
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。

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 15回

2020

◎主催｜横須賀建築探偵団 / 葉山東伏見宮別邸サロン / サロンギャラリー明風 / 特定非営利活動法人逗子の文化をつなぎ広め深める会 / 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 / 盛岩寺昭和文化館 / 八幡山の洋館 / まちづくり工房 「しお風」 /

　　　　　　　　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 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 / 公益財団法人横浜市緑の協会 /

　　　　　　　　原風景を生かすまちづくりの会 / 湘南邸宅文化ネットワーク協議会 / 庭屋一如研究会 / 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
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. 

2020
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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全ての開催イベントは、 神奈川県の 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」 における 「感染

症拡大予防対策」 に基づき、 可能な限りの対策を講じた上で開催します。

ご参加にあたっては、 マスクの着用、 手指の消毒、 名簿の記入、 検温をお願いします。 当日、 体調の悪い方、 発熱

などの症状がある方は参加を控えてください。

また、 新型コロナウイルス感染症の拡大等の情勢などにより、 参加イベントが中止となる場合があります。

イベント主催団体からの中止連絡については、湘南邸園文化祭 HP （http://shonan-teien-festival.org/） に掲載します。

より早い開催情報を希望される方などは、 各イベントの主催団体にお問合せください。

Hakone town 箱根町



清閑亭

小田原駅東口

小田原城

報徳博物館

三の丸小学校

小田原市南町1-5-73　

小田原駅から徒歩15分

小田原邸園交流館　清閑亭
（旧黒田長成侯爵別邸）

11｜7｜土｜おだわら名工舎・吉川さんとめぐる
箱根の名建築
近代三茶人が愛した強羅白雲洞と、仙石原俵石の名

建築を、数寄屋マイスター・吉川征二さんとともにめぐ

ります。

9：30    箱根湯本駅集合

10：20　強羅公園「白雲洞」

12：00　仙石原「俵石」　（昼食）

13：45　俵石にて解散

9：30～14：00

箱根湯本駅改札口前

1５名　※最少催行６名

１０,０00円　※交通費別途740円かかります。

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

定　　員

参加費

申込み&

お問合せ

主　　催 11｜15｜日｜普段づかいのパン屋さんと
邸園を自転車で巡るツアー
街中でのチャリンコライフ、魅力的で美味しいパン屋さ

ん、別荘文化も知ることができる小田原再発見ツアー

です。自転車初心者から参加できます。

（予定プログラム）

清閑亭集合→小田原文学館（庭園）→静山荘※入園

できない場合あり→秋葉山量覚院→古稀庵（庭園）

・パン屋―レロア、ブーランジェリー箱根坂

・お茶―如春園（旧下田豆腐）

11：00～15：00

清閑亭

1,500円（別途各自パン・お茶代）

6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｜21｜土｜数寄屋棟梁とめぐる名建築
小田原に残る名建築を、その修復を多数手がける数寄

屋大工・芹澤毅さんの解説で紹介します。

（プログラム）

小田原市民会館集合→小田原城（住吉橋、銅門、天守

閣摩利支天須弥壇）→報徳二宮神社→清閑亭解散

9：30～12：00

小田原市民会館

3,000円（施設入館料、保険料）

12名

tel・fax：0465-22-2834（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

主　　催

12｜5｜土｜・6｜日｜小田原邸園文化と
紅葉を楽しむまち歩き
今年の秋は小田原で、別荘地や路地にたたずむ静けさ

を楽しみませんか？　

秋を彩るもみじの隠れた名所もご案内いたします。

もみじを愛でつつ、ゆったりと午後をお過ごしください。

13：00～16：00

箱根板橋駅

2,500円（喫茶代、ガイド料、保険料など）

各日12 名

tel・fax：0465-22-2834（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

主　　催

10｜２9｜木｜清閑亭の十三夜、
月待ちヨガとヘルシー栗ポンデ
小田原に残る名建築・清閑亭で、十三夜の月待ちヨ

ガ。講師は渡辺トモゾーさん。

ヨガの後は「栗名月」にちなんだヘルシーナな食事をお

楽しみください。

※ヨガマットはご持参ください。

18：00～20：00

清閑亭

12名

3,200円（軽食付き）

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

会　　場

定　　員

参加費

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜1｜日｜北原白秋、童謡のさんぽ道
「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。

