有形文化財の老舗旅館をはじめ

とする数多くの旅館が残され、温泉街には、歴史ある街

並みの風情があります。新たな温泉街のまちづくりも推

進され、「粋な温泉文化」を体験する絶好の機会です。

＜第1部＞

　近年、湯河原温泉場の地域資源を活用した魅力づく

りのために、（株）癒し場へ（湯河原まちづくり会社）が

立ち上がり、温泉情緒が感じられる街並みの整備や公

共施設等の再生事業が進められています。湯河原温

泉ならではの街並みの文化と現在のまちづくりの取組

みについて、講演会とまち歩きで紹介します。　　

＜第2部＞　

湯河原温泉の老舗旅館（登録有形文化財３館）を巡り

ながら、各旅館の方のミニガイドでご案内します。その

後、藤田屋旅館座敷にて講演会と演奏会を行い、温泉

情緒を体験していただきます。

10：00　講演会　中西佳代子（㈱癒し場へ）

11：15　まち歩き

町立湯河原美術館ミュージアムカフェ「and garden」

30名

2,000円（スイーツ・飲料代含む）

※1部・2部両方の参加は5,000円

時　　間

会　　場

定　　員

参加費

13：00　観光会館ロビー集合

          上野屋旅館→島崎藤村ゆかりの宿伊藤屋→ゆ宿 藤田屋

15：45　「湯河原温泉と老舗旅館の歴史と変遷」

　　　　　　 講演：杉本洋文（東海大学特任教授）

16：00　演奏会「地唄の会」

　　　　　　上田恵子氏（東京芸術大学卒）

藤田屋旅館

35名

3,000円　※1部・2部両方の参加は5,000円

時　　間

会　　場

定　　員

参加費

9｜23｜祝・日｜本邦最初の官費留学生であり後に鹿鳴館の貴婦人と称された「山川捨松」のお話と
山縣有朋の小田原別邸和館の一部が移築された登録有形文化財「暁亭」見学会
昨今の若者は「内向き志向」といわれ、世界に羽ばたこうとするチャレンジ精神に欠け、海外に長期留学する

学生の数が最近では著しく減少しています。今から約140年前、わずか11歳で明治政府の命を受けてアメリ

カに10年間も留学した女性がいました。いったい何のための留学だったのか、アメリカで何を学んだのか、帰

国後の彼女を待っていたのは？現代の日本人は彼女から何を学ぶべきか？曽孫にあたる久野氏が当時の貴

重な写真を紹介しながら、日本初の女子留学生大山捨松の隠された秘話について語ります。

第1部

第2部　

13：00～　湘南邸園文化祭記念式典　　　　13：30～16：15　お話と見学会（茶菓付き）

箱根湯本ホテル２階アメジストホール、登録有形文化財・山縣有朋小田原別邸の一部移築「暁亭」

久野明子氏（山川捨松女史曽孫、社団法人日米協会副会長、著書訳書多数）

3,000円（茶菓付き）

時　　間

会　　場

講　　師

参加費 70名定　　員

30名定　　員

16：15～17：30　キックオフ懇親会

「暁庵」

3,000円

時　　間

会　　場

会　　費

受付は9/1より。住所、氏名、ご連絡先、懇親会参加の有無についてご明記の上、下記メール・電話・FAXでお申込ください。

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp / tel・fax：045-336-1636

mobile：070-4391-7528

申込み

お問合せ

特定非営利活動法人神奈川まちづかい塾

湘南邸園文化祭連絡協議会

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

主　　催

共　　催

後　　援

山川捨松女史 久野明子氏

黒田長成「桜谷集」

花街グルメツアー

山縣有朋
古稀庵の流水邸園

小田原駅 軽便鉄道小田原駅の図

漢詩吟詩会

料亭だるま

キックオフイベント

”明治”に関連する催し箱根 湯河原・小田原



87

旧古稀庵庭園

秋葉山
量覚院

松永記念館

板橋内野邸

旧大倉喜八郎別邸

小田原駅東口

小田原城

三の丸小学校

バス停「箱根口」

小田原文学館

明治

明治

明治

明治

10｜28｜日｜小田原宿邸園めぐりと新・旧小
田原みやげツアー

江戸時代、小田原宿の三大土産といえば「梅干・塩か

ら・ういろう」でした。その老舗を紹介しながら、小田原

市民が選んだ現代の「小田原セレクション」から、選りす

ぐりのお土産をつまんで歩く小田原満喫ツアーです。

＜コース＞JR東海道小田原駅（集合）→美濃屋吉兵衛商

店（塩から）→なりわい交流館→伊勢屋（豆大福）→籠淸

（かまぼこ）→小田原おでん本店（昼食）→旧松本剛吉別

邸→欄干橋ちん里う（梅干し）→ういろう→種秀（小田原城

最中）→清閑亭（ティータイム／片浦レモンサイダー）解散

10：00～15：30

JR東日本小田原駅改札前

3,500円　

(保険、資料、試食グルメ、昼食、喫茶込み)

20名　

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭　

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜3｜祝・土｜　

今年は、児童文芸誌『赤い鳥』が発刊されて100年の

記念の年。「赤い鳥」や「からたちの花」など、小田原で

数多くの童謡を作詩した北原白秋のさんぽ道を、ソプ

ラノ歌手と歌いながらめぐります。

＜コース＞JR東海道小田原駅（集合）→北原白秋の散

歩道（からたちの花の小径→みみづくの家跡伝肇寺）

→ミニコンサート

13：00～16：00

JR東日本小田原駅改札前

橋本京子

2,500円　(保険、資料込み)

25名　

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

出　　演

参加費

定　　員

申込み

主　　催

11｜11｜日｜小田原「坂の上の雲」ツアーと秋
山海軍カレーを楽しむ会

「坂の上の雲」の主人公秋山真之をはじめ、日露戦争

にかかわった山縣有朋や大倉喜八郎など、多くの政財

界人が別邸を構えた小田原。その別邸群を歩くこと

で、あなたの知らない近代日本史が見えてきます。

＜コース＞箱根板橋駅(集合)→山縣有朋・古稀庵庭

園散策→秋山真之逝去の地・対潮閣跡→清閑亭（見

学と解説、海軍カレーレシピによるランチ）解散

10：00～13：30　

箱根登山鉄道・箱根板橋駅改札前

3,000円　(保険、資料、秋山真之海軍カレー付き)

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜4｜日｜元勲・山縣有朋の私設水道と
邸園トレッキング

明治の元勲・山縣有朋にスポットを当て、晩年を過ごし

た古稀庵と私設水道「山縣水道と水源地」をたどるま

ち歩きです。

＜コース＞箱根登山線・小田急線「風祭」駅→荻窪用

水、桜田墜道、山縣水源池→水之尾（尾根道より小田

原市街の景色を望む）→松永記念館（老欅荘）・皆春

荘跡・共壽亭跡→山縣有朋別邸古稀庵（庭園見学）

→箱根登山線・小田急線箱根板橋駅解散

13：00～16：00

箱根登山鉄道・風祭駅改札前

1,500円（保険、資料代）

40名　（歩きやすい服装で参加してください）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

北原白秋のさんぽ道

11｜25｜日｜・12｜2｜日｜もみじの名所・小田原邸園めぐり

山縣有朋の古稀庵や皆春荘、松永記念館の老欅荘な

ど、小田原の邸園でかつて開かれていた観楓会を再

現し、紅葉の美しい邸園をめぐります。

＜コース＞箱根板橋駅（集合）→電力王の松永安左ヱ

門別邸→大倉喜八郎の共寿亭跡→元勲山縣有朋別

邸古稀庵の流水式邸園→益田孝の掃雲台跡→清閑

亭（ティータイム）解散

13：00～16：00

箱根登山線・箱根板橋駅改札前

2,000円　(保険、資料、茶菓子込み)

60名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜13｜土｜～12｜2｜日｜小田原文学館特別展
創刊100年記念「民衆」展

当館の建物は、明治政府で宮内大臣などを務めた伯

爵田中光顕の元別邸です。小田原出身・ゆかりの文学

者の資料を展示する洋風の本館と、小田原で創作活

動を行った北原白秋を紹介する和風の白秋童謡館は

ともに国登録有形文化財で、四季折々に美しい庭園に

は、小田原出身の私小説家尾崎一雄の旧宅の一部も

移設されています。

小田原の詩人たちが中心となってつくられた詩雑誌

「民衆」が創刊100年を迎えることを記念し、その軌跡

を貴重な資料により紹介します。

9：00～17：00 (入館は16：30まで)

担当学芸員による展示解説

 　10/25（木）、11/3（祝・土）、12/2（日）

　　11：00～・13：30～

小田原文学館本館

大人250円、小中学生100円 (団体割引あり)

tel：0465-24-1055 （小田原市立図書館）

小田原邸園文化ネットワーク

小田原市立図書館

時　　間

会　　場

入館料

お問合せ

主　　催

「民衆」創刊号小田原文学館（旧田中光顕別邸）

・白秋童謡館
小田原市南町2-3-4　　Ｐ7台
小田原駅東口より徒歩20分
バス停「箱根口」より徒歩5分

11｜３｜祝・土｜第18回　松永記念館茶会

茶湯の愛好家や市民グループなどによる和みのある

茶会です。

趣きの異なる各席をお楽しみください（5席予定）。

10：00～15：00

松永記念館

1席　500円 (予定)

tel：0465-23-1377（小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

時　　間

会　　場

席　　料

お問合せ

主　　催

野点席

松永記念館（旧松永安左ヱ門別邸）

小田原市板橋941-1、箱根登山線｢箱根板橋駅」より徒歩10分
開館　9：00～17：00（年末年始休館）
tel：0465-22-3635　/　入館無料（茶室の貸室利用は有料） / Ｐ20台11｜4｜日｜岡倉天心と「The Book of Tea」

(茶の本)のお話、呈茶と内野邸見学
岡倉天心は、東京美術学校（現東京藝術大学）初代

校長、ボストン美術館初代中国・日本美術部長。

1906年（明治39）滞米中に彼が上梓した英語本『茶の

本』は、茶の湯を通して、米国人に日本文化・東洋文化

の特質を紹介するものでした。欧米文化と対比して茶

の湯を語るその切り口は、当時形成されつつあった日

本の新たな茶人グループ、すなわち近代数寄者たちの

意識とも共通するものだったように思われます。

『茶の本』の時代性について、明治150年の今、改めて

考えてみましょう。呈茶の後、明治36年造の登録有形

文化財「内野邸」見学をします。

13：00～16：00

秋葉山量覚院本堂（小田原市板橋）、

内野邸（小田原市板橋）

神津朝夫氏(茶道史家、奈良県立大学ユーラ

シア研究センター客員研究員、著書多数)

3,000円（茶菓付き）

50名

mail：basara_0215@yahoo.co.jp

tel・fax：045-336-1636

mobile：080-3202-5205

白菴茶室研究会

時　　間

会　　場

講　　演

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

内野邸（登録有形文化財）

The Book of Tea
初版本

岡倉天心（覚三） 神津朝夫氏

古稀庵

山縣有朋公岡山理香氏

10｜20｜土｜山縣有朋の普請道楽のお話、
呈茶と板橋まち歩き

明治の元勲山縣有朋は、東京目白の「椿山荘」を本宅

とし、京都南禅寺に「無鄰菴」、大磯に「小淘庵」、小田

原に「古稀庵」「皆春荘」などの別荘を構えていた。山

縣は、築庭を趣味として力を注いだので、その庭園は、

近代日本庭園の傑作とも評されています。

今回は、その庭園とともに在った山縣の住まいや茶室

などに注目してお話しいただきます。

お話：岡山理香氏（東京都市大学准教授）

まち歩きガイド：主催塾会員(邸園（歴史的建造物）保 

                   全活用推進員（ヘリテージマネージャー）)

13：00～16：00

秋葉山量覚院本堂（小田原市板橋）

3,000円（茶菓付き）

50名

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

tel・fax：045-336-1636

tel：070-4391-7528

特定非営利活動法人神奈川まちづかい塾

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜21｜日｜清閑亭の十三夜
月夜の邸園ヨガ教室

宵の秋。黒田侯爵別邸の芝生のお庭でヨガ教室。「健

康」は100年前の別邸ライフでも大きなモチベーション

のひとつでした。今年の清閑亭十三夜は、月待ちヨガと

まったりティータイムをお楽しみください。

18：00～19：30

清閑亭 （南町1-5-73）

2,000円

(茶菓子付き、ヨガマットはご持参ください。)

20名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

場　　所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

十三夜 清閑亭のお庭でヨガ教室

ういろう

ティータイム

ランチは小田原おでん

北原白秋

橋本京子さん

からたちの花の小径

古稀庵

特製海軍カレー

秋山真之

山縣水源地

松永記念館・老欅荘

紅葉山量覚院

”明治”に関連する催し

※会場までの地図は、6頁を参照ください。

※会場までの地図は、上に掲載の地図を参照ください。

※会場までの地図は、上に掲載の地図を参照ください。

小田原小田原
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小田原城
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バス停「箱根口」
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明治

明治

明治

明治

10｜28｜日｜小田原宿邸園めぐりと新・旧小
田原みやげツアー

江戸時代、小田原宿の三大土産といえば「梅干・塩か

ら・ういろう」でした。その老舗を紹介しながら、小田原

市民が選んだ現代の「小田原セレクション」から、選りす

ぐりのお土産をつまんで歩く小田原満喫ツアーです。

＜コース＞JR東海道小田原駅（集合）→美濃屋吉兵衛商

店（塩から）→なりわい交流館→伊勢屋（豆大福）→籠淸

（かまぼこ）→小田原おでん本店（昼食）→旧松本剛吉別

邸→欄干橋ちん里う（梅干し）→ういろう→種秀（小田原城

最中）→清閑亭（ティータイム／片浦レモンサイダー）解散

10：00～15：30

JR東日本小田原駅改札前
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(保険、資料、試食グルメ、昼食、喫茶込み)

20名　

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭　
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時　　間

集合場所

参加費
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申込み
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11｜3｜祝・土｜　

今年は、児童文芸誌『赤い鳥』が発刊されて100年の

記念の年。「赤い鳥」や「からたちの花」など、小田原で

数多くの童謡を作詩した北原白秋のさんぽ道を、ソプ

ラノ歌手と歌いながらめぐります。

＜コース＞JR東海道小田原駅（集合）→北原白秋の散

歩道（からたちの花の小径→みみづくの家跡伝肇寺）

→ミニコンサート

13：00～16：00

JR東日本小田原駅改札前

橋本京子

2,500円　(保険、資料込み)

25名　
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11｜11｜日｜小田原「坂の上の雲」ツアーと秋
山海軍カレーを楽しむ会

「坂の上の雲」の主人公秋山真之をはじめ、日露戦争

にかかわった山縣有朋や大倉喜八郎など、多くの政財

界人が別邸を構えた小田原。その別邸群を歩くこと

で、あなたの知らない近代日本史が見えてきます。

＜コース＞箱根板橋駅(集合)→山縣有朋・古稀庵庭

園散策→秋山真之逝去の地・対潮閣跡→清閑亭（見
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明治の元勲・山縣有朋にスポットを当て、晩年を過ごし
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ち歩きです。

＜コース＞箱根登山線・小田急線「風祭」駅→荻窪用

水、桜田墜道、山縣水源池→水之尾（尾根道より小田

原市街の景色を望む）→松永記念館（老欅荘）・皆春
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13：00～16：00
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集合場所

参加費

定　　員
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お問合せ

主　　催

北原白秋のさんぽ道

11｜25｜日｜・12｜2｜日｜もみじの名所・小田原邸園めぐり

山縣有朋の古稀庵や皆春荘、松永記念館の老欅荘な

ど、小田原の邸園でかつて開かれていた観楓会を再

現し、紅葉の美しい邸園をめぐります。

＜コース＞箱根板橋駅（集合）→電力王の松永安左ヱ

門別邸→大倉喜八郎の共寿亭跡→元勲山縣有朋別

邸古稀庵の流水式邸園→益田孝の掃雲台跡→清閑

亭（ティータイム）解散

13：00～16：00

箱根登山線・箱根板橋駅改札前

2,000円　(保険、資料、茶菓子込み)

60名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜13｜土｜～12｜2｜日｜小田原文学館特別展
創刊100年記念「民衆」展

当館の建物は、明治政府で宮内大臣などを務めた伯

爵田中光顕の元別邸です。小田原出身・ゆかりの文学

者の資料を展示する洋風の本館と、小田原で創作活

動を行った北原白秋を紹介する和風の白秋童謡館は

ともに国登録有形文化財で、四季折々に美しい庭園に

は、小田原出身の私小説家尾崎一雄の旧宅の一部も

移設されています。

小田原の詩人たちが中心となってつくられた詩雑誌

「民衆」が創刊100年を迎えることを記念し、その軌跡

を貴重な資料により紹介します。

9：00～17：00 (入館は16：30まで)

担当学芸員による展示解説

 　10/25（木）、11/3（祝・土）、12/2（日）

　　11：00～・13：30～

小田原文学館本館

大人250円、小中学生100円 (団体割引あり)

tel：0465-24-1055 （小田原市立図書館）

小田原邸園文化ネットワーク

小田原市立図書館

時　　間

会　　場

入館料

お問合せ

主　　催

「民衆」創刊号小田原文学館（旧田中光顕別邸）

・白秋童謡館
小田原市南町2-3-4　　Ｐ7台
小田原駅東口より徒歩20分
バス停「箱根口」より徒歩5分

11｜３｜祝・土｜第18回　松永記念館茶会

茶湯の愛好家や市民グループなどによる和みのある

茶会です。

趣きの異なる各席をお楽しみください（5席予定）。

10：00～15：00

松永記念館

1席　500円 (予定)

tel：0465-23-1377（小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

時　　間

会　　場

席　　料

お問合せ

主　　催

野点席

松永記念館（旧松永安左ヱ門別邸）

小田原市板橋941-1、箱根登山線｢箱根板橋駅」より徒歩10分
開館　9：00～17：00（年末年始休館）
tel：0465-22-3635　/　入館無料（茶室の貸室利用は有料） / Ｐ20台11｜4｜日｜岡倉天心と「The Book of Tea」

(茶の本)のお話、呈茶と内野邸見学
岡倉天心は、東京美術学校（現東京藝術大学）初代

校長、ボストン美術館初代中国・日本美術部長。

1906年（明治39）滞米中に彼が上梓した英語本『茶の

本』は、茶の湯を通して、米国人に日本文化・東洋文化

の特質を紹介するものでした。欧米文化と対比して茶

の湯を語るその切り口は、当時形成されつつあった日

本の新たな茶人グループ、すなわち近代数寄者たちの

意識とも共通するものだったように思われます。

『茶の本』の時代性について、明治150年の今、改めて

考えてみましょう。呈茶の後、明治36年造の登録有形

文化財「内野邸」見学をします。

13：00～16：00

秋葉山量覚院本堂（小田原市板橋）、

内野邸（小田原市板橋）

神津朝夫氏(茶道史家、奈良県立大学ユーラ

シア研究センター客員研究員、著書多数)

3,000円（茶菓付き）

50名

mail：basara_0215@yahoo.co.jp

tel・fax：045-336-1636

mobile：080-3202-5205

白菴茶室研究会

時　　間

会　　場

講　　演

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

内野邸（登録有形文化財）

The Book of Tea
初版本

岡倉天心（覚三） 神津朝夫氏

古稀庵

山縣有朋公岡山理香氏

10｜20｜土｜山縣有朋の普請道楽のお話、
呈茶と板橋まち歩き

明治の元勲山縣有朋は、東京目白の「椿山荘」を本宅

とし、京都南禅寺に「無鄰菴」、大磯に「小淘庵」、小田

原に「古稀庵」「皆春荘」などの別荘を構えていた。山

縣は、築庭を趣味として力を注いだので、その庭園は、

近代日本庭園の傑作とも評されています。

今回は、その庭園とともに在った山縣の住まいや茶室

などに注目してお話しいただきます。

お話：岡山理香氏（東京都市大学准教授）

まち歩きガイド：主催塾会員(邸園（歴史的建造物）保 

                   全活用推進員（ヘリテージマネージャー）)

13：00～16：00

秋葉山量覚院本堂（小田原市板橋）

3,000円（茶菓付き）

50名

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

tel・fax：045-336-1636

tel：070-4391-7528

特定非営利活動法人神奈川まちづかい塾

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜21｜日｜清閑亭の十三夜
月夜の邸園ヨガ教室

宵の秋。黒田侯爵別邸の芝生のお庭でヨガ教室。「健

康」は100年前の別邸ライフでも大きなモチベーション

のひとつでした。今年の清閑亭十三夜は、月待ちヨガと

まったりティータイムをお楽しみください。

18：00～19：30

清閑亭 （南町1-5-73）

2,000円

(茶菓子付き、ヨガマットはご持参ください。)

20名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

場　　所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

十三夜 清閑亭のお庭でヨガ教室

ういろう

ティータイム

ランチは小田原おでん

北原白秋

橋本京子さん

からたちの花の小径

古稀庵

特製海軍カレー

秋山真之

山縣水源地

松永記念館・老欅荘

紅葉山量覚院

”明治”に関連する催し

※会場までの地図は、6頁を参照ください。

※会場までの地図は、上に掲載の地図を参照ください。

※会場までの地図は、上に掲載の地図を参照ください。

小田原小田原
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ラディアン

二宮町
役場

東大果樹園跡地

JR二宮駅

1

北
口
通
り

JR東海道本線

東海道新幹線

大磯城山公園

旧吉田茂邸地区

旧安田善次郎邸

島崎藤村
旧宅

（大磯町郷土資料館）

旧大隈・旧陸奥邸

旧伊藤邸（滄浪閣）

旧西園寺邸（旧池田邸）

大磯町立図書館

明治

明治

明治

明治

明治

”明治”に関連する催し

11｜24｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」

東京大学二宮果樹園跡地は元園田孝吉男爵の別荘

と果樹園です。大正15年に東京帝国大学がみかんの

経済的栽培が可能という理由で吾妻果樹園を開設

し、内田祥三元総長の監修下で建てられたと推定され

る建物や様々な果樹が今も残っています。周辺エリア、

庭園、みかん山などを見て回り、みかんの収穫体験。

地元の人たちとふれあいながら、湘南みかんの魅力や

由来を発見する「体験型」ツアーです。

9：30～14：00

JR二宮駅北口ロータリー集合

2,500円

（弁当、マップ・ガイドブック費用、保険代など含む）

※昼食はみかんを使った特製ランチとグラスワイン付き

20名

tel：090-3142-9358 （神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜8｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」

紅葉の美しい吾妻山、自然風紅葉庭園、海岸地域の

自然や吉田五十八が設計した旧山川邸などを巡り、

地元の人たちとふれあいながら、二宮の生活文化や季

節の魅力を発見する「体験型」ツアーです。

＜コース＞二宮駅北口（集合）→湘南軽便鉄道本社跡→看

板建築→ラディアン→知足寺→旧吉田五十八邸展望→自然

風もみじ邸園Ｏ邸→知足寺→旧道→落花生工場（大正・昭和

初期建造の建物・機材）→吾妻山（かながわ美林５０選）→展

望台（昼食・旬の味覚を味わう京風弁当）→吾妻神社→ヤマ

ニ醤油(明治・昭和初期の建造物)→梅沢海岸→海岸通り→

旧山川秀峰・方夫邸（湘南遺産登録）→二宮駅南口解散

9：30～15：00

JR二宮駅北口ロータリー

2,500円

（弁当、マップ・ガイドブック費用など含む）

※昼食は二宮ブランド認定「瀬の海さばの棒寿

司」あるいは 「旬の味覚を味わう彩弁当」選択

20名

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜12｜水｜～13｜木｜二宮の魅力発見！未来に伝えたい写真展
～旧山川秀峰・方夫邸と東大二宮果樹園跡地の魅力
今年湘南遺産にも選定された旧山川秀峰・方夫邸、旧

吉田五十八自邸、東大二宮果樹園跡地の魅力ある風

景や大正・昭和初期の建物群等の紹介や写真展示、

まちづくり提案のパネル展示、上映会等を実施します。

一緒に二宮の魅力を活かしたまちづくりを未来に向か

って描きましょう。

9：00～16：00

ラディアン（二宮町生涯学習センター）　展示ギャラリー

無料

tel：090-3142-9358 （神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

まちづくり工房「しお風」

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

東大二宮果樹園跡地
旧管理舎

老欅荘(修繕前) 老欅荘(修繕後)

皆春荘(公園事業) 共寿亭(民間活用コーディネート)

東大二宮果樹園跡地
旧生産物加工室

みかんの収穫体験

旧山川邸外観

旧大隈重信邸

伊藤博文邸（滄浪閣）

旧山川邸内部

東大二宮果樹園跡地
JR二宮駅北口から徒歩20分
バス停「中里」より徒歩4分

大磯町立図書館
JR大磯駅北口から徒歩3分

9｜24｜祝・月｜旧安田善次郎邸の十五夜観月会
遠くに海を望む旧安田善次郎邸で愛でる中秋の名月。

夕暮れ迫る邸園を散策後に広間でお月見弁当を堪能。

食事の後は世界チャンピオンに輝いた口笛の演奏を

楽しみ、海から昇る名月を縁側から鑑賞します。

懐かしい、日本のお月見をご堪能ください。

　17：00～　園内・邸内見学

　18：00～　食事　お月見お弁当

　19：00～　口笛演奏（青柳呂武）

17：00～20：00  

旧安田善次郎邸 （JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円 （音楽鑑賞、食事代含む）

30名

9/12(水) （申込多数の場合は抽選）

※申込方法は、右記をご確認ください。

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜21｜日｜旧安田善次郎邸の十三夜観月会
十五夜の「中秋の名月」に続いて「後（のち）の名月と

呼ばれている旧安田善次郎邸での十三夜観月会で

す。夕暮れの邸園を散策後に「栗名月」「豆名月」の別

名に相応しいお月見弁当を食した後に、オカリーナの演

奏を堪能。大磯ならではのお月見をお楽しみください。

　16：30～　園内・邸内見学

　17：30～　食事　お月見お弁当

　18：30～　オカリーナ演奏（波多野杜邦）

16：30～19：30 

旧安田善次郎邸 （JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円 （音楽鑑賞、食事代含む）

30名

10/11(木) （申込多数の場合は抽選）

※申込方法は、右記をご確認ください。

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

邸園（母屋、十三重塔） 経蔵

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492
JR大磯駅から徒歩8分

大磯城山公園・
旧吉田茂邸地区
大磯町国府本郷551-1
JR大磯駅からバス1番また
は2番乗場より乗車約7分
「城山公園前」下車徒歩3分

<申込方法>　左記9/24、10/21
イベント名、実施日、参加者全員の氏名、住所、電話番号、人
数（2人まで）を記入の上、往復はがきにてお申込みください。
申込み＆　　公益社団法人 大磯町観光協会（大磯町大磯878-1）
お問合せ　　tel：0463-61-3300    fax：0463-60-1170
          　http://www.oiso-kankou.or.jp

11｜23｜祝・金｜～25｜日｜もみじのライトアップ
三井財閥別邸跡地を利用した大磯城山公園の「もみ

じのライトアップ」では茶室・不動池・もみじの広場のも

みじや竹林をライトアップし、土日にはもみじまつりが開

催され、演奏会、和太鼓、子供遊びコーナー、地場産品

販売、模擬店などの出店があります。

不動池に映る逆さもみじと竹灯篭の灯りはとても幻想

的で、見るものを幽玄の世界へと誘います。

16：30～20：30　（点灯）

◇同時開催「もみじまつり」(雨天時一部中止)

　 11/24（土）・25（日）　14：00～20：00

大磯城山公園不動池・もみじの広場・茶室「城山庵」

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

（公財）神奈川県公園協会・

湘南造園（株）グループ

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

10｜26｜金｜～11｜4｜日｜大磯城山公園うつわの日
茶室「城山庵」書院に陶芸家丸田秀三氏が製作した

白磁と黒磁のオブジェにより描かれた石の庭が閑かに

広がり色濃い緑に囲まれた庭との競演が楽しめます。

　◇同時開催　「菁陶会（せいとうかい）作陶展」

　　　日時：10/26(金)～10/29(月)　　　9：30～16：00

　　　開催場所：北蔵ギャラリー、入場無料

9：30～16：00

大磯城山公園・茶室「城山庵」書院

無料

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

（公財）神奈川県公園協会・

湘南造園（株）グループ

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催 大磯城山公園うつわの日
～石景２～

旧吉田茂邸 七賢堂

10｜6｜土｜～23｜火｜明治150年 偉人達の奥座敷・大磯
～別荘地の拡がり～

明治期に大磯町に建てられた政財界や文化人達の邸

宅や別荘について、大磯城山公園の北蔵ギャラリーと

旧吉田茂邸地区管理休憩棟を会場として、大磯町の

邸宅・別荘の建物位置図・写真展示、三井別荘の図

面、写真展示、別荘所有者たちの似顔絵展示、茶室如

庵の移転映像展示、吉田茂邸の図面・写真の展示、七

賢堂移転の紹介、明治に関した文言の刻字展示等で

紹介します。

9：00～16：00

大磯城山公園北蔵ギャラリー・

旧吉田茂地区管理休憩棟

無料

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

（公財）神奈川県公園協会・

湘南造園（株）グループ

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

もみじのライトアップ

12｜8｜土｜
明治150年記念

      『近代国家確立に奔走した政界人
   　  と現存する邸宅群』講演と見学
明治期以降の首相ら政界人が大磯に住んだ邸宅の

歴史遺産としての価値と、保存・利活用を考える。

＜プログラム＞

午前：勉強会　　専門家による基調講演　

　　　　　名城大学理工学部講師　塩見寛氏、他

午後：まち歩き　明治記念大磯邸園周辺

10：00～16：00

大磯町立図書館

無料

60名

Eメールまたはハガキにて（※詳細は、右記をご確認ください）

mail：oiso.machidukuri@gmail.com

〒259-0102 神奈川県中郡大磯町生沢969-3

tel：090-1796-2102（大倉）

大磯まちづくり会議

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

12｜16｜日｜
第17回湘南邸宅文化ネットワーク協議会シンポジウム

（仮）歴史的建造物を生かす自治体戦略

湘南エリアの歴史的建造物の保存活用に向けて活動し

ている市民活動団体がネットワークして毎年おこなって

いるシンポジウムです。今年は「歴まち計画」やコンパクト

シティなどの都市戦略について議論したいと考えていま

す。基調講演では、歴史を生かしたまちづくりの実践を

踏まえたお話をしていただきます。

パネルディスカッションでは、後藤治氏をモデレーター

に、パネリストを迎えて進めます。

※午前中は、小田原の邸園を見学します。

10：00～16：30

　10：00～　小田原邸園めぐり　

　13：30～　基調講演とパネルディスカッション

　　　  　モデレーター：後藤治氏（工学院大学理事長）

　　　  　パネリスト：未定（詳細はお問合せください）

小田原邸園交流館　清閑亭

邸園めぐり/1,200円　　シンポジウム/3,000円

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館　清閑亭

湘南邸宅文化ネットワーク協議会

NPO法人小田原まちづくり応援団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

<申込み詳細>　
申込者全員の氏名、代表者の住所、緊急連絡先を必ず記
載ください。ハガキで申込みの方は、電話で受付完了をお
知らせします。申込受付は、10/23（火）より先着順。