白秋が愛したさんぽ道を、ソプラノ歌手橋本京子さん

と歌いながらめぐります。

13：30～16：00

JR東日本小田原駅改札前

1０名

2,800円（白秋童謡ブック、喫茶、保険料込み）

tel・fax：0465-22-2834 （清閑亭）

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

定　　員

参加費

申込み

主　　催

11｜21｜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」
ツアーガイドと東大二宮果樹園跡地の大正・昭和の近

代建築物群と近くのみかん山を歩いて巡り、みかんを

収穫し、湘南みかんの由来や魅力を発見する体験型

ツアーです。みかんの収穫体験では、みかんを利用し

たスパイス料理、サングリア、みかんジュースづくりの

ワークショップを自然農法農園で開催します。

9：30～14：00

二宮駅北口ロータリー

2,500円（みかんを使ったスパイス料理・ガイドブック代等含む）

10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

お申込＆

お問合せ

主　　催

1０｜18｜日｜鉄道歴史研・鈴木さんと、
小田原別邸をめぐる
小田原の別荘文化を、主に大倉喜八郎の業績と鉄道

史からひもときます。

ガイドは小田原鉄道歴史研究会の鈴木英夫さん。

「交通」というポイントから眺めると、邸園文化の違った

一面が発見できるはずです。

13：30～16：00

箱根板橋駅

15名

2,200円（資料、喫茶、保険料など）

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

定　　員

参加費

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜7｜水｜「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座
＠清閑亭

黒田長成侯爵別邸『清閑亭』を鑑賞しながら、日本中

の和風建築と日本庭園で使える「みかた」が身につく

講座です。

講座実績270回以上の講師が、歴史、伝統をふまえて

造られた和風建築・日本庭園に共通するビューポイン

トや重要な見立て、そして施主の思いや大工、庭師の

技を読み解くツボを解説します。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回　10：00～12：00（9：50集合）

第2回　13：30～15：30（13：20集合）

清閑亭

各回20名、申込先着順

2,500円（事前振込、振込先は申込後にご連絡します）

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp

tel：080-7115-2644（藤井）

※氏名・住所・電話番号・人数・希望回をお知らせください。

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

定　　員

参加費

講　　師

申込み＆

お問合せ

主　　催

1０｜17｜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)→料亭だるま→なりわい交

流館(映像)→料亭清風楼(内部)→花街グルメ(昼食・

名物小田原丼)→籠常(鰹節)→籠清(蒲鉾)→宮内大

臣・田中光顕別邸→清閑亭(内部・解散)

10：00～15：30

JR東日本小田原駅改札前

15名(歩きやすい服装で参加してください)

3,300円

https://teienbunka2020.peatix.com/

※クレジットカード払いなど可

tel：090-8564-6831（内藤）

湘南邸宅文化ネットワーク協議会

時　　間

集合場所

定　　員

参加費

申込み&

お支払い

お問合せ

主　　催

12｜5｜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」
ツアーガイドと吾妻山と旧吉田五十八邸周辺、海岸地