※会場までの地図は、6頁を参照ください。

大磯小田原・二宮・大磯
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ラディアン

二宮町
役場

東大果樹園跡地

JR二宮駅

1

北
口
通
り

JR東海道本線

東海道新幹線

大磯城山公園

旧吉田茂邸地区

旧安田善次郎邸

島崎藤村
旧宅

（大磯町郷土資料館）

旧大隈・旧陸奥邸

旧伊藤邸（滄浪閣）

旧西園寺邸（旧池田邸）

大磯町立図書館

明治

明治

明治

明治

明治

”明治”に関連する催し

11｜24｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」

東京大学二宮果樹園跡地は元園田孝吉男爵の別荘

と果樹園です。大正15年に東京帝国大学がみかんの

経済的栽培が可能という理由で吾妻果樹園を開設

し、内田祥三元総長の監修下で建てられたと推定され

る建物や様々な果樹が今も残っています。周辺エリア、

庭園、みかん山などを見て回り、みかんの収穫体験。

地元の人たちとふれあいながら、湘南みかんの魅力や

由来を発見する「体験型」ツアーです。

9：30～14：00

JR二宮駅北口ロータリー集合

2,500円

（弁当、マップ・ガイドブック費用、保険代など含む）

※昼食はみかんを使った特製ランチとグラスワイン付き

20名

tel：090-3142-9358 （神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜8｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」

紅葉の美しい吾妻山、自然風紅葉庭園、海岸地域の

自然や吉田五十八が設計した旧山川邸などを巡り、

地元の人たちとふれあいながら、二宮の生活文化や季

節の魅力を発見する「体験型」ツアーです。

＜コース＞二宮駅北口（集合）→湘南軽便鉄道本社跡→看

板建築→ラディアン→知足寺→旧吉田五十八邸展望→自然

風もみじ邸園Ｏ邸→知足寺→旧道→落花生工場（大正・昭和

初期建造の建物・機材）→吾妻山（かながわ美林５０選）→展

望台（昼食・旬の味覚を味わう京風弁当）→吾妻神社→ヤマ

ニ醤油(明治・昭和初期の建造物)→梅沢海岸→海岸通り→

旧山川秀峰・方夫邸（湘南遺産登録）→二宮駅南口解散

9：30～15：00

JR二宮駅北口ロータリー

2,500円

（弁当、マップ・ガイドブック費用など含む）

※昼食は二宮ブランド認定「瀬の海さばの棒寿

司」あるいは 「旬の味覚を味わう彩弁当」選択

20名

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜12｜水｜～13｜木｜二宮の魅力発見！未来に伝えたい写真展
～旧山川秀峰・方夫邸と東大二宮果樹園跡地の魅力
今年湘南遺産にも選定された旧山川秀峰・方夫邸、旧

吉田五十八自邸、東大二宮果樹園跡地の魅力ある風

景や大正・昭和初期の建物群等の紹介や写真展示、

まちづくり提案のパネル展示、上映会等を実施します。

一緒に二宮の魅力を活かしたまちづくりを未来に向か

って描きましょう。

9：00～16：00

ラディアン（二宮町生涯学習センター）　展示ギャラリー

無料

tel：090-3142-9358 （神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

まちづくり工房「しお風」

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

東大二宮果樹園跡地
旧管理舎

老欅荘(修繕前) 老欅荘(修繕後)

皆春荘(公園事業) 共寿亭(民間活用コーディネート)

東大二宮果樹園跡地
旧生産物加工室

みかんの収穫体験

旧山川邸外観

旧大隈重信邸

伊藤博文邸（滄浪閣）

旧山川邸内部

東大二宮果樹園跡地
JR二宮駅北口から徒歩20分
バス停「中里」より徒歩4分

大磯町立図書館
JR大磯駅北口から徒歩3分

9｜24｜祝・月｜旧安田善次郎邸の十五夜観月会
遠くに海を望む旧安田善次郎邸で愛でる中秋の名月。

夕暮れ迫る邸園を散策後に広間でお月見弁当を堪能。

食事の後は世界チャンピオンに輝いた口笛の演奏を

楽しみ、海から昇る名月を縁側から鑑賞します。

懐かしい、日本のお月見をご堪能ください。

　17：00～　園内・邸内見学

　18：00～　食事　お月見お弁当

　19：00～　口笛演奏（青柳呂武）

17：00～20：00  

旧安田善次郎邸 （JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円 （音楽鑑賞、食事代含む）

30名

9/12(水) （申込多数の場合は抽選）

※申込方法は、右記をご確認ください。

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜21｜日｜旧安田善次郎邸の十三夜観月会
十五夜の「中秋の名月」に続いて「後（のち）の名月と

呼ばれている旧安田善次郎邸での十三夜観月会で

す。夕暮れの邸園を散策後に「栗名月」「豆名月」の別

名に相応しいお月見弁当を食した後に、オカリーナの演

奏を堪能。大磯ならではのお月見をお楽しみください。

　16：30～　園内・邸内見学

　17：30～　食事　お月見お弁当

　18：30～　オカリーナ演奏（波多野杜邦）

16：30～19：30 

旧安田善次郎邸 （JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円 （音楽鑑賞、食事代含む）

30名

10/11(木) （申込多数の場合は抽選）

※申込方法は、右記をご確認ください。

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

邸園（母屋、十三重塔） 経蔵

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492
JR大磯駅から徒歩8分

大磯城山公園・
旧吉田茂邸地区
大磯町国府本郷551-1
JR大磯駅からバス1番また
は2番乗場より乗車約7分
「城山公園前」下車徒歩3分

<申込方法>　左記9/24、10/21
イベント名、実施日、参加者全員の氏名、住所、電話番号、人
数（2人まで）を記入の上、往復はがきにてお申込みください。
申込み＆　　公益社団法人 大磯町観光協会（大磯町大磯878-1）
お問合せ　　tel：0463-61-3300    fax：0463-60-1170
          　http://www.oiso-kankou.or.jp

11｜23｜祝・金｜～25｜日｜もみじのライトアップ
三井財閥別邸跡地を利用した大磯城山公園の「もみ

じのライトアップ」では茶室・不動池・もみじの広場のも

みじや竹林をライトアップし、土日にはもみじまつりが開

催され、演奏会、和太鼓、子供遊びコーナー、地場産品

販売、模擬店などの出店があります。

不動池に映る逆さもみじと竹灯篭の灯りはとても幻想

的で、見るものを幽玄の世界へと誘います。

16：30～20：30　（点灯）

◇同時開催「もみじまつり」(雨天時一部中止)

　 11/24（土）・25（日）　14：00～20：00

大磯城山公園不動池・もみじの広場・茶室「城山庵」

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

（公財）神奈川県公園協会・

湘南造園（株）グループ

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

10｜26｜金｜～11｜4｜日｜大磯城山公園うつわの日
茶室「城山庵」書院に陶芸家丸田秀三氏が製作した

白磁と黒磁のオブジェにより描かれた石の庭が閑かに

広がり色濃い緑に囲まれた庭との競演が楽しめます。

　◇同時開催　「菁陶会（せいとうかい）作陶展」

　　　日時：10/26(金)～10/29(月)　　　9：30～16：00

　　　開催場所：北蔵ギャラリー、入場無料

9：30～16：00

大磯城山公園・茶室「城山庵」書院

無料

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

（公財）神奈川県公園協会・

湘南造園（株）グループ

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催 大磯城山公園うつわの日
～石景２～

旧吉田茂邸 七賢堂

10｜6｜土｜～23｜火｜明治150年 偉人達の奥座敷・大磯
～別荘地の拡がり～

明治期に大磯町に建てられた政財界や文化人達の邸

宅や別荘について、大磯城山公園の北蔵ギャラリーと

旧吉田茂邸地区管理休憩棟を会場として、大磯町の

邸宅・別荘の建物位置図・写真展示、三井別荘の図

面、写真展示、別荘所有者たちの似顔絵展示、茶室如

庵の移転映像展示、吉田茂邸の図面・写真の展示、七

賢堂移転の紹介、明治に関した文言の刻字展示等で

紹介します。

9：00～16：00

大磯城山公園北蔵ギャラリー・

旧吉田茂地区管理休憩棟

無料

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

（公財）神奈川県公園協会・

湘南造園（株）グループ

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

もみじのライトアップ

12｜8｜土｜
明治150年記念

      『近代国家確立に奔走した政界人
   　  と現存する邸宅群』講演と見学
明治期以降の首相ら政界人が大磯に住んだ邸宅の

歴史遺産としての価値と、保存・利活用を考える。

＜プログラム＞

午前：勉強会　　専門家による基調講演　

　　　　　名城大学理工学部講師　塩見寛氏、他

午後：まち歩き　明治記念大磯邸園周辺

10：00～16：00

大磯町立図書館

無料

60名

Eメールまたはハガキにて（※詳細は、右記をご確認ください）

mail：oiso.machidukuri@gmail.com

〒259-0102 神奈川県中郡大磯町生沢969-3

tel：090-1796-2102（大倉）

大磯まちづくり会議

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

12｜16｜日｜
第17回湘南邸宅文化ネットワーク協議会シンポジウム

（仮）歴史的建造物を生かす自治体戦略

湘南エリアの歴史的建造物の保存活用に向けて活動し

ている市民活動団体がネットワークして毎年おこなって

いるシンポジウムです。今年は「歴まち計画」やコンパクト

シティなどの都市戦略について議論したいと考えていま

す。基調講演では、歴史を生かしたまちづくりの実践を

踏まえたお話をしていただきます。

パネルディスカッションでは、後藤治氏をモデレーター

に、パネリストを迎えて進めます。

※午前中は、小田原の邸園を見学します。

10：00～16：30

　10：00～　小田原邸園めぐり　

　13：30～　基調講演とパネルディスカッション

　　　  　モデレーター：後藤治氏（工学院大学理事長）

　　　  　パネリスト：未定（詳細はお問合せください）

小田原邸園交流館　清閑亭

邸園めぐり/1,200円　　シンポジウム/3,000円

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館　清閑亭

湘南邸宅文化ネットワーク協議会

NPO法人小田原まちづくり応援団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

<申込み詳細>　
申込者全員の氏名、代表者の住所、緊急連絡先を必ず記
載ください。ハガキで申込みの方は、電話で受付完了をお
知らせします。申込受付は、10/23（火）より先着順。

※会場までの地図は、6頁を参照ください。

大磯小田原・二宮・大磯



11 |

湘南の別荘宿
国登録有形文化財

茅ヶ崎館　

120 年の別荘文化を体験できる宿
湘南にお越しの際は、是非ご利用下さい。

【完全予約制】
〒253-0055　神奈川県茅ヶ崎市中海岸 3-8-5　　TEL　0467-82-2003
Ｅ-mail　info@chigasakikan.co.jp
※ご会食のご利用も可能です。 茅ヶ崎館 検索

湘南邸園文化祭の会場となっている施設に「登録有形文化財」と表記されて

いるものがありますが、どのような制度かご存知でしょうか？

国登録有形文化財建造物は、身近な歴史的建造物（50年を経過したものの

うち、一定の評価を得たもの）を文化財として登録し、ゆるやかな規制を通じて

保存と活用を促す国の制度です。商業施設や旅館での利用、住宅などの保

全等、まちづくりや観光での活用が期待されています。全国で1万1886件

(2018.3.9現在)の建物が登録されています。

湘南邸園文化祭の会場となっている登録有形文化財は、活用事例を見る絶

好の機会です。文化祭の催しとともにお楽しみください。

※登録有形文化財建造物制度の概要を知りたい方は、文化庁ホームページ等ご覧ください。

「登録有形文化財」の邸園や歴史的建造物を訪れてみませんか？

1211

スーパー

サザンビーチ

国道134号

茅ヶ崎公園

サ
ザ

ン
通

り

茅ヶ崎駅

茅ヶ崎館

至平塚

雄
三
通
り

宮の前崇善小

ラスカ
平塚駅北口

八幡山の洋館

10｜27｜土｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
B.ボーマン　チェロコンサート
元都響主席チェロ奏者。山岳写真家、司祭の肩書きを

持つボーマン氏。北欧の深く、ダイナミックな響きを秋

の午後１００年洋館でじっくりとお楽しみ下さい。ボーマン

氏の山岳写真も展示します。コンサートの後のばらカフ

ェもどうぞ。

［プログラム]　チェロソナタ（グリーグ）他　小曲

「ばらカフェ」 10：00～17：00

「コンサート」　14：00開演 （13：30開場）

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

3,000円

60名 (全席自由)

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

共　　催

12｜16｜日｜クリスマス　熊本城災害復旧支援
チャリティコンサートvol.3
2016年7月、2017年12月に同じ主旨で行ったコンサー

トの第３弾です。古い建物の醸し出す力に励まされる思

いで、再建成った洋館を10年守って来ました。

熊本の方たちも再建を待っていらっしゃることでしょう。

恒例の当館遊館日コンサートの出演者の方たちにボラ

ンティアで出演して頂きます。

未定　※詳細は、八幡山の洋館HPでご確認ください。

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

2,000円

60名 (全席自由)

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

共　　催

10｜28｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
赤・ピンク・黄・藤色ととりどりの秋ばらが咲き誇っていま

す。香り高いフレンチローズと可憐なイングリッシュローズ

の花園の中のお伽話のような洋館にお出かけ下さい。

◆バラと小花のアレンジメント

バラを中心に、小花をあしらった愛らしいアレンジメントをつくります。

◆バラのスイーツつき　宮沢賢治ゆかりのバラめぐり

姉妹都市花巻市から平塚市に贈られた賢治ゆかりの

バラ（グルス・アン・テプリッツ）。洋館～総合公園～

（バス）～平塚駅南口広場バラ園の市内3カ所をめぐり

ます。最後にレストランマリー・ルイーズで、食べられる

バラを使ったスイーツを楽しんでいただきます。

◆ばらカフェ

フェスタの２日間限定のカフェへどうぞ。香り高いばらの蕾ティー、

コーヒー、クッキーを庭園のばらを眺めながらお楽しみ下さい。

10：00～11：30　　

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

1,000円（材料費込）

20名

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

12：30～16：00

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

1,700円（スイーツ付き）

20名

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

グルス・アン・テプリッツ

ばらに囲まれた洋館

ばらの蕾ティー

応接室

B.ボーマン氏

昨年のコンサート

鈴木千帆（ピアノ）

茅ヶ崎館

11｜3｜祝・土｜茅ヶ崎館と小津安二郎監督作品
『彼岸花』上映会
湘南に古くからあった海浜旅館の様式を色濃く残す、

創業明治32年の茅ヶ崎館は国の登録有形文化財とし

て営業を続けています。　本書き宿として知られ昭和12

年から小津安二郎監督は、庭に面した部屋「二番」で8

作品を執筆しました。

今回は、晩年のカラー作品「彼岸花を上映いたします。

逗留中のエピソードなどお話させていただき、その後は

館内見学がございます。

13：30開場　14：00開演

茅ヶ崎館　大広間

1,500円 （館内見学・ワンドリンク付）

60名 （未就学児の入場・同伴はご遠慮下さい）

茅ヶ崎館内 茅ヶ崎の文化景観を育む会事務局

tel・fax：0467-98-1630

mail：info@chigasakikan.co.jp

茅ヶ崎の文化景観を育む会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

茅ヶ崎館
茅ヶ崎市中海岸３-８-５
JR東海道線茅ヶ崎駅(南口)下車
徒歩２０分 / タクシー３分
コミュニティバス「えぼし号」
サザン通中央７　下車徒歩３分

小津安二郎監督

昨年のカルタ大会

小津部屋「二番」11｜17｜土｜「ちはやふる　結び」撮影ロケ地でかるた大会

漫画、テレビ、そして映画で大ヒット「ちはやふる」の世

界を、文化財旅館で体験します。「畳の上の格闘技」と

言われる「競技かるた」。専門家による簡単なレクチャ

ーと模範演技の後、競技かるたに実際に挑戦します。

未経験でも大丈夫。本物は迫力が違います。実際にや

ってみれば、競技かるたの魅力の虜になるでしょう。

対象：「競技かるた」を始めたばかり、「競技かるた」に

　　　　　興味のある小中学生。

13：00受付開始　13：30開始

茅ヶ崎館　大広間 (着替え部屋あり)

500円（飲み物付）参加者付添とも

小学生、中学生、付添合わせて４０名

9/15～10/31 (先着順)

https://goo.gl/TVJFfP (下図、QRコードからも可)

mail：chigasakikaruta@gmail.com

茅ヶ崎の文化景観を育む会

藤沢かるた会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

申込み

お問合せ

主　　催

協　　力

9｜16｜日｜八幡山の洋館　セプテンバーコンサート

セプコンは2001年９月米国ニューヨークで起きた同時

多発テロをきっかけに、NPO法人「国境なき楽団」が

2005年より10年間にわたり主催してきた世界平和を

希求する音楽イベントです。自由・平等・無償をキーワ

ードに、当館でも、プロ・アマ、ジャンルを越えた多彩な

音楽で平和への熱い想いを奏でます。洋館ではこれま

でに三度コンサートを行い、たくさんの方にお楽しみいた

だきました。

10：00開場　オープンマイク&ピアノ

13：00～18：00　コンサート

椎野みちこ（ギター）、Engawa　Teatime他

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

無料

60名 （当日直接会場にお越し下さい。入退場自由）

tel・fax：0463-35-7114

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

時　　間

出演者

会　　場

入場料

定　　員

お問合せ

主　　催

共　　催

八幡山の洋館
平塚市浅間町1-1
平塚駅北口より徒歩15分
バス平塚駅北口より７番乗り場
（平88系統を除く）または2番
乗り場「市役所前」下車すぐ
駐車場はありませんので、電
車・バスをご利用ください。

八幡山の洋館HP

http://hiratsuka-yokan1906.jp/

◆バラと小花のアレンジメント

◆バラのスイーツつき 宮澤賢治ゆかりのバラめぐり

10：00～16：00

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

※コーヒー、バラの蕾ティー、クッキーなど

時　　間

会　　場

◆ばらカフェ

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

申込み

主　　催

共　　催

10｜7｜日｜◆おとなの遠足‐第30回
        「藤澤の行在所跡めぐり＆
          藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018」
歴史に育まれた藤沢には、神社仏閣、宿場町の面影を

残す町家と蔵、別荘文化を伝える邸園の佇まいが湘

南歴史文化の息吹を伝えています。今年は明治150

年、藤沢宿地区に残る明治天皇行在所跡の3ヵ所を巡

りながら、開催中の「まちなかアート2018」の展示も解

説付きでお楽しみ下さい。

湘南藤沢文化ネットワークが企画する「おとなの遠足2018」の２コースを紹介します。藤沢の歴史文化を学びながら

歴史的建物とアートをお楽しみください。

湘南ふじさわ歴史文化めぐり

10：00～12：30（集合9：45）

小田急江ノ島線 「藤沢本町駅」 改札口 

500円

30名 (申込受付9月15日から先着順)

※申込方法は、右記をご確認ください。

湘南藤沢文化ネットワーク

藤沢今昔まちなかアート実行委員会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

12｜1｜土｜◆おとなの遠足‐第31回　「大山みちの
面影残す長後を訪ねて」（民俗歴史資料館と共に）

長後シリーズ第4弾です。長後地区は、昭和３０年に「長後」

と「高倉」が藤沢市に合併、その後「下土棚」の一部が合流

して、現在の長後地区を形成しました。平安時代末期には

渋谷氏の荘園が置かれ、江戸時代には八王子・大山みち

が交差する交通の要衝として長後宿（籔鼻宿）は大いに栄

え、明治・大正期には養蚕・製糸が地場産業として繁栄し

ました。そんな古くからの歴史に育まれた長後を民俗歴史

資料館と七ツ木神社・岸田邸等を紹介しながら巡ります。

10：00～12：30（集合9：45）

小田急江ノ島線 「長後駅」 西口階段下 

500円

30名 (申込受付11月10日から先着順)

※申込方法は、右記をご確認ください。

湘南藤沢文化ネットワーク

歴史散策の会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

旧稲元屋行在所跡石碑

遊行寺行在日履歴と御膳水井戸

まちなかアート（2017）
関次商店蔵

岸田邸長屋門 羽根澤屋資料館

◆左記　「おとなの遠足」　申込み＆お問合せ

藤沢市藤沢630-1　蔵まえギャラリー

fax：0466-25-9909　　mail：sfbunkanw@gmail.com

茅ヶ崎・藤沢平塚 明治

            
明治

”明治”に関連する催し
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湘南の別荘宿
国登録有形文化財

茅ヶ崎館　

120 年の別荘文化を体験できる宿
湘南にお越しの際は、是非ご利用下さい。

【完全予約制】
〒253-0055　神奈川県茅ヶ崎市中海岸 3-8-5　　TEL　0467-82-2003
Ｅ-mail　info@chigasakikan.co.jp
※ご会食のご利用も可能です。 茅ヶ崎館 検索

湘南邸園文化祭の会場となっている施設に「登録有形文化財」と表記されて

いるものがありますが、どのような制度かご存知でしょうか？

国登録有形文化財建造物は、身近な歴史的建造物（50年を経過したものの

うち、一定の評価を得たもの）を文化財として登録し、ゆるやかな規制を通じて

保存と活用を促す国の制度です。商業施設や旅館での利用、住宅などの保

全等、まちづくりや観光での活用が期待されています。全国で1万1886件

(2018.3.9現在)の建物が登録されています。

湘南邸園文化祭の会場となっている登録有形文化財は、活用事例を見る絶

好の機会です。文化祭の催しとともにお楽しみください。

※登録有形文化財建造物制度の概要を知りたい方は、文化庁ホームページ等ご覧ください。

「登録有形文化財」の邸園や歴史的建造物を訪れてみませんか？
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八幡山の洋館

10｜27｜土｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
B.ボーマン　チェロコンサート
元都響主席チェロ奏者。山岳写真家、司祭の肩書きを

持つボーマン氏。北欧の深く、ダイナミックな響きを秋

の午後１００年洋館でじっくりとお楽しみ下さい。ボーマン

氏の山岳写真も展示します。コンサートの後のばらカフ

ェもどうぞ。

［プログラム]　チェロソナタ（グリーグ）他　小曲

「ばらカフェ」 10：00～17：00

「コンサート」　14：00開演 （13：30開場）

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

3,000円

60名 (全席自由)

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

共　　催

12｜16｜日｜クリスマス　熊本城災害復旧支援
チャリティコンサートvol.3
2016年7月、2017年12月に同じ主旨で行ったコンサー

トの第３弾です。古い建物の醸し出す力に励まされる思

いで、再建成った洋館を10年守って来ました。

熊本の方たちも再建を待っていらっしゃることでしょう。

恒例の当館遊館日コンサートの出演者の方たちにボラ

ンティアで出演して頂きます。

未定　※詳細は、八幡山の洋館HPでご確認ください。

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

2,000円

60名 (全席自由)

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

共　　催

10｜28｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
赤・ピンク・黄・藤色ととりどりの秋ばらが咲き誇っていま

す。香り高いフレンチローズと可憐なイングリッシュローズ

の花園の中のお伽話のような洋館にお出かけ下さい。

◆バラと小花のアレンジメント

バラを中心に、小花をあしらった愛らしいアレンジメントをつくります。

◆バラのスイーツつき　宮沢賢治ゆかりのバラめぐり

姉妹都市花巻市から平塚市に贈られた賢治ゆかりの

バラ（グルス・アン・テプリッツ）。洋館～総合公園～

（バス）～平塚駅南口広場バラ園の市内3カ所をめぐり

ます。最後にレストランマリー・ルイーズで、食べられる

バラを使ったスイーツを楽しんでいただきます。

◆ばらカフェ

フェスタの２日間限定のカフェへどうぞ。香り高いばらの蕾ティー、

コーヒー、クッキーを庭園のばらを眺めながらお楽しみ下さい。

10：00～11：30　　

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

1,000円（材料費込）

20名

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

12：30～16：00

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

1,700円（スイーツ付き）

20名

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

グルス・アン・テプリッツ

ばらに囲まれた洋館

ばらの蕾ティー

応接室

B.ボーマン氏

昨年のコンサート

鈴木千帆（ピアノ）

茅ヶ崎館

11｜3｜祝・土｜茅ヶ崎館と小津安二郎監督作品
『彼岸花』上映会
湘南に古くからあった海浜旅館の様式を色濃く残す、

創業明治32年の茅ヶ崎館は国の登録有形文化財とし

て営業を続けています。　本書き宿として知られ昭和12

年から小津安二郎監督は、庭に面した部屋「二番」で8

作品を執筆しました。

今回は、晩年のカラー作品「彼岸花を上映いたします。

逗留中のエピソードなどお話させていただき、その後は

館内見学がございます。

13：30開場　14：00開演

茅ヶ崎館　大広間

1,500円 （館内見学・ワンドリンク付）

60名 （未就学児の入場・同伴はご遠慮下さい）

茅ヶ崎館内 茅ヶ崎の文化景観を育む会事務局

tel・fax：0467-98-1630

mail：info@chigasakikan.co.jp

茅ヶ崎の文化景観を育む会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

茅ヶ崎館
茅ヶ崎市中海岸３-８-５
JR東海道線茅ヶ崎駅(南口)下車
徒歩２０分 / タクシー３分
コミュニティバス「えぼし号」
サザン通中央７　下車徒歩３分

小津安二郎監督

昨年のカルタ大会

小津部屋「二番」11｜17｜土｜「ちはやふる　結び」撮影ロケ地でかるた大会

漫画、テレビ、そして映画で大ヒット「ちはやふる」の世

界を、文化財旅館で体験します。「畳の上の格闘技」と

言われる「競技かるた」。専門家による簡単なレクチャ

ーと模範演技の後、競技かるたに実際に挑戦します。

未経験でも大丈夫。本物は迫力が違います。実際にや

ってみれば、競技かるたの魅力の虜になるでしょう。

対象：「競技かるた」を始めたばかり、「競技かるた」に

　　　　　興味のある小中学生。

13：00受付開始　13：30開始

茅ヶ崎館　大広間 (着替え部屋あり)

500円（飲み物付）参加者付添とも

小学生、中学生、付添合わせて４０名

9/15～10/31 (先着順)

https://goo.gl/TVJFfP (下図、QRコードからも可)

mail：chigasakikaruta@gmail.com

茅ヶ崎の文化景観を育む会

藤沢かるた会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

申込み

お問合せ

主　　催

協　　力

9｜16｜日｜八幡山の洋館　セプテンバーコンサート

セプコンは2001年９月米国ニューヨークで起きた同時

多発テロをきっかけに、NPO法人「国境なき楽団」が

2005年より10年間にわたり主催してきた世界平和を

希求する音楽イベントです。自由・平等・無償をキーワ

ードに、当館でも、プロ・アマ、ジャンルを越えた多彩な

音楽で平和への熱い想いを奏でます。洋館ではこれま

でに三度コンサートを行い、たくさんの方にお楽しみいた

だきました。

10：00開場　オープンマイク&ピアノ

13：00～18：00　コンサート

椎野みちこ（ギター）、Engawa　Teatime他

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

無料

60名 （当日直接会場にお越し下さい。入退場自由）

tel・fax：0463-35-7114

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

時　　間

出演者

会　　場

入場料

定　　員

お問合せ

主　　催

共　　催

八幡山の洋館
平塚市浅間町1-1
平塚駅北口より徒歩15分
バス平塚駅北口より７番乗り場
（平88系統を除く）または2番
乗り場「市役所前」下車すぐ
駐車場はありませんので、電
車・バスをご利用ください。

八幡山の洋館HP

http://hiratsuka-yokan1906.jp/

◆バラと小花のアレンジメント

◆バラのスイーツつき 宮澤賢治ゆかりのバラめぐり

10：00～16：00

八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

※コーヒー、バラの蕾ティー、クッキーなど

時　　間

会　　場

◆ばらカフェ

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館

平塚市社会教育課

申込み

主　　催

共　　催

10｜7｜日｜◆おとなの遠足‐第30回
        「藤澤の行在所跡めぐり＆
          藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018」
歴史に育まれた藤沢には、神社仏閣、宿場町の面影を

残す町家と蔵、別荘文化を伝える邸園の佇まいが湘

南歴史文化の息吹を伝えています。今年は明治150

年、藤沢宿地区に残る明治天皇行在所跡の3ヵ所を巡

りながら、開催中の「まちなかアート2018」の展示も解

説付きでお楽しみ下さい。

湘南藤沢文化ネットワークが企画する「おとなの遠足2018」の２コースを紹介します。藤沢の歴史文化を学びながら

歴史的建物とアートをお楽しみください。

湘南ふじさわ歴史文化めぐり

10：00～12：30（集合9：45）

小田急江ノ島線 「藤沢本町駅」 改札口 

500円

30名 (申込受付9月15日から先着順)

※申込方法は、右記をご確認ください。

湘南藤沢文化ネットワーク

藤沢今昔まちなかアート実行委員会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

12｜1｜土｜◆おとなの遠足‐第31回　「大山みちの
面影残す長後を訪ねて」（民俗歴史資料館と共に）

長後シリーズ第4弾です。長後地区は、昭和３０年に「長後」

と「高倉」が藤沢市に合併、その後「下土棚」の一部が合流

して、現在の長後地区を形成しました。平安時代末期には

渋谷氏の荘園が置かれ、江戸時代には八王子・大山みち

が交差する交通の要衝として長後宿（籔鼻宿）は大いに栄

え、明治・大正期には養蚕・製糸が地場産業として繁栄し

ました。そんな古くからの歴史に育まれた長後を民俗歴史

資料館と七ツ木神社・岸田邸等を紹介しながら巡ります。

10：00～12：30（集合9：45）

小田急江ノ島線 「長後駅」 西口階段下 

500円

30名 (申込受付11月10日から先着順)

※申込方法は、右記をご確認ください。

湘南藤沢文化ネットワーク

歴史散策の会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

旧稲元屋行在所跡石碑

遊行寺行在日履歴と御膳水井戸

まちなかアート（2017）
関次商店蔵

岸田邸長屋門 羽根澤屋資料館

◆左記　「おとなの遠足」　申込み＆お問合せ

藤沢市藤沢630-1　蔵まえギャラリー

fax：0466-25-9909　　mail：sfbunkanw@gmail.com

茅ヶ崎・藤沢平塚 明治

            
明治

”明治”に関連する催し
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盛岩寺昭和文化館

主催 小出川彼岸花団体協議会　打戻彼岸花の会・おおぞう彼岸花の会・
　　　 せりざわ彼岸花の会・遠藤彼岸花の会
交通 湘南台駅西口より慶応大学行きバス終点慶応学から徒歩10分
　　　 辻堂駅北口から慶應大学行き、刈込下車　徒歩1分  

第11回小出川彼岸花まつり第11回小出川彼岸花まつり

〒252-0824 藤沢市打戻 1119 髙照山盛岩寺 電話 0466-48-5653 開館不定期
交通 湘南台駅西口からバス綾瀬車庫行、 慶応大学 ・ 宮原経由 「堂の前」
下車 JR 辻堂駅北口からバス綾瀬車庫行 「堂の前」 下車徒歩 3 分
慶応大学から西へ約 2 キロ , 茅ヶ崎里山公園から北へ約 1 キロ , Ｐ有 30 台