域を歩いて巡り、旧山川邸見学等を通して湘南スタイ

ルという暮らしの魅力を発見する体験型ツアーです。

（プログラム）

二宮駅北口ロータリー→湘南軽便鉄道本社跡→看板

建築→果樹公園→知足寺→旧吉田五十八邸展望→

自然風もみじ庭園Ｏ邸→落花生工場→吾妻山→展望

台（旬の味覚を味わう京風弁当）→吾妻神社→梅沢

海岸→海岸通り→旧山川秀峰・方夫邸→駅南口解散

9：30～15：00

二宮駅北口ロータリー

2,500円（季節の京風弁当・ガイドブック代等含む）

10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

箱根・小田原 小田原・二宮

雨天中止

サイクリングパン屋「レロア（Les Rois）」

講師　藤井哲郎

清閑亭

花街グルメツアー 料亭だるま

※会場までの地図は、上記催しをご参照ください。

国府津機関庫

大倉喜八郎

ヨガ教室

トモゾーさん

かやの木

橋本京子さん
吉川征二さん

白雲洞

芹澤棟梁 天守閣摩利支天

古稀庵

紅葉山量覚院

※会場までの地図は、P1をご参照ください。
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清閑亭

小田原駅東口

小田原城

報徳博物館

三の丸小学校

小田原市南町1-5-73　

小田原駅から徒歩15分

小田原邸園交流館　清閑亭
（旧黒田長成侯爵別邸）

11｜7｜土｜おだわら名工舎・吉川さんとめぐる
箱根の名建築
近代三茶人が愛した強羅白雲洞と、仙石原俵石の名

建築を、数寄屋マイスター・吉川征二さんとともにめぐ

ります。

9：30    箱根湯本駅集合

10：20　強羅公園「白雲洞」

12：00　仙石原「俵石」　（昼食）

13：45　俵石にて解散

9：30～14：00

箱根湯本駅改札口前

1５名　※最少催行６名

１０,０00円　※交通費別途740円かかります。

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

定　　員

参加費

申込み&

お問合せ

主　　催 11｜15｜日｜普段づかいのパン屋さんと
邸園を自転車で巡るツアー
街中でのチャリンコライフ、魅力的で美味しいパン屋さ

ん、別荘文化も知ることができる小田原再発見ツアー

です。自転車初心者から参加できます。

（予定プログラム）

清閑亭集合→小田原文学館（庭園）→静山荘※入園

できない場合あり→秋葉山量覚院→古稀庵（庭園）

・パン屋―レロア、ブーランジェリー箱根坂

・お茶―如春園（旧下田豆腐）

11：00～15：00

清閑亭

1,500円（別途各自パン・お茶代）

6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｜21｜土｜数寄屋棟梁とめぐる名建築
小田原に残る名建築を、その修復を多数手がける数寄

屋大工・芹澤毅さんの解説で紹介します。

（プログラム）

小田原市民会館集合→小田原城（住吉橋、銅門、天守

閣摩利支天須弥壇）→報徳二宮神社→清閑亭解散

9：30～12：00

小田原市民会館

3,000円（施設入館料、保険料）

12名

tel・fax：0465-22-2834（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

主　　催

12｜5｜土｜・6｜日｜小田原邸園文化と
紅葉を楽しむまち歩き
今年の秋は小田原で、別荘地や路地にたたずむ静けさ

を楽しみませんか？　

秋を彩るもみじの隠れた名所もご案内いたします。

もみじを愛でつつ、ゆったりと午後をお過ごしください。

13：00～16：00

箱根板橋駅

2,500円（喫茶代、ガイド料、保険料など）

各日12 名

tel・fax：0465-22-2834（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

主　　催

10｜２9｜木｜清閑亭の十三夜、
月待ちヨガとヘルシー栗ポンデ
小田原に残る名建築・清閑亭で、十三夜の月待ちヨ

ガ。講師は渡辺トモゾーさん。

ヨガの後は「栗名月」にちなんだヘルシーナな食事をお

楽しみください。

※ヨガマットはご持参ください。

18：00～20：00

清閑亭

12名

3,200円（軽食付き）

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

会　　場

定　　員

参加費

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜1｜日｜北原白秋、童謡のさんぽ道
「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。

白秋が愛したさんぽ道を、ソプラノ歌手橋本京子さん

と歌いながらめぐります。

13：30～16：00

JR東日本小田原駅改札前

1０名

2,800円（白秋童謡ブック、喫茶、保険料込み）

tel・fax：0465-22-2834 （清閑亭）

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

時　　間

集合場所

定　　員

参加費

申込み

主　　催

11｜21｜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」
ツアーガイドと東大二宮果樹園跡地の大正・昭和の近

代建築物群と近くのみかん山を歩いて巡り、みかんを

収穫し、湘南みかんの由来や魅力を発見する体験型

ツアーです。みかんの収穫体験では、みかんを利用し

たスパイス料理、サングリア、みかんジュースづくりの

ワークショップを自然農法農園で開催します。

9：30～14：00

二宮駅北口ロータリー

2,500円（みかんを使ったスパイス料理・ガイドブック代等含む）

10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

お申込＆

お問合せ

主　　催

1０｜18｜日｜鉄道歴史研・鈴木さんと、
小田原別邸をめぐる
小田原の別荘文化を、主に大倉喜八郎の業績と鉄道

史からひもときます。

ガイドは小田原鉄道歴史研究会の鈴木英夫さん。

「交通」というポイントから眺めると、邸園文化の違った

一面が発見できるはずです。

13：30～16：00

箱根板橋駅

15名

2,200円（資料、喫茶、保険料など）

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

定　　員

参加費

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜7｜水｜「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座
＠清閑亭