盛岩寺昭和文化館

国登録有形文化財

1413

盛岩寺

バス停
「堂の前」

茅ヶ崎里山公園

慶応大学
湘南藤沢
キャンパス

蔵まえギャラリー

藤沢小学校

トレアージュ白旗
ショッピングセンター

藤沢橋

藤沢本町駅

藤沢駅

遊行寺

グリーンハウス

現存する「聖アンセルム教会」（目黒）の内部

コンサート2017

俣野別邸

有田家

同庭園散策路

桜葉染め絹スカーフ（作品例）

小雨決行

盛岩寺参道風景一日そば屋開店

盛岩寺境内

小間無庵

墨跡展展示風景

茶を楽しむ

尺八蔵まえギャラリー外観

盛岩寺昭和文化館
湘南台駅西口からバス④番
19 系慶應大学 ・ 宮原経由綾
瀬車庫行、 辻堂駅北口より綾
瀬車庫行き 「堂の前」 下車
徒歩 3 分。 （いずれも本数少
なく事前に時間の確認が必
要です。 P あり。）
慶応大学湘南キャンパスから
西へ約 2 キロ、 茅ヶ崎里山
公園から北へ約 1 キロ。

有田家土蔵に展示された
彫刻作品

※展覧会は観覧自由、無
料です。詳細はお問い合わ
せください。公開時は各会
場で案内状マップが入手
できます。

蔵まえギャラリー
JR藤沢駅北口より徒歩6分

主な展示会場
JR藤沢駅北口または、小田急
江ノ島線藤沢本町駅より徒
歩10～15分程度

ふじさわ宿交流館
（シンポジウム会場）
藤沢市西富1-3-3
JR藤沢駅北口より徒歩14分

藤
沢
本
町
駅

藤沢駅

遊行寺

ふじさわ宿
交流館

蔵まえ
ギャラリー

旧稲元屋
旧石曽根商店

有田家
関次商店

藤沢橋

※会場までの地図は、前頁を参照ください。

15：30～17：00 

蔵まえギャラリー　（藤沢市藤沢630-1） 

200円（建築維持協力金） 

20名（申込先着順）

mail：shonan@kanagawa-kentikusikai.com

fax：0466-88-4388　※氏名・ご連絡先をお知らせください。

蔵まえギャラリー

（一社）神奈川県建築士会湘南支部

9｜22｜土｜グリーンハウス物語・第23話
アントニン・レ－モンド　「生誕130年記念」
映像で辿るレ－モンド作品＆秋のコンサート
今年はレ－モンドの生誕130年に当ります。愈々グリー

ンハウスの改修も始まり、2020年にどんな姿を見せてく

れるのか完成が楽しみです。今年も「善行公民館」で

生誕130年を記念してレ－モンド作品の数々をレ－モン

ド設計事務所のご協力で映像で楽しみたいと思いま

す。レ－モンド作品は、多くが現在も現役で活躍中です

が、過去の代表作品を含めて映像で辿ります。

そして、お馴染みのコンサートでご一緒に唄って、アンサ

ンブル・アモーレの演奏をお楽しみ下さい。

14：00～　開演（13：30受付開始）

　　　　　　　　　1.「レーモンド作品の映像」を楽しむ

　　　　　　　　　2.藤沢の関東大震災の記録

15：30～　「秋のコンサート」（16：30終了）

藤沢市　善行公民館　ホール

500円（資料、歌詞カード）

120名 (先着順、申込9/15まで)

fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田宛)

善行雑学大学

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜17｜土｜グリーンハウス物語　第24話
「旧藤澤カントリーから俣野・旧東海道を訪ねて」
～秋の邸園散策と旧東海道藤沢宿まで～
藤沢善行の旧藤沢カントリー倶楽部グリ－ンハウスから

コース跡地を経て境川河岸を散策。横浜西部の大磯・小

田原の邸園文化の入口に位置する東俣野「俣野別邸」

へ。秋の邸園を散策後邸宅の見学、旧東海道の道筋にあ

る「旧モーガン邸」を訪ねて邸園散策、遊行寺坂の「有田

家の古民家・蔵」と史跡を巡り、旧藤澤宿大鋸の「ふじさ

わ宿交流館」まで。解散後、遊行寺も自由見学できます。

9：00～12：30（集合8：45）

小田急江ノ島線　善行駅　改札口

グリーンハウス（工事中）→コース跡地→俣野別邸→旧モーガ

ン邸（邸園散策）→有田家→旧藤澤宿→ふじさわ宿交流館

900円 (資料代及び俣野別邸入館料含む)

30名 (先着順、申込11/10まで)

fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田宛)

善行雑学大学

時　　間

集合場所

散策コース

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10月｜土日祝日開催｜藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018
2010年の活動開始から今年で9回目となる藤沢今昔

まちなかアートは現在進行形のアートにより、旧藤沢宿

地区の歴史的建造物、邸園等の保全と活用を推進し、

次世代継承を主旨としています。

蔵や庭園などを会場とした海外作家も参加の展覧会。ア

ートと景観照明の可能性を探るシンポジウム。地元の児童

クラブと共に伝承をテーマにワークショップ等を行います。

◆催し期間中シンポジウム開催　 「藤沢宿・景観照明の可能性とまちなかアート」

日時：10/21（日）　14：30～16：30（14：00開場）　　　　　コメンテーター：菅 孝能氏(建築家、藤沢市景観審議会会長)　　
会場：藤沢市ふじさわ宿交流館　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講演：Light Brothers(工藤真司、伏見雅之)他パネリスト予定
定員：60名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：藤沢市

11：00～17：00　

関次商店、旧稲元屋呉服店、旧石曽根商店、有田家他

国内10名程度、海外から数名の参加による美術作品

mail：fsmuse0911@yahoo.co.jp

tel：090-1212-4415（伊東）

http://f-artkonjaku.tumblr.com

藤沢今昔まちなかアート実行委員会

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

会　　場

展　　示

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜4｜日｜米寿の蔵まえで、桜の染め体験会
秋に紅葉する桜の葉で草木染をしてみませんか。すて

きな色に染まります。蔵まえギャラリーを会場に藤沢市

内の紅葉した桜の葉から、桜色を絹スカーフに染めま

す。好みのスカーフを選んで模様を付け、好きな色にな

るまでゆっくり楽しんで染めましょう。色止めは鉄たまご

やミョウバンなど、身近なものを使います。染め物が乾く

まで、お茶を飲みながら米寿を迎えた蔵まえギャラリー

の建物解説をお聞きください。

10：00～　13：00～（各90分程度） 

蔵まえギャラリー　（藤沢市藤沢630-1） 

4,000円（絹大判スカーフ付き） 

各10名（申込受付10/1～、先着順）

mail：a_whto@yahoo.co.jp

fax：0466-25-9909　※氏名・ご連絡先をお知らせください。

蔵まえギャラリー

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込＆

お問合せ

主　　催

9｜23｜祝・日｜盛岩寺昭和文化館
一日そば屋開店　手打ち新そばを楽しむ
昭和文化館は平成29年５月に国登録有形文化財に登

録されました。大正13年に建てられた旧商家の店舗兼

居間は昭和13年御所見村に移築され、さらに平成24

年盛岩寺に再移築された築90余年を経た旧商家の古

建築です。

豪壮でまた趣きのある古風豊かな建物です。この度1

日そば屋を開店し、そば打ち名人の手打ち新そばを楽

しみます。また、近くの（約600㍍）小出川では彼岸花

祭りが行われており、大黒橋から追出橋まで約3キロに

わたって彼岸花が咲き、田園風景の中散策が楽しめま

す。合わせてお気軽にお出かけ下さい。

11：00～15：00 (売り切れ次第終了) 

盛岩寺 （藤沢市打戻1119）

700円（もりそばのみ）

70名

tel：0466-48-5653/fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜9｜金｜～｜11｜日｜盛岩寺昭和文化館
墨跡風入れ展と展示解説
境内にある薬師堂は薬師三尊十二神将をお祀りし、昭

和文化館として春はひな人形展、花まつり歌まつり、新

緑茶会、秋は邸園文化祭参加行事等多彩な催しを行

っています。堂内の薬師三尊十二神将は打戻二ノ町に

あった旧東光寺のご本尊で（明治初年廃寺となり盛岩

寺に移管）堂の前の名称もその由縁である。この度、寺

所蔵の什物掛軸を風入れのため約70点展示します。

展示解説も随時行います。またお抹茶とお菓子の呈茶

あり。お気軽にお出かけご参加下さい。

10：00～16：00

盛岩寺 （藤沢市打戻1119）

無料 

tel：0466-48-5653/fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

協　　力

10｜20｜土｜・11｜17｜土｜盛岩寺昭和文化館　お茶を楽しむ！
盛岩寺では春は新緑茶会、晩秋は歳の瀬茶会-茶筌

供養-と、年二回お茶会を行っています。昭和文化館に

は十畳の仏間、八畳二間の座敷、三畳向切の無庵が

ありそれぞれに炉が切ってあります。長い参道や広い境

内、趣きのある古風豊かな風情の中で季節のお道具・

趣向で茶の文化をお楽しみ頂ければと思います。

待合でくつろぎ、本席で初炭、お菓子・濃茶・薄茶をい

ただきます。お気軽のお出かけ願います。

（10月20日は名残り、11月17日は開炉）

14：00～16：00

盛岩寺 （藤沢市打戻1119）

1,000円

20名

fax：0466-47-0633、mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

※お申込は、9月20日から受付します。

　　fax・mail・はがき等でお申込みください。

tel：0466-48-5653

盛岩寺昭和文化館 / 協  力　盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

11｜10｜土｜米寿の蔵で尺八コンサート
築後88年を迎える蔵まえギャラリーの内蔵で尺八の音

色を楽しみます。演奏は、建築士でもある橋本守さん

です。ギターも加わったコンサートで、秋の午後を過ごし

てみませんか。尺八と建築への想いをテーマに、尺八の

構造、音色の特徴などの解説もしていただきます。ま

た、開演前に建物の解説付き見学ができます。

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

共　　催

藤沢 藤沢
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盛岩寺昭和文化館

主催 小出川彼岸花団体協議会　打戻彼岸花の会・おおぞう彼岸花の会・
　　　 せりざわ彼岸花の会・遠藤彼岸花の会
交通 湘南台駅西口より慶応大学行きバス終点慶応学から徒歩10分
　　　 辻堂駅北口から慶應大学行き、刈込下車　徒歩1分  

第11回小出川彼岸花まつり第11回小出川彼岸花まつり

〒252-0824 藤沢市打戻 1119 髙照山盛岩寺 電話 0466-48-5653 開館不定期
交通 湘南台駅西口からバス綾瀬車庫行、 慶応大学 ・ 宮原経由 「堂の前」
下車 JR 辻堂駅北口からバス綾瀬車庫行 「堂の前」 下車徒歩 3 分
慶応大学から西へ約 2 キロ , 茅ヶ崎里山公園から北へ約 1 キロ , Ｐ有 30 台

盛岩寺昭和文化館

国登録有形文化財

1413

盛岩寺

バス停
「堂の前」

茅ヶ崎里山公園

慶応大学
湘南藤沢
キャンパス

蔵まえギャラリー

藤沢小学校

トレアージュ白旗
ショッピングセンター

藤沢橋

藤沢本町駅

藤沢駅

遊行寺

グリーンハウス

現存する「聖アンセルム教会」（目黒）の内部

コンサート2017

俣野別邸

有田家

同庭園散策路

桜葉染め絹スカーフ（作品例）

小雨決行

盛岩寺参道風景一日そば屋開店

盛岩寺境内

小間無庵

墨跡展展示風景

茶を楽しむ

尺八蔵まえギャラリー外観

盛岩寺昭和文化館
湘南台駅西口からバス④番
19 系慶應大学 ・ 宮原経由綾
瀬車庫行、 辻堂駅北口より綾
瀬車庫行き 「堂の前」 下車
徒歩 3 分。 （いずれも本数少
なく事前に時間の確認が必
要です。 P あり。）
慶応大学湘南キャンパスから
西へ約 2 キロ、 茅ヶ崎里山
公園から北へ約 1 キロ。

有田家土蔵に展示された
彫刻作品

※展覧会は観覧自由、無
料です。詳細はお問い合わ
せください。公開時は各会
場で案内状マップが入手
できます。

蔵まえギャラリー
JR藤沢駅北口より徒歩6分

主な展示会場
JR藤沢駅北口または、小田急
江ノ島線藤沢本町駅より徒
歩10～15分程度

ふじさわ宿交流館
（シンポジウム会場）
藤沢市西富1-3-3
JR藤沢駅北口より徒歩14分

藤
沢
本
町
駅

藤沢駅

遊行寺

ふじさわ宿
交流館

蔵まえ
ギャラリー

旧稲元屋
旧石曽根商店

有田家
関次商店

藤沢橋

※会場までの地図は、前頁を参照ください。

15：30～17：00 

蔵まえギャラリー　（藤沢市藤沢630-1） 

200円（建築維持協力金） 

20名（申込先着順）

mail：shonan@kanagawa-kentikusikai.com

fax：0466-88-4388　※氏名・ご連絡先をお知らせください。

蔵まえギャラリー

（一社）神奈川県建築士会湘南支部

9｜22｜土｜グリーンハウス物語・第23話
アントニン・レ－モンド　「生誕130年記念」
映像で辿るレ－モンド作品＆秋のコンサート
今年はレ－モンドの生誕130年に当ります。愈々グリー

ンハウスの改修も始まり、2020年にどんな姿を見せてく

れるのか完成が楽しみです。今年も「善行公民館」で

生誕130年を記念してレ－モンド作品の数々をレ－モン

ド設計事務所のご協力で映像で楽しみたいと思いま

す。レ－モンド作品は、多くが現在も現役で活躍中です

が、過去の代表作品を含めて映像で辿ります。

そして、お馴染みのコンサートでご一緒に唄って、アンサ

ンブル・アモーレの演奏をお楽しみ下さい。

14：00～　開演（13：30受付開始）

　　　　　　　　　1.「レーモンド作品の映像」を楽しむ

　　　　　　　　　2.藤沢の関東大震災の記録

15：30～　「秋のコンサート」（16：30終了）

藤沢市　善行公民館　ホール

500円（資料、歌詞カード）

120名 (先着順、申込9/15まで)

fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田宛)

善行雑学大学

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜17｜土｜グリーンハウス物語　第24話
「旧藤澤カントリーから俣野・旧東海道を訪ねて」
～秋の邸園散策と旧東海道藤沢宿まで～
藤沢善行の旧藤沢カントリー倶楽部グリ－ンハウスから

コース跡地を経て境川河岸を散策。横浜西部の大磯・小

田原の邸園文化の入口に位置する東俣野「俣野別邸」

へ。秋の邸園を散策後邸宅の見学、旧東海道の道筋にあ

る「旧モーガン邸」を訪ねて邸園散策、遊行寺坂の「有田

家の古民家・蔵」と史跡を巡り、旧藤澤宿大鋸の「ふじさ

わ宿交流館」まで。解散後、遊行寺も自由見学できます。

9：00～12：30（集合8：45）

小田急江ノ島線　善行駅　改札口

グリーンハウス（工事中）→コース跡地→俣野別邸→旧モーガ

ン邸（邸園散策）→有田家→旧藤澤宿→ふじさわ宿交流館

900円 (資料代及び俣野別邸入館料含む)

30名 (先着順、申込11/10まで)

fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田宛)

善行雑学大学

時　　間

集合場所

散策コース

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10月｜土日祝日開催｜藤沢今昔・まちなかアートめぐり2018
2010年の活動開始から今年で9回目となる藤沢今昔