黒田長成侯爵別邸『清閑亭』を鑑賞しながら、日本中

の和風建築と日本庭園で使える「みかた」が身につく

講座です。

講座実績270回以上の講師が、歴史、伝統をふまえて

造られた和風建築・日本庭園に共通するビューポイン

トや重要な見立て、そして施主の思いや大工、庭師の

技を読み解くツボを解説します。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回　10：00～12：00（9：50集合）

第2回　13：30～15：30（13：20集合）

清閑亭

各回20名、申込先着順

2,500円（事前振込、振込先は申込後にご連絡します）

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp

tel：080-7115-2644（藤井）

※氏名・住所・電話番号・人数・希望回をお知らせください。

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

定　　員

参加費

講　　師

申込み＆

お問合せ

主　　催

1０｜17｜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)→料亭だるま→なりわい交

流館(映像)→料亭清風楼(内部)→花街グルメ(昼食・

名物小田原丼)→籠常(鰹節)→籠清(蒲鉾)→宮内大

臣・田中光顕別邸→清閑亭(内部・解散)

10：00～15：30

JR東日本小田原駅改札前

15名(歩きやすい服装で参加してください)

3,300円

https://teienbunka2020.peatix.com/

※クレジットカード払いなど可

tel：090-8564-6831（内藤）

湘南邸宅文化ネットワーク協議会

時　　間

集合場所

定　　員

参加費

申込み&

お支払い

お問合せ

主　　催

12｜5｜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」
ツアーガイドと吾妻山と旧吉田五十八邸周辺、海岸地

域を歩いて巡り、旧山川邸見学等を通して湘南スタイ

ルという暮らしの魅力を発見する体験型ツアーです。

（プログラム）

二宮駅北口ロータリー→湘南軽便鉄道本社跡→看板

建築→果樹公園→知足寺→旧吉田五十八邸展望→

自然風もみじ庭園Ｏ邸→落花生工場→吾妻山→展望

台（旬の味覚を味わう京風弁当）→吾妻神社→梅沢

海岸→海岸通り→旧山川秀峰・方夫邸→駅南口解散

9：30～15：00

二宮駅北口ロータリー

2,500円（季節の京風弁当・ガイドブック代等含む）

10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

箱根・小田原 小田原・二宮

雨天中止

サイクリングパン屋「レロア（Les Rois）」

講師　藤井哲郎

清閑亭

花街グルメツアー 料亭だるま

※会場までの地図は、上記催しをご参照ください。

国府津機関庫

大倉喜八郎

ヨガ教室

トモゾーさん

かやの木

橋本京子さん
吉川征二さん

白雲洞

芹澤棟梁 天守閣摩利支天

古稀庵

紅葉山量覚院

※会場までの地図は、P1をご参照ください。
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旧大隈別邸・
陸奥別邸跡

旧滄浪閣

西園寺邸（旧池田邸）

大磯城山公園

旧安田善次郎邸

明治記念
大磯邸園

（大磯町郷土資料館）

明治記念大磯邸園
大磯町西小磯８５ほか

JR大磯駅から徒歩15分

大磯城山公園
JR大磯駅からバス1番ま

たは2番乗車より「城山公

園前」下車徒歩3分

または、JR二宮駅南口か

ら3番乗車より「城山公園

前」下車徒歩3分

宮の前崇善小

ラスカ
平塚駅北口

八幡山の洋館
1

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

緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸

グリーンヒル湘南

30

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。

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。

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122

JR藤沢駅北口バス乗り場５番よ

り乗車　「緑ヶ丘」下車徒歩４分

江
ノ

電

鵠沼海岸別荘地
開発記念碑

鵠沼めぐる
ルーテル幼稚園

境
川

郵便局

［集合場所］

鵠沼駅

［集合場所］ 江ノ電鵠沼駅前

11｜1｜日｜～｜3｜火｜盛岩寺昭和文化館
墨跡風入れ展と展示解説（無料）
盛岩寺昭和文化館は、築90余年の豪壮な古建築で

国登録有形文化財に登録された建物です。

今回は、盛岩寺所有の墨蹟を風入れのため展示・公

開します。

10：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

tel：0466-48-5653、fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

①11｜5｜木｜・②12｜10｜木｜湘南を撮る！！女子カメラ講座2020

湘南の邸園を飾った景勝地を、カメラマン・松本泰子さ

んと共にめぐります。

一眼レフカメラを学びたい女性対象の講座です。

※集合・解散の時間と場所は、各回異なります。

　　申込時にご確認ください。

　　なお、一眼レフカメラは持参ください。

①鵠沼海岸の夕景（藤沢市）

②大雄山最乗寺の紅葉（南足柄市）

各回10名

各回3,000円（交通費別途）

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

会　　場

参加費

定　　員

申込み&

お問合せ

主　　催

10｜25｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
「多肉植物の壁掛け作り」
お洒落な多肉植物で壁にアクセントを。

13：30～15：00

八幡山の洋館

1,000円（会費200円、材料費800円）

15名

tel：0463-35-7114（八幡山の洋館）

※９/１９（土）の9時より電話にて申込開始、

　　先着順

八幡山の洋館・平塚市教育委員会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜2｜金｜～｜4｜日｜盛岩寺昭和文化館
姫島盛也仏画展（無料）
盛岩寺昭和文化館は、築90余年の豪壮な古建築で

国登録有形文化財に登録された建物です。

今回は姫島盛也先生家族より寄贈頂いた高価な岩絵

具を使用した貴重な仏画作品を公開します。

10：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

tel：0466-48-5653、fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜14｜土｜鵠沼の「まちの記憶」を求めて Vol.2

鵠沼松が岡・鵠沼海岸周辺の「砂地に松原」、「玉石に

建仁寺垣」といった佇まいが残るエリアを散策し、急激

に失われて行く原風景、鵠沼文化を再考し、これからの

まちづくりについて、想い描いてみませんか？

13：00～15：00

江ノ電鵠沼駅前

1,500円(資料代含む)

6名（申込先着順）

mail：genfuukei2018@gmail.com

原風景を生かすまちづくりの会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

主　　催

11｜7｜土｜グリーンハウス物語・第26 話
「リニューアルされたグリーンハウス
とゴルフ場跡地を訪ねて」

グリーンハウスは４月改装工事完了、神奈川県体育セ

ンター全体がリニューアル、「スポーツセンター」と改称

されました。

グリーンハウスも装い一変、緑青色の屋根瓦はじめ、内

部の部材は往時のまま利用されて床のタイル等創建

時の姿が蘇りました。

リニューアルされたグリーンハウスとオリンピックの事前

合宿予定のスポーツセンターの施設見学と藤澤カント

リーのゴルフ場の面影を色濃く残す聖園女学院を中心

に秋の一日散策します。

9：00～12：30（集合8：50）

小田急江ノ島線「善行駅」東口改札前

善行駅東口集合→スポーツセンター競技場

宿泊施設→グリーンハウス→アリーナ2→聖園

女学院内・ゴルフ場跡地見学→善行駅解散

500円（資料・保険料を含む）

30名

mail：hidemiyata@nifty.com

fax：0466-82-0517（申込締切11/2迄）

善行雑学大学

時　　間

集合場所

コース

参加費

定　　員

お申込＆

お問合せ

主　　催

中止

中止

10｜24｜土｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
「白井彩　チェロコンサート」

秋ばらの香りに包まれて、若々しいチェロの響きをお楽

しみ下さい。

（申込方法）

往復はがきにて申込（応募者多数の場合は抽選）

応募はがき１通につきチケット予約２枚まで、１０/３締切

14：00～15：30（開場13：30）

八幡山の洋館

3,000円

28名

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館・平塚市教育委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

明治記念大磯邸園
旧滄浪閣（伊藤博文邸跡）等を含む「明治記念大磯邸園」の第1期開園として、旧大隈別邸及び陸奥別邸跡の

庭園等の一部エリアの開園を今秋に予定しています。

開園日や開園時間については、国営昭和記念公園事務所HPでお知らせいたします。

※国土交通省関東地方整備局では「明治150年」関連施策の一環として、明治記念大磯邸園の整備を進めております。

□お問合せ―国土交通省関東地方整備局　国営昭和記念公園事務所 大磯分室

tel：0463-79-8700、fax：0463-79-8701　※月～金（土日祝休み） 9：00～17：00

https://www.ktr.mlit.go.jp/showa/ooiso/index.htm

11｜27｜金｜~｜29｜日｜「もみじのライトアップ2020」
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」は茶室・不動池・もみじの広場、竹林