まちなかアートは現在進行形のアートにより、旧藤沢宿

地区の歴史的建造物、邸園等の保全と活用を推進し、

次世代継承を主旨としています。

蔵や庭園などを会場とした海外作家も参加の展覧会。ア

ートと景観照明の可能性を探るシンポジウム。地元の児童

クラブと共に伝承をテーマにワークショップ等を行います。

◆催し期間中シンポジウム開催　 「藤沢宿・景観照明の可能性とまちなかアート」

日時：10/21（日）　14：30～16：30（14：00開場）　　　　　コメンテーター：菅 孝能氏(建築家、藤沢市景観審議会会長)　　
会場：藤沢市ふじさわ宿交流館　　　　　　　　　　　　　　　　　　 講演：Light Brothers(工藤真司、伏見雅之)他パネリスト予定
定員：60名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：藤沢市

11：00～17：00　

関次商店、旧稲元屋呉服店、旧石曽根商店、有田家他

国内10名程度、海外から数名の参加による美術作品

mail：fsmuse0911@yahoo.co.jp

tel：090-1212-4415（伊東）

http://f-artkonjaku.tumblr.com

藤沢今昔まちなかアート実行委員会

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

会　　場

展　　示

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜4｜日｜米寿の蔵まえで、桜の染め体験会
秋に紅葉する桜の葉で草木染をしてみませんか。すて

きな色に染まります。蔵まえギャラリーを会場に藤沢市

内の紅葉した桜の葉から、桜色を絹スカーフに染めま

す。好みのスカーフを選んで模様を付け、好きな色にな

るまでゆっくり楽しんで染めましょう。色止めは鉄たまご

やミョウバンなど、身近なものを使います。染め物が乾く

まで、お茶を飲みながら米寿を迎えた蔵まえギャラリー

の建物解説をお聞きください。

10：00～　13：00～（各90分程度） 

蔵まえギャラリー　（藤沢市藤沢630-1） 

4,000円（絹大判スカーフ付き） 

各10名（申込受付10/1～、先着順）

mail：a_whto@yahoo.co.jp

fax：0466-25-9909　※氏名・ご連絡先をお知らせください。

蔵まえギャラリー

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込＆

お問合せ

主　　催

9｜23｜祝・日｜盛岩寺昭和文化館
一日そば屋開店　手打ち新そばを楽しむ
昭和文化館は平成29年５月に国登録有形文化財に登

録されました。大正13年に建てられた旧商家の店舗兼

居間は昭和13年御所見村に移築され、さらに平成24

年盛岩寺に再移築された築90余年を経た旧商家の古

建築です。

豪壮でまた趣きのある古風豊かな建物です。この度1

日そば屋を開店し、そば打ち名人の手打ち新そばを楽

しみます。また、近くの（約600㍍）小出川では彼岸花

祭りが行われており、大黒橋から追出橋まで約3キロに

わたって彼岸花が咲き、田園風景の中散策が楽しめま

す。合わせてお気軽にお出かけ下さい。

11：00～15：00 (売り切れ次第終了) 

盛岩寺 （藤沢市打戻1119）

700円（もりそばのみ）

70名

tel：0466-48-5653/fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜9｜金｜～｜11｜日｜盛岩寺昭和文化館
墨跡風入れ展と展示解説
境内にある薬師堂は薬師三尊十二神将をお祀りし、昭

和文化館として春はひな人形展、花まつり歌まつり、新

緑茶会、秋は邸園文化祭参加行事等多彩な催しを行

っています。堂内の薬師三尊十二神将は打戻二ノ町に

あった旧東光寺のご本尊で（明治初年廃寺となり盛岩

寺に移管）堂の前の名称もその由縁である。この度、寺

所蔵の什物掛軸を風入れのため約70点展示します。

展示解説も随時行います。またお抹茶とお菓子の呈茶

あり。お気軽にお出かけご参加下さい。

10：00～16：00

盛岩寺 （藤沢市打戻1119）

無料 

tel：0466-48-5653/fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

協　　力

10｜20｜土｜・11｜17｜土｜盛岩寺昭和文化館　お茶を楽しむ！
盛岩寺では春は新緑茶会、晩秋は歳の瀬茶会-茶筌

供養-と、年二回お茶会を行っています。昭和文化館に

は十畳の仏間、八畳二間の座敷、三畳向切の無庵が

ありそれぞれに炉が切ってあります。長い参道や広い境

内、趣きのある古風豊かな風情の中で季節のお道具・

趣向で茶の文化をお楽しみ頂ければと思います。

待合でくつろぎ、本席で初炭、お菓子・濃茶・薄茶をい

ただきます。お気軽のお出かけ願います。

（10月20日は名残り、11月17日は開炉）

14：00～16：00

盛岩寺 （藤沢市打戻1119）

1,000円

20名

fax：0466-47-0633、mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

※お申込は、9月20日から受付します。

　　fax・mail・はがき等でお申込みください。

tel：0466-48-5653

盛岩寺昭和文化館 / 協  力　盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

11｜10｜土｜米寿の蔵で尺八コンサート
築後88年を迎える蔵まえギャラリーの内蔵で尺八の音

色を楽しみます。演奏は、建築士でもある橋本守さん

です。ギターも加わったコンサートで、秋の午後を過ごし

てみませんか。尺八と建築への想いをテーマに、尺八の

構造、音色の特徴などの解説もしていただきます。ま

た、開演前に建物の解説付き見学ができます。

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

共　　催

藤沢 藤沢



15 |
15 16

緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸

グリーンヒル湘南

イトーヨーカドー江
ノ
電

バス停
「橘通り」

藤沢市民会館

小田急

旧後藤医院

藤沢駅

藤沢市民会館

藤沢駅

イトーヨーカドー

UFJ銀行

小田急

藤沢市民会館
藤沢市鵠沼東 8-1
JR 藤沢駅南口より徒歩 10 分

俣野別邸

バス停
「鉄砲宿」

俣野別邸庭園

30
1

ファミリーマート

32

311

鎌倉大仏殿
高徳院

鎌倉病院

旧山本条太郎邸

長谷駅

江ノ電

長谷寺

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122
JR藤沢駅北口バスターミナル5番

旧後藤医院
藤沢市鵠沼橘1-14-7
JR藤沢駅南口より徒歩６分

11｜25｜日｜俣野別邸庭園「庭園散歩」
もみじ祭りスペシャル
俣野別邸庭園もみじ祭りの企画として、紅葉や季節の

植物の見所を散策しながら紹介し、別荘地の邸宅と庭

園の魅力を体感していただきます。

10：00～11：00（9：55に休憩棟前集合）

俣野別邸庭園　休憩棟

無料

20名程度

tel：045-852-8038

公益財団法人横浜市緑の協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

11｜22｜木｜～11｜25｜日｜鎌倉別荘建築の至宝
―旧山本条太郎別荘特別公開
山本条太郎は、三井物産出身の実業家。鎌倉の別荘

は大正7年に建築され、桑ケ谷の南面する約5千坪の

土地の中の、山裾の一段高くなった場所に150坪の数

寄屋建築の住宅を建てました。2016年に国の登録有

形文化財に登録され、今年で築101年になります。鎌

倉の保養地、別荘地時代を記憶する貴重な文化財で

あると言えます。現在は、宗教法人神霊教が現状を維

持したまま保存しています。今回特別に、湘南邸園文

化祭に際して4日間の特別公開をいたします。

10：00～16：00（入館は閉館の30分前まで）

旧山本条太郎別荘

500円

各日100名程度

島本千也（地理・地域研究者）

tel・fax：0467-67-5873（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

mobile：080-1018-1629

鎌倉の別荘地時代研究会

時　　間

会　　場

入場料

定　　員

案　　内

お問合せ

主　　催

12｜8｜土｜俣野別邸　夜間特別開館
ハープコンサート

昭和の面影を残す邸園で開かれる、ハープコンサート。

普段は見ることの出来ない夜間の芝庭を望みながら、

ハープの音色を間近でお楽しみください。今回は明治

150年にちなんで、明治の頃に作られた楽曲を中心と

した演奏を行い、その時代に思いを馳せる特別な時間

を演出します。

18：30～20：00（開場受付18：00～）

俣野別邸

小堀真梨氏（ハープ）

1,500円

40名

tel：045-852-8038

公益財団法人横浜市緑の協会

時　　間

会　　場

演奏者

参加費

定　　員

お申込

主　　催

10｜8｜祝・月｜旧東海道の邸園をたずねて
「俣野別邸、旧モーガン邸、そして旧藤沢宿へ」
明治5年に宿駅制が廃止になってからも東海道は人やも

のの往来が盛んで、モータリゼーションの発達とともに湘

南の丘の上にも別荘文化が花開きました。眺めの良い昭

和初期の別荘から旧藤沢宿の旧家や商家をたずねて歩

きます。俣野別邸では再建の設計者の解説を、旧モーガ

ン邸では守る会から解説を、江戸方見附近くの古民家を

訪ねたのち、旧藤沢宿の蔵と町家を見て、終点は今年米

寿を迎えた旧榎本米穀店（蔵まえギャラリー）です。

9：30～12：30

JR藤沢駅北口改札

1,000円(俣野別邸入館料、資料代、保険料等） 

20名 (申込受付9月8日から先着順)

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388　 

NPO法人旧モーガン邸を守る会 

（一社）神奈川県建築士会湘南支部

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込＆

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜8｜木｜旧モーガン邸で楽しむ藍染体験
今年も蔵まえギャラリーから講師を招いて藍染体験を

企画しました。毎年楽しみにして下さる方にも、追加で

染められるすてきな素材を用意します。初心者も基本

から学べますので気軽にご参加ください。布が乾く間、

旧モーガン邸の庭園散策もお楽しみいただけます。

10：30～12：00、13：00～14：30 

旧モーガン邸庭園　（藤沢市大鋸1122） 

1,000円 

30名　（10：30の部15名、13：00の部15名） 

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388　※氏名・ご連絡先をお知らせください。

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜11｜日｜募金コンサート「響け！富岳太鼓」
旧モーガン邸の再生活用のために毎年行っている募金

コンサートです。静岡県御殿場市にある社会福祉法人

富岳会が主宰する「富岳太鼓」を聞いていただきます。

知的ハンディを抱える人たちの和太鼓療育活動で顕著

な効果を表した「竜神組」と職員でインストラクターを中

心に構成する「雷神組」から15名のメンバーが演奏しま

す。演奏する曲は全て富士山にまつわる神話、民話、自

然をテーマにしたものです。

14：00～16：00　（13：30開場）

藤沢市民会館大ホール　（藤沢市鵠沼東8-1）

指定席2,500円、自由席（前売り）2,000円、

小学生以下1,000円

※ガイドヘルパーの方は割引あり

1,380名（親子室あり）

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

入場料

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜27｜土｜
明治150年・築100年記念

       鎌倉別荘建築の至宝-旧山本条太郎邸
        「L.ハ－ンが見た明治の鎌倉」
明治150年と会場の普段非公開の旧山本条太郎邸・

長谷霊源閣（国登録有形文化財指定）築100年を合

わせた特別記念イベントです。

明治23年横浜に上陸したL.ハ－ン（小泉八雲）が鎌

倉・江ノ島を訪れた見聞記を貴重な映像を用いて解

説。旧山本条太郎邸の建築学的解説。『耳なし芳一』

薩摩琵琶弾き語り。伝統工芸「花結」、パネル写真「鎌

倉の原風景」展示などから明治150年に思いを馳せて

いただきます。

13：30～16：00（開場13：00）

旧山本条太郎別荘

土谷精作氏（鎌倉ペンクラブ副会長）

小沢朝江氏（東海大学教授）

坂麗水氏

倉田生子氏（花結）、島本千也氏（パネル）

3,000円

50名（申込先着順、申込締切10月20日）

mail：inadaxxx@.yahoo.co.jp (稲田)

tel・fax：0467-32-1650 (稲田)

鎌倉邸園文化クリエイション

鎌倉の別荘地時代研究会　　　　　　　

時　　間

会　　場

講　　演

解　　説

演　　奏

展　　示

入場料

定　　員

申込み

主　　催

協　　力

雨天会場変更

12｜8｜木｜旧モーガン邸で楽しむクリスマスリース作り
12月の庭園公開日の催しとして、午前10時半から午後2

時半まで、随時リース作りを楽しんでいただきます。庭園で

採集できる木の実やまつぼっくりも使ってオリジナル作品を

作ります。その他の材料や道具は用意いたしますので、手

ぶらでどうぞ。初心者にも講師が丁寧にアドバイスいたしま

す。完成後は庭園散策等でゆっくりお過ごしください。

10：30～14：30 

旧モーガン邸庭園　（藤沢市大鋸1122） 

1,000円（2つ目は500円） 

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

中止

11｜17｜土｜国登録有形文化財
―旧後藤医院で聴くピアノ演奏会
昭和初期の木造医院で趣のある建造物です。建物内

部の洋風応接間に創建当時からあった故後藤秀兵院

長の愛用のピアノによるミニコンサートを午前、午後の2

回に分け開催します。同時に特徴ある建物の内部や昔

の家具などをご案内、説明いたします。

第一部 11：00～　第二部 13：30～

旧後藤医院 (現・鵠沼橘市民の家)

無料

各回２０名程度 (申込不要)

tel：090-9836-5157 （北村）

鵠沼の緑と景観を守る会　

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

旧モーガン邸門
リース

富岳太鼓

藍染のスカーフ
ハープ演奏者　小堀氏

旧山本条太郎別荘鳥瞰

旧山本条太郎別荘

L.ハーン

土谷精作氏

花結び

小沢朝江氏 坂麗水氏

もみじ坂紅葉

旧モーガン邸

俣野別邸

有田家

俣野別邸
横浜市戸塚区東俣野町 80-1
戸塚駅西口・戸塚バスセンター
から神奈中バス （戸 81 系統）
「鉄砲宿」 下車徒歩 5 分
藤沢駅北口バス乗場から神奈
中バス（戸 81・藤 54 系統）「鉄
砲宿」 下車徒歩５分