をライトアップするとともに、手づくりの竹灯籠が皆様を

お迎え致します。

不動池に映る逆さもみじはとても幻想的で見るものを

幽玄の世界へと誘います。

16：30～20：00

大磯城山公園

もみじの広場、不動池、茶室「城山庵」周辺

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

10｜8｜木｜旧モーガン邸で楽しむ藍染体験会
今年も蔵まえギャラリーから講師を招いて藍染体験会

を開催します。

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。

①11：00～12：00

②13：00～14：00

旧モーガン邸庭園

1,000円(材料費は別です）

①10名　②10名

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

定　　員

申込み&

お問合せ

主　　催

12｜8｜火｜旧モーガン邸で楽しむ
クリスマスリース作り
12月の庭園公開日には、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など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しますので手

ぶらでどうぞ。

10：30～14：30

旧モーガン邸庭園

1,000円（2つ目は500円）

特になし（申込不要、材料が無くなり次第終了）

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-25-2076

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

大磯・平塚・藤沢 藤沢

白井彩氏 鈴木千帆氏

松本泰子さん

鎌倉作撮影会の様子

リニューアルされたグリーンハウス

藍染め作品

リース作り 旧モーガン邸門

鵠沼のイメージ

「多肉植物の壁掛」製作イメージ
八幡山の洋館

もみじのライトアップもみじのライトアップ

展示風景

昭和文化館全景 千本格子の障子

展示仏画

※会場までの地図は、上記地図をご参照ください。
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旧大隈別邸・
陸奥別邸跡

旧滄浪閣

西園寺邸（旧池田邸）

大磯城山公園

旧安田善次郎邸

明治記念
大磯邸園

（大磯町郷土資料館）

明治記念大磯邸園
大磯町西小磯８５ほか

JR大磯駅から徒歩15分

大磯城山公園
JR大磯駅からバス1番ま

たは2番乗車より「城山公

園前」下車徒歩3分

または、JR二宮駅南口か

ら3番乗車より「城山公園

前」下車徒歩3分

宮の前崇善小

ラスカ
平塚駅北口

八幡山の洋館
1

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

緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸

グリーンヒル湘南

30

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。

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。

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122

JR藤沢駅北口バス乗り場５番よ

り乗車　「緑ヶ丘」下車徒歩４分

江
ノ

電

鵠沼海岸別荘地
開発記念碑

鵠沼めぐる
ルーテル幼稚園

境
川

郵便局

［集合場所］

鵠沼駅

［集合場所］ 江ノ電鵠沼駅前

11｜1｜日｜～｜3｜火｜盛岩寺昭和文化館
墨跡風入れ展と展示解説（無料）
盛岩寺昭和文化館は、築90余年の豪壮な古建築で

国登録有形文化財に登録された建物です。

今回は、盛岩寺所有の墨蹟を風入れのため展示・公

開します。

10：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

tel：0466-48-5653、fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

①11｜5｜木｜・②12｜10｜木｜湘南を撮る！！女子カメラ講座2020

湘南の邸園を飾った景勝地を、カメラマン・松本泰子さ

んと共にめぐります。

一眼レフカメラを学びたい女性対象の講座です。

※集合・解散の時間と場所は、各回異なります。

　　申込時にご確認ください。

　　なお、一眼レフカメラは持参ください。

①鵠沼海岸の夕景（藤沢市）

②大雄山最乗寺の紅葉（南足柄市）

各回10名

各回3,000円（交通費別途）

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

会　　場

参加費

定　　員

申込み&

お問合せ

主　　催

10｜25｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
「多肉植物の壁掛け作り」
お洒落な多肉植物で壁にアクセントを。

13：30～15：00

八幡山の洋館

1,000円（会費200円、材料費800円）

15名

tel：0463-35-7114（八幡山の洋館）

※９/１９（土）の9時より電話にて申込開始、

　　先着順

八幡山の洋館・平塚市教育委員会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜2｜金｜～｜4｜日｜盛岩寺昭和文化館
姫島盛也仏画展（無料）
盛岩寺昭和文化館は、築90余年の豪壮な古建築で

国登録有形文化財に登録された建物です。

今回は姫島盛也先生家族より寄贈頂いた高価な岩絵

具を使用した貴重な仏画作品を公開します。

10：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

tel：0466-48-5653、fax：0466-47-0633

mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜14｜土｜鵠沼の「まちの記憶」を求めて Vol.2

鵠沼松が岡・鵠沼海岸周辺の「砂地に松原」、「玉石に

建仁寺垣」といった佇まいが残るエリアを散策し、急激

に失われて行く原風景、鵠沼文化を再考し、これからの

まちづくりについて、想い描いてみませんか？

13：00～15：00

江ノ電鵠沼駅前

1,500円(資料代含む)

6名（申込先着順）

mail：genfuukei2018@gmail.com

原風景を生かすまちづくりの会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

主　　催

11｜7｜土｜グリーンハウス物語・第26 話
「リニューアルされたグリーンハウス
とゴルフ場跡地を訪ねて」

グリーンハウスは４月改装工事完了、神奈川県体育セ

ンター全体がリニューアル、「スポーツセンター」と改称

されました。

グリーンハウスも装い一変、緑青色の屋根瓦はじめ、内

部の部材は往時のまま利用されて床のタイル等創建

時の姿が蘇りました。

リニューアルされたグリーンハウスとオリンピックの事前

合宿予定のスポーツセンターの施設見学と藤澤カント

リーのゴルフ場の面影を色濃く残す聖園女学院を中心

に秋の一日散策します。

9：00～12：30（集合8：50）

小田急江ノ島線「善行駅」東口改札前

善行駅東口集合→スポーツセンター競技場

宿泊施設→グリーンハウス→アリーナ2→聖園

女学院内・ゴルフ場跡地見学→善行駅解散

500円（資料・保険料を含む）

30名

mail：hidemiyata@nifty.com

fax：0466-82-0517（申込締切11/2迄）

善行雑学大学

時　　間

集合場所

コース

参加費

定　　員

お申込＆

お問合せ

主　　催

中止

中止

10｜24｜土｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
「白井彩　チェロコンサート」

秋ばらの香りに包まれて、若々しいチェロの響きをお楽

しみ下さい。

（申込方法）

往復はがきにて申込（応募者多数の場合は抽選）

応募はがき１通につきチケット予約２枚まで、１０/３締切

14：00～15：30（開場13：30）

八幡山の洋館

3,000円

28名

tel・fax：0463-35-7114（八幡山の洋館）

八幡山の洋館・平塚市教育委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

明治記念大磯邸園
旧滄浪閣（伊藤博文邸跡）等を含む「明治記念大磯邸園」の第1期開園として、旧大隈別邸及び陸奥別邸跡の

庭園等の一部エリアの開園を今秋に予定しています。

開園日や開園時間については、国営昭和記念公園事務所HPでお知らせいたします。

※国土交通省関東地方整備局では「明治150年」関連施策の一環として、明治記念大磯邸園の整備を進めております。

□お問合せ―国土交通省関東地方整備局　国営昭和記念公園事務所 大磯分室

tel：0463-79-8700、fax：0463-79-8701　※月～金（土日祝休み） 9：00～17：00

https://www.ktr.mlit.go.jp/showa/ooiso/index.htm

11｜27｜金｜~｜29｜日｜「もみじのライトアップ2020」
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」は茶室・不動池・もみじの広場、竹林

をライトアップするとともに、手づくりの竹灯籠が皆様を

お迎え致します。

不動池に映る逆さもみじはとても幻想的で見るものを

幽玄の世界へと誘います。

16：30～20：00

大磯城山公園

もみじの広場、不動池、茶室「城山庵」周辺

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

10｜8｜木｜旧モーガン邸で楽しむ藍染体験会
今年も蔵まえギャラリーから講師を招いて藍染体験会

を開催します。

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。

①11：00～12：00

②13：00～14：00

旧モーガン邸庭園

1,000円(材料費は別です）

①10名　②10名

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

定　　員

申込み&

お問合せ

主　　催

12｜8｜火｜旧モーガン邸で楽しむ
クリスマスリース作り
12月の庭園公開日には、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など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しますので手

ぶらでどうぞ。

10：30～14：30

旧モーガン邸庭園

1,000円（2つ目は500円）

特になし（申込不要、材料が無くなり次第終了）

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-25-2076

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

大磯・平塚・藤沢 藤沢

白井彩氏 鈴木千帆氏

松本泰子さん

鎌倉作撮影会の様子

リニューアルされたグリーンハウス

藍染め作品

リース作り 旧モーガン邸門

鵠沼のイメージ

「多肉植物の壁掛」製作イメージ
八幡山の洋館

もみじのライトアップもみじのライトアップ

展示風景

昭和文化館全景 千本格子の障子

展示仏画

※会場までの地図は、上記地図をご参照ください。
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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