旧山本条太郎別荘
江ノ電長谷駅より徒歩 5 分

横浜戸塚・鎌倉藤沢 明治

明治

明治

”明治”に関連する催し



| 16
15 16

緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸

グリーンヒル湘南

イトーヨーカドー江
ノ
電

バス停
「橘通り」

藤沢市民会館

小田急

旧後藤医院

藤沢駅

藤沢市民会館

藤沢駅

イトーヨーカドー

UFJ銀行

小田急

藤沢市民会館
藤沢市鵠沼東 8-1
JR 藤沢駅南口より徒歩 10 分

俣野別邸

バス停
「鉄砲宿」

俣野別邸庭園

30
1

ファミリーマート

32

311

鎌倉大仏殿
高徳院

鎌倉病院

旧山本条太郎邸

長谷駅

江ノ電

長谷寺

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122
JR藤沢駅北口バスターミナル5番

旧後藤医院
藤沢市鵠沼橘1-14-7
JR藤沢駅南口より徒歩６分

11｜25｜日｜俣野別邸庭園「庭園散歩」
もみじ祭りスペシャル
俣野別邸庭園もみじ祭りの企画として、紅葉や季節の

植物の見所を散策しながら紹介し、別荘地の邸宅と庭

園の魅力を体感していただきます。

10：00～11：00（9：55に休憩棟前集合）

俣野別邸庭園　休憩棟

無料

20名程度

tel：045-852-8038

公益財団法人横浜市緑の協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

11｜22｜木｜～11｜25｜日｜鎌倉別荘建築の至宝
―旧山本条太郎別荘特別公開
山本条太郎は、三井物産出身の実業家。鎌倉の別荘

は大正7年に建築され、桑ケ谷の南面する約5千坪の

土地の中の、山裾の一段高くなった場所に150坪の数

寄屋建築の住宅を建てました。2016年に国の登録有

形文化財に登録され、今年で築101年になります。鎌

倉の保養地、別荘地時代を記憶する貴重な文化財で

あると言えます。現在は、宗教法人神霊教が現状を維

持したまま保存しています。今回特別に、湘南邸園文

化祭に際して4日間の特別公開をいたします。

10：00～16：00（入館は閉館の30分前まで）

旧山本条太郎別荘

500円

各日100名程度

島本千也（地理・地域研究者）

tel・fax：0467-67-5873（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

mobile：080-1018-1629

鎌倉の別荘地時代研究会

時　　間

会　　場

入場料

定　　員

案　　内

お問合せ

主　　催

12｜8｜土｜俣野別邸　夜間特別開館
ハープコンサート

昭和の面影を残す邸園で開かれる、ハープコンサート。

普段は見ることの出来ない夜間の芝庭を望みながら、

ハープの音色を間近でお楽しみください。今回は明治

150年にちなんで、明治の頃に作られた楽曲を中心と

した演奏を行い、その時代に思いを馳せる特別な時間

を演出します。

18：30～20：00（開場受付18：00～）

俣野別邸

小堀真梨氏（ハープ）

1,500円

40名

tel：045-852-8038

公益財団法人横浜市緑の協会

時　　間

会　　場

演奏者

参加費

定　　員

お申込

主　　催

10｜8｜祝・月｜旧東海道の邸園をたずねて
「俣野別邸、旧モーガン邸、そして旧藤沢宿へ」
明治5年に宿駅制が廃止になってからも東海道は人やも

のの往来が盛んで、モータリゼーションの発達とともに湘

南の丘の上にも別荘文化が花開きました。眺めの良い昭

和初期の別荘から旧藤沢宿の旧家や商家をたずねて歩

きます。俣野別邸では再建の設計者の解説を、旧モーガ

ン邸では守る会から解説を、江戸方見附近くの古民家を

訪ねたのち、旧藤沢宿の蔵と町家を見て、終点は今年米

寿を迎えた旧榎本米穀店（蔵まえギャラリー）です。

9：30～12：30

JR藤沢駅北口改札

1,000円(俣野別邸入館料、資料代、保険料等） 

20名 (申込受付9月8日から先着順)

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388　 

NPO法人旧モーガン邸を守る会 

（一社）神奈川県建築士会湘南支部

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込＆

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜8｜木｜旧モーガン邸で楽しむ藍染体験
今年も蔵まえギャラリーから講師を招いて藍染体験を

企画しました。毎年楽しみにして下さる方にも、追加で

染められるすてきな素材を用意します。初心者も基本

から学べますので気軽にご参加ください。布が乾く間、

旧モーガン邸の庭園散策もお楽しみいただけます。

10：30～12：00、13：00～14：30 

旧モーガン邸庭園　（藤沢市大鋸1122） 

1,000円 

30名　（10：30の部15名、13：00の部15名） 

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388　※氏名・ご連絡先をお知らせください。

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜11｜日｜募金コンサート「響け！富岳太鼓」
旧モーガン邸の再生活用のために毎年行っている募金

コンサートです。静岡県御殿場市にある社会福祉法人

富岳会が主宰する「富岳太鼓」を聞いていただきます。

知的ハンディを抱える人たちの和太鼓療育活動で顕著

な効果を表した「竜神組」と職員でインストラクターを中

心に構成する「雷神組」から15名のメンバーが演奏しま

す。演奏する曲は全て富士山にまつわる神話、民話、自

然をテーマにしたものです。

14：00～16：00　（13：30開場）

藤沢市民会館大ホール　（藤沢市鵠沼東8-1）

指定席2,500円、自由席（前売り）2,000円、

小学生以下1,000円

※ガイドヘルパーの方は割引あり

1,380名（親子室あり）

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

入場料

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜27｜土｜
明治150年・築100年記念

       鎌倉別荘建築の至宝-旧山本条太郎邸
        「L.ハ－ンが見た明治の鎌倉」
明治150年と会場の普段非公開の旧山本条太郎邸・

長谷霊源閣（国登録有形文化財指定）築100年を合

わせた特別記念イベントです。

明治23年横浜に上陸したL.ハ－ン（小泉八雲）が鎌

倉・江ノ島を訪れた見聞記を貴重な映像を用いて解

説。旧山本条太郎邸の建築学的解説。『耳なし芳一』

薩摩琵琶弾き語り。伝統工芸「花結」、パネル写真「鎌

倉の原風景」展示などから明治150年に思いを馳せて

いただきます。

13：30～16：00（開場13：00）

旧山本条太郎別荘

土谷精作氏（鎌倉ペンクラブ副会長）

小沢朝江氏（東海大学教授）

坂麗水氏

倉田生子氏（花結）、島本千也氏（パネル）

3,000円

50名（申込先着順、申込締切10月20日）

mail：inadaxxx@.yahoo.co.jp (稲田)

tel・fax：0467-32-1650 (稲田)

鎌倉邸園文化クリエイション

鎌倉の別荘地時代研究会　　　　　　　

時　　間

会　　場

講　　演

解　　説

演　　奏

展　　示

入場料

定　　員

申込み

主　　催

協　　力

雨天会場変更

12｜8｜木｜旧モーガン邸で楽しむクリスマスリース作り
12月の庭園公開日の催しとして、午前10時半から午後2

時半まで、随時リース作りを楽しんでいただきます。庭園で

採集できる木の実やまつぼっくりも使ってオリジナル作品を

作ります。その他の材料や道具は用意いたしますので、手

ぶらでどうぞ。初心者にも講師が丁寧にアドバイスいたしま

す。完成後は庭園散策等でゆっくりお過ごしください。

10：30～14：30 

旧モーガン邸庭園　（藤沢市大鋸1122） 

1,000円（2つ目は500円） 

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-88-4388

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

中止

11｜17｜土｜国登録有形文化財
―旧後藤医院で聴くピアノ演奏会
昭和初期の木造医院で趣のある建造物です。建物内

部の洋風応接間に創建当時からあった故後藤秀兵院

長の愛用のピアノによるミニコンサートを午前、午後の2

回に分け開催します。同時に特徴ある建物の内部や昔

の家具などをご案内、説明いたします。

第一部 11：00～　第二部 13：30～

旧後藤医院 (現・鵠沼橘市民の家)

無料

各回２０名程度 (申込不要)

tel：090-9836-5157 （北村）

鵠沼の緑と景観を守る会　

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

旧モーガン邸門
リース

富岳太鼓

藍染のスカーフ
ハープ演奏者　小堀氏

旧山本条太郎別荘鳥瞰

旧山本条太郎別荘

L.ハーン

土谷精作氏

花結び

小沢朝江氏 坂麗水氏

もみじ坂紅葉

旧モーガン邸

俣野別邸

有田家

俣野別邸
横浜市戸塚区東俣野町 80-1
戸塚駅西口・戸塚バスセンター
から神奈中バス （戸 81 系統）
「鉄砲宿」 下車徒歩 5 分
藤沢駅北口バス乗場から神奈
中バス（戸 81・藤 54 系統）「鉄
砲宿」 下車徒歩５分

旧山本条太郎別荘
江ノ電長谷駅より徒歩 5 分

横浜戸塚・鎌倉藤沢 明治

明治

明治

”明治”に関連する催し
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邸園の見学にあたって

◎邸園は閑静な住宅街の中にあり、十分な駐車場もございません。周囲に

　　迷惑とならないよう、極力公共交通機関を利用してください。

◎今回特別公開される邸園や歴史的建造物の場合は、所有者の許可な

　　しの写真撮影はご遠慮ください。

◎邸園内を移動される際、リュックを背負ったままであったり、大きなバッグ

　　を持ったままであったりしますと、調度品等を傷つける危険がありますの

　　で、前に抱えるなど、十分にご注意ください。意ください。

湘南邸園文化祭HPについて
湘南邸園文化祭HPでは、開催趣旨、過去の開催概要や会員団体の紹

介等を行っております。ぜひ、HPをご覧ください。　

　　→　http://shonan-teien-festival.org/

湘南邸園文化祭 検索
17 18

バス停 「真名瀬」

バス停 「芝崎」

熊野神社

旧宮城道雄別荘207

万代会館

津久井浜駅

津久井浜

京
急

久
里

浜
線

県立近代美術館
葉山館

葉山しおさい公園
しおさい博物館

一色海岸 バス停
「一色海岸
　しおさい公園前」

207

県立近代美術館
葉山館

しおさい公園

一色海岸

バス停「三ヶ丘」

プレーゴ葉山

しおさい博物館

山口蓬春記念館

207

バス停「三崎港」

チャッキラコ
三崎昭和館

うらり

バス停
「旧役場前」

加地邸

森山神社
コンビニ

郵便局

葉山御用邸↓

134

11｜3｜祝・土｜文化財住宅で聴く「平家物語」

平家最後の嫡男六代御前の処刑が行われた御最期川

(別名､田越川)の畔､110余年の歴史を持つ登録有形文

化財長島孝一邸で“平家物語”を終段の｢六代斬られ｣

も含め､薩摩琵琶の名手樋渡蓬水、古澤史水両氏の演

奏で聴きます｡併せて､建物の説明と登録有形文化財活

用保存の意義について､建築家長島孝一氏と語ります｡

14：00～16：30

長島孝一邸

3,000円（資料、茶菓子代含む）

40名（申込先着順、申込期日10月28日迄）　

https://www.facebook.com/zushibunka/ 

NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜28｜日｜逗子の別荘邸園を散策し、昭和
の別荘建築を見る
桜山を背に、逗子の入江を見下ろす高台に旧藤瀬・脇村

邸があります。数寄屋風の意匠に暖炉などを備えた和洋

折衷の典型で、近代日本建築史の代表です。三井物産常

務取締役だった藤瀬政次郎夫人で歌人でもある藤瀬秀

子氏が逗子別荘として建築。その後、経済学者・脇村義太

郎氏が居住しました。今回は、昭和の別荘建築と逗子界隈

の別荘文化についての話をサロン形式で語り合います。

12：30～15：00

逗子市役所（12：30集合 時間厳守）

無料

30名

https://www.facebook.com/zushibunka/

NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

主　　催

11｜3｜祝・土｜～｜4｜日｜「加地邸をひらく」木管サロンコンサート

葉山町で３番目に登録有形文化財に登録された加地邸

で、葉山在住のNHK交響楽団首席クラリネット奏者・松

本健司氏率いる木管三重奏「トリオ・サンクァンシュ」の上

質な音と、選りすぐりの飲食をお楽しみ頂きます。各回、

築90年を迎えた加地邸で２時間半ゆったりとお過ごし下

さい。演奏時間は30分、その前後各1時間は建物見学と

歓談タイム。葉山に関する書籍などもご用意してお待ち

しています。ご用意するドリンクは、葉山のクラフトビール、

ワイン、フレッシュジュース、珈琲など葉山にある店からの

お取り寄せ品。手作りフィンガーフードの販売も有ります。

11/3　①12：00～14：30、②15：00～17：30

11/4　③12：00～14：30

加地邸

池田昭子（オーボエ）、松本健司（クラリネット）、

菅原恵子（ファゴット）

4,000円(1ドリンク付  小学生2,000円)

各回40名（先着順）

mail：mom3dkakiko@gmail.com(高田)

tel：090-1115-1312(高田)

NPO法人葉山環境文化デザイン集団

時　　間

会　　場

演　　奏

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜17｜土｜「雨の念佛荘」サロンコンサート
～宮城道雄名曲のしらべ～
葉山の真名瀬の漁港を望む小高い場所に、建物全体

が茶室づくりという凝った造りの旧宮城道雄別荘「雨の

念佛荘」があります。普段は非公開ですが、湘南邸園

文化祭にあわせて、1日だけ特別公開し、宮城道雄の

名曲をお楽しみいただきます。

曲目は《春の海》《ロンドンの夜の雨》《新暁》《水の変態》

です。コンサート終了後は、葉山在住の建築家が建物の

ご案内をいたします。

13：30開演 （13：00開場）

旧宮城道雄別荘 （「雨の念佛荘」）

岩城弘子・多々良香保里（箏）、安島瑶山（尺八）

3,000円

40名 （申込先着順）

tel：03‐3269‐0208　（宮城道雄記念館）

一般財団法人 宮城道雄記念館

箏曲宮城会

時　　間

会　　場

出演者

参加費

定　　員

申込み

主　　催

協　　賛

11｜3｜祝・土｜しおさい公園　琴のしらべ
かつて御用邸内であった由緒ある庭園の葉山町しおさ

い公園。毎年11月3日は葉山町により無料開放日とな

る日です。演奏は、葉山や鎌倉で琴を学ぶ琴アカデ

ミー馬場信子教室のメンバー。美しい日本庭園で伝統

のしらべをお楽しみ下さい。

※駐車場の台数に限りがありますので、お越しの際は

　 公共交通機関を御利用下さい。

①11：00～11：50、②14：00～14：50

葉山町しおさい公園

①庭園（雨天茶室）　②茶室

馬場 信子、琴アカデミー会員

無料

演奏について tel：0467-25-1234 （琴アカデミー）

施設について tel：046-876-1140 （しおさい公園）

琴アカデミー

葉山町、葉山町教育委員会、逗子葉山ライオンズクラブ

時　　間

会　　場

出演者

参加費

お問合せ

主　　催

後　　援

旧宮城道雄別荘

演奏風景

しおさい公園

古澤史水、樋渡蓬水

脇村邸内観

長島邸

旧藤瀬・脇村邸

琴アカデミー

紅葉に染まる庭園

加地邸

トリオ・サンクァンシュ

今年度より再公開した2階座敷
（旧画室）

旧宮城道雄別荘
JR逗子駅より　バス3番乗り場
「葉山一色（海岸まわり）」行きに乗車
バス停「真名瀬」下車

10｜20｜土｜茅葺別荘万代会館と本行寺本堂を
通して横須賀北下浦の魅力を知る
北下浦地域は横須賀の別荘文化を代表する万代会館

（茅葺き別荘）が、その存続に向けて市民による保存継

承提言が行われており、今後の動向が注目されます。ま

た、横須賀の歴史的建造物を見る上で関東大震災の

影響に注目することも重要で、震災で倒壊寸前の被害

を受けながらも粘り強く存続し続ける本行寺本堂は独

特の迫力を有しています。今回はこの２棟の見学を通し

て､北下浦の魅力を知る機会にしたいと思います。

＜プログラム＞

 9：30　　　京急津久井浜駅集合

 9：45～　万代会館で青空講座　　　　　　　　 

10：30～　（津久井浜駅～長沢駅 京急線で移動）

11：00～　本行寺で社寺建築の話・建物見学

9：30～12：30

京急線津久井浜駅（9：30集合）

市立万代会館、本行寺

　「万代会館保存活用への軌跡と北下浦地域の魅力」

大野敏教授（横浜国立大学都市科学部建築学科）

500円 （資料代)

※移動の交通費は含みません。

25名

tel：090-4016-2265 （富澤）

fax：046-827-1838 （富澤）

横須賀建築探偵団

時　　間

集合場所

会　　場

講　　演

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

市立万代会館
横須賀市津久井2-15-33
京急津久井浜駅より徒歩5分

万代会館

本行寺

明治35 年建築という三崎昭和館

地元の子どもたちが町の魅力を案内

葉山しおさい公園
JR逗子駅より　バス３番乗り場
海岸まわり「葉山」行きに乗車
バス停「一色海岸しおさい公
園前」下車

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

①11｜3｜祝・土｜・②12｜8｜土｜

旧山口蓬春邸当時の庭園の様子や吉田五十八設計

によるアトリエなどについて学芸員による解説付きでご

案内いたします。普段と一味違う山口蓬春記念館をご

堪能ください。

※雨天の場合は、集合場所が変更になる場合があり

 　 ますので受付でご確認ください。 山口蓬春記念館
JR逗子駅より　バス３番乗り場
海岸回り「葉山」行き乗車
バス停「三ヶ丘･神奈川県立近
代美術館前」下車　徒歩２分
URL http://www.hoshun.jp/

加地邸
JR逗子駅より　バス2番乗り場
バス停「旧役場前」下車
徒歩3分

11：00～11：40

山口蓬春記念館 （tel：046-875-6094）

無料 （但し、当日の入館料は別途必要）

先着15名

開始10分前までに入館料をお支払いの上、

正門前にご集合ください。

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生

涯学習財団

山口蓬春記念館　邸園ツアー

チャッキラコ・三崎昭和館
三浦市三崎2丁目11-3
京急線・三崎口駅または三浦
海岸駅よりバス乗車
バス停「三崎港」にて下車、徒
歩3分

10｜28｜日｜マグロだけじゃない！！
三崎の町再発見ウォークラリー
昭和の香り漂う三崎下町、目線を上げて歩いてみると

そこにはレトロな町がそのまま残っています。

蔵造り、看板建築・・・昭和の三崎を想像しながら歩い

てみてください。おなかが空いたら三崎の味を堪能！磯

の香りも味わいましょう。物知りお年寄りの説明口調も

心地いい・・・

視覚・味覚・嗅覚・聴覚を楽しみながらの散策。ゴール

地点にはお楽しみプレゼントもあります。

友達どうしの参加もOK!