207

サロンギャラリー明風
（真砂邸）

葉山町立図書館

ユニオン

バス停「風早橋」

バス停「元町」

134

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

万代会館

津久井浜駅

津久井浜

京
急

久
里

浜
線

旧山本条太郎別荘
江ノ電長谷駅より徒歩 5 分

サロンギャラリー明風
JR逗子駅よりバス1・2番乗り

場山廻り葉山方面「風早橋」

下車徒歩8分、3番乗り場海

廻り「元町」下車徒歩8分　　

[集合場所]逗子市役所
逗子市逗子5-2-16

JR逗子駅から徒歩3分、京浜

急行逗子・葉山駅から約1分

黒門カルチャークラブ
逗子市新宿１丁目４－７

JR逗子駅又は京浜急行逗

子・葉山駅より徒歩約15分

バスは、JR逗子駅３番バス

（海岸回り葉山行き）で、3つ

目「富士見橋」下車、徒歩3分

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

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

※駐車場は利用できません。

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

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

JR 逗子駅

逗子市役所
[ 集合場所 ]

逗子 ・ 葉山駅

田越橋
長島孝一邸

黒門カルチャーくらぶ
旧脇村邸

逗子市郷土資料館
蘆花記念公園

北口

311

134

10｜17｜土｜脇村邸サロン「脇村義太郎を偲ぶ」
逗子の代表的別荘建築である藤瀬・脇村邸は、数寄

屋造りの意匠に暖炉などを配した和洋折衷の典型であ

り、日本の近代建築史上も重要な建物です。そこに居

住した経済学者・脇村義太郎は、戦前の人民戦線への

関与や戦後の革新都政の成立など、日本の現代史に

深く関わった人物として知られ、日本学院院長を務める

と共に、美術収集家としても有名で、国立西洋美術館

審議委員や神奈川近代美術館の運営委員を務めまし

た。又正田家と姻戚関係にあったことから、上皇后夫妻

が屡々脇村邸を訪れていました。今回は、脇村邸で、脇

村氏の業績と人を学びたいと思います。

13：00～15：00

逗子市役所

1,000円（事前予約制）

20名

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

tel：080-5096-1385（山本）

NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

逗子市

関東学院大学人間共生学部共生デザイン学科　日髙仁ゼミナール

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

後　　援

協　　力

10｜30｜金｜「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座
＠旧山本条太郎別荘　
三井物産出身の実業家山本条太郎の別荘（通常非

公開）を鑑賞しながら、日本中の和風建築と日本庭園

で使える「みかた」が身につく講座です。講座実績270 

回以上の講師が、歴史、伝統をふまえて造られた和風

建築・日本庭園に共通するビューポイントや重要な見

立て、そして施主の思いや大工、庭師の技を読み解く

ツボを解説します。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回　10：00～12：00（9：50集合）

第2回　13：30～15：30（13：20集合）

旧山本条太郎別荘

2,500円（事前振込制、振込先は申込後にご連絡します）

各回20名（申込先着順）

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp、tel：080-7115-2644

※氏名・住所・電話番号・人数・希望回をお知らせください。

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

講　　師

申込み＆

お問合せ

主　　催

1１｜21｜土｜・｜22｜日｜鎌倉別荘建築の至宝-
旧山本条太郎別荘（現神霊教鎌倉霊源閣） 公開
大正7年建造された明治・大正・昭和の政財界の大

物・山本条太郎の別荘は現在宗教法人神霊教により

保存活用されています。大仏様近く5000坪の自然の

中に数寄屋造りの屋敷は国登録有形文化財に登録さ

れ眺望も秀逸です。倉田生子氏の伝統工芸「花結び」

展示、紅葉に染まる邸内と眺望をおたのしみください。

10：00～16：00

旧山本条太郎別荘（現神霊教鎌倉霊源閣）

500円

50名

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp

tel：080-3084-4837（山口）、0467-32-1650（稲田）

鎌倉の別荘地時代研究会

鎌倉邸園文化クリエイション

時　　間

会　　場

入場料

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜７｜土｜里山を散歩し、里山の食材を味わう

葉山のもっとも原風景が残る上山口エリアを散歩し、葉

山の第一次産業の活性化を試みる生産者から葉山野

菜と葉山牛の話を聞き、築90年の古民家でその食材

を味わい、葉山の里山における原風景のこれからにつ

いて語りあいます。

（コース）新善光寺→三島神社→新沢トンネル上→新

沢橋→石井ファーム・農園→HAYAMA MARCHE→

HAYAMA RV-SITE→桜花園→バス停「滝の坂」→バ

ス停「向原」→平野邸(昼