12：00～16：00（受付15：00まで）

発：チャッキラコ・三崎昭和館

着：産直センター「うらり」

1人300円（お楽しみプレゼント付）

※三崎昭和館見学は、どなたも無料です。

100名（当日先着順）

tel：046-881-6721（担当：内藤・大井）

三崎の町再発見ウォークラリー実行委員会

株式会社三浦海業公社

三浦市

三崎下町商店街

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

協　　力

逗子・横須賀・三浦葉山
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◎今回特別公開される邸園や歴史的建造物の場合は、所有者の許可な

　　しの写真撮影はご遠慮ください。

◎邸園内を移動される際、リュックを背負ったままであったり、大きなバッグ

　　を持ったままであったりしますと、調度品等を傷つける危険がありますの

　　で、前に抱えるなど、十分にご注意ください。意ください。

湘南邸園文化祭HPについて
湘南邸園文化祭HPでは、開催趣旨、過去の開催概要や会員団体の紹

介等を行っております。ぜひ、HPをご覧ください。　
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11｜3｜祝・土｜文化財住宅で聴く「平家物語」

平家最後の嫡男六代御前の処刑が行われた御最期川

(別名､田越川)の畔､110余年の歴史を持つ登録有形文

化財長島孝一邸で“平家物語”を終段の｢六代斬られ｣

も含め､薩摩琵琶の名手樋渡蓬水、古澤史水両氏の演

奏で聴きます｡併せて､建物の説明と登録有形文化財活

用保存の意義について､建築家長島孝一氏と語ります｡

14：00～16：30

長島孝一邸

3,000円（資料、茶菓子代含む）

40名（申込先着順、申込期日10月28日迄）　

https://www.facebook.com/zushibunka/ 

NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜28｜日｜逗子の別荘邸園を散策し、昭和
の別荘建築を見る
桜山を背に、逗子の入江を見下ろす高台に旧藤瀬・脇村

邸があります。数寄屋風の意匠に暖炉などを備えた和洋

折衷の典型で、近代日本建築史の代表です。三井物産常

務取締役だった藤瀬政次郎夫人で歌人でもある藤瀬秀

子氏が逗子別荘として建築。その後、経済学者・脇村義太

郎氏が居住しました。今回は、昭和の別荘建築と逗子界隈

の別荘文化についての話をサロン形式で語り合います。

12：30～15：00

逗子市役所（12：30集合 時間厳守）

無料

30名
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NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

時　　間

集合場所

参加費
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申込み

主　　催

11｜3｜祝・土｜～｜4｜日｜「加地邸をひらく」木管サロンコンサート

葉山町で３番目に登録有形文化財に登録された加地邸

で、葉山在住のNHK交響楽団首席クラリネット奏者・松

本健司氏率いる木管三重奏「トリオ・サンクァンシュ」の上

質な音と、選りすぐりの飲食をお楽しみ頂きます。各回、

築90年を迎えた加地邸で２時間半ゆったりとお過ごし下

さい。演奏時間は30分、その前後各1時間は建物見学と

歓談タイム。葉山に関する書籍などもご用意してお待ち

しています。ご用意するドリンクは、葉山のクラフトビール、

ワイン、フレッシュジュース、珈琲など葉山にある店からの

お取り寄せ品。手作りフィンガーフードの販売も有ります。

11/3　①12：00～14：30、②15：00～17：30

11/4　③12：00～14：30

加地邸

池田昭子（オーボエ）、松本健司（クラリネット）、

菅原恵子（ファゴット）

4,000円(1ドリンク付  小学生2,000円)

各回40名（先着順）

mail：mom3dkakiko@gmail.com(高田)

tel：090-1115-1312(高田)

NPO法人葉山環境文化デザイン集団

時　　間
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参加費
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11｜17｜土｜「雨の念佛荘」サロンコンサート
～宮城道雄名曲のしらべ～
葉山の真名瀬の漁港を望む小高い場所に、建物全体

が茶室づくりという凝った造りの旧宮城道雄別荘「雨の

念佛荘」があります。普段は非公開ですが、湘南邸園

文化祭にあわせて、1日だけ特別公開し、宮城道雄の

名曲をお楽しみいただきます。

曲目は《春の海》《ロンドンの夜の雨》《新暁》《水の変態》

です。コンサート終了後は、葉山在住の建築家が建物の

ご案内をいたします。

13：30開演 （13：00開場）

旧宮城道雄別荘 （「雨の念佛荘」）

岩城弘子・多々良香保里（箏）、安島瑶山（尺八）

3,000円

40名 （申込先着順）

tel：03‐3269‐0208　（宮城道雄記念館）

一般財団法人 宮城道雄記念館

箏曲宮城会

時　　間

会　　場

出演者

参加費

定　　員

申込み

主　　催

協　　賛

11｜3｜祝・土｜しおさい公園　琴のしらべ
かつて御用邸内であった由緒ある庭園の葉山町しおさ

い公園。毎年11月3日は葉山町により無料開放日とな

る日です。演奏は、葉山や鎌倉で琴を学ぶ琴アカデ

ミー馬場信子教室のメンバー。美しい日本庭園で伝統

のしらべをお楽しみ下さい。

※駐車場の台数に限りがありますので、お越しの際は

　 公共交通機関を御利用下さい。

①11：00～11：50、②14：00～14：50

葉山町しおさい公園

①庭園（雨天茶室）　②茶室

馬場 信子、琴アカデミー会員

無料

演奏について tel：0467-25-1234 （琴アカデミー）

施設について tel：046-876-1140 （しおさい公園）

琴アカデミー

葉山町、葉山町教育委員会、逗子葉山ライオンズクラブ

時　　間

会　　場

出演者

参加費

お問合せ

主　　催

後　　援

旧宮城道雄別荘

演奏風景

しおさい公園

古澤史水、樋渡蓬水

脇村邸内観

長島邸

旧藤瀬・脇村邸

琴アカデミー

紅葉に染まる庭園

加地邸

トリオ・サンクァンシュ

今年度より再公開した2階座敷
（旧画室）

旧宮城道雄別荘
JR逗子駅より　バス3番乗り場
「葉山一色（海岸まわり）」行きに乗車
バス停「真名瀬」下車

10｜20｜土｜茅葺別荘万代会館と本行寺本堂を
通して横須賀北下浦の魅力を知る
北下浦地域は横須賀の別荘文化を代表する万代会館

（茅葺き別荘）が、その存続に向けて市民による保存継

承提言が行われており、今後の動向が注目されます。ま

た、横須賀の歴史的建造物を見る上で関東大震災の

影響に注目することも重要で、震災で倒壊寸前の被害

を受けながらも粘り強く存続し続ける本行寺本堂は独

特の迫力を有しています。今回はこの２棟の見学を通し

て､北下浦の魅力を知る機会にしたいと思います。

＜プログラム＞

 9：30　　　京急津久井浜駅集合

 9：45～　万代会館で青空講座　　　　　　　　 

10：30～　（津久井浜駅～長沢駅 京急線で移動）

11：00～　本行寺で社寺建築の話・建物見学

9：30～12：30

京急線津久井浜駅（9：30集合）

市立万代会館、本行寺

　「万代会館保存活用への軌跡と北下浦地域の魅力」

大野敏教授（横浜国立大学都市科学部建築学科）

500円 （資料代)

※移動の交通費は含みません。

25名

tel：090-4016-2265 （富澤）

fax：046-827-1838 （富澤）

横須賀建築探偵団

時　　間

集合場所

会　　場

講　　演

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

市立万代会館
横須賀市津久井2-15-33
京急津久井浜駅より徒歩5分

万代会館

本行寺

明治35 年建築という三崎昭和館

地元の子どもたちが町の魅力を案内

葉山しおさい公園
JR逗子駅より　バス３番乗り場
海岸まわり「葉山」行きに乗車
バス停「一色海岸しおさい公
園前」下車

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

①11｜3｜祝・土｜・②12｜8｜土｜

旧山口蓬春邸当時の庭園の様子や吉田五十八設計

によるアトリエなどについて学芸員による解説付きでご

案内いたします。普段と一味違う山口蓬春記念館をご

堪能ください。

※雨天の場合は、集合場所が変更になる場合があり

 　 ますので受付でご確認ください。 山口蓬春記念館
JR逗子駅より　バス３番乗り場
海岸回り「葉山」行き乗車
バス停「三ヶ丘･神奈川県立近
代美術館前」下車　徒歩２分
URL http://www.hoshun.jp/

加地邸
JR逗子駅より　バス2番乗り場
バス停「旧役場前」下車
徒歩3分

11：00～11：40

山口蓬春記念館 （tel：046-875-6094）

無料 （但し、当日の入館料は別途必要）

先着15名

開始10分前までに入館料をお支払いの上、

正門前にご集合ください。

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生

涯学習財団

山口蓬春記念館　邸園ツアー

チャッキラコ・三崎昭和館
三浦市三崎2丁目11-3
京急線・三崎口駅または三浦
海岸駅よりバス乗車
バス停「三崎港」にて下車、徒
歩3分

10｜28｜日｜マグロだけじゃない！！
三崎の町再発見ウォークラリー
昭和の香り漂う三崎下町、目線を上げて歩いてみると

そこにはレトロな町がそのまま残っています。

蔵造り、看板建築・・・昭和の三崎を想像しながら歩い

てみてください。おなかが空いたら三崎の味を堪能！磯

の香りも味わいましょう。物知りお年寄りの説明口調も

心地いい・・・

視覚・味覚・嗅覚・聴覚を楽しみながらの散策。ゴール

地点にはお楽しみプレゼントもあります。

友達どうしの参加もOK!

12：00～16：00（受付15：00まで）

発：チャッキラコ・三崎昭和館

着：産直センター「うらり」

1人300円（お楽しみプレゼント付）

※三崎昭和館見学は、どなたも無料です。

100名（当日先着順）

tel：046-881-6721（担当：内藤・大井）

三崎の町再発見ウォークラリー実行委員会

株式会社三浦海業公社

三浦市

三崎下町商店街

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

協　　力

逗子・横須賀・三浦葉山
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開催地域 （掲載ページ）

相模湾沿岸地域一帯は、明治期から別荘・保養地を形成して、

首都圏で活躍する政財界人 ・文化人らが滞在 ・交流する地

域として発展し、 さまざまな文化を発信 ・蓄積してきました。

それは、 緑豊かで閑静な住宅地の街並みや歴史的建造物の

佇まい、 美術、 文学、 音楽、 スポーツなどの湘南文化として

今も息づいております。

私たちは、 この地域の歴史 ・文化を育み、 人々の心に残る景

観をかたちづくってきた邸宅・庭園や歴史的建造物 （邸園等）

を、 官民協働により、 新たな文化発信や地域住民と来訪者に

よる多彩な交流の場として保全活用し、 地域の活性化につな

ぐ 「邸園文化圏再生構想」 の事業として、「湘南邸園文化祭」

を開催します。

今年は、 明治元年 (1868) から満 150 年の年に当たります。

湘南邸園文化祭では、 明治 150 年特別企画も開催します。

湘南の緑豊かで閑静なお屋敷とアートが融合した

新しい空間が出現。 さまざまなアートを楽しみながら、

秋の一日、 湘南の街を散策し、 新しい魅力を発見しませんか。

第 13回

2018

◎主催｜三崎の町再発見ウォークラリー実行委員会 / 横須賀建築探偵団 / 特定非営利活動法人葉山環境文化デザイン集団 / エコツーリズム葉山 / 一般財団法人宮城道雄記念館 / 山口蓬春記念館 /

琴アカデミー / 特定非営利活動法人逗子の文化をつなぎ広め深める会 / 原風景を生かすまちづくりの会 / 鎌倉邸園文化クリエイション / 鎌倉の別荘地時代研究会 / 特定非営利活動法人旧モーガン邸を守る会 /

善行雑学大学 / 蔵まえギャラリー / 藤沢今昔まちなかアート実行委員会 / 鵠沼の緑と景観を守る会 / 湘南藤沢文化ネットワーク / 盛岩寺昭和文化館 / 茅ヶ崎の文化景観を育む会 / 八幡山の洋館 /

公益財団法人神奈川県公園協会 ・ 湘南造園株式会社グループ / 公益社団法人大磯町観光協会 / 大磯まちづくり会議 / まちづくり工房 「しお風」 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 /

小田原邸園文化ネットワーク / 湯河原温泉 ・ 粋な温泉めぐりの会 / 特定非営利活動法人神奈川まちづかい塾 / 白菴茶室研究会 / 公益財団法人神奈川県公園協会 ・ 小田急ランドフローラグループ /

公益財団法人横浜市緑の協会 / 神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会 / 湘南邸宅文化ネットワーク協議会 / 国営昭和記念公園事務所

◎共催｜湘南邸園文化祭連絡協議会 （会長 ： 内藤英治）          ◎この事業は、 神奈川県 ( 担当 ： 都市整備課 ) との協働により開催しています。

◎問合せ先｜各プログラムの詳細や申込み　→　各主催団体にお問い合わせください

湘南邸園文化祭の概要について　→　湘南邸園文化祭連絡協議会事務局 ( 邸園文化調査団）   tel. 045-341-0087   http://shonan-teien-festival.org/

9 12 12 16水 日

13th
Wed., Sep. 12th       Sun., Dec. 16th

Map of the venue for events （page number）
Since the Meiji Period, the Shonan area, in the 
southern part of Kanagawa prefecture, has been 
popular as a resort among political, business and 
cultural leaders working in Tokyo. There, one may 
stroll around quiet residential areas and view historic 
buildings in a lush natural environment. The area has 
developed a sophisticated culture in the fields of art, 
literature, music, cinema and sport. This Shonan 
culture is still alive and well today. 

There remain many villas, with their spacious gardens, 
dotted around the scenic Shonan area, which stretches 
along the coast of Sagami Bay. Many of them are 
architectural masterpieces and sources of pride. 

2018
Shonan Teien Festival

湘南邸園文化祭

“Shonan Teien Festival” (Shonan Cultural Heritage Festival)
To our regret, however, some villas are on the brink of collapse. With the aim of conserving this cultural heritage 
through a public-private partnership, we have launched a new initiative: the Shonan Cultural Renaissance. We intend 
not only to conserve these historic buildings and their gardens but also to make them available as cultural spaces for local 
residents and visitors, including artists and creators. We hope this will lead to new cultural activities and a revitalization 
of the area. As part of the Shonan Cultural Renaissance initiative, we are holding the “ Shonan Teien Festival” . 
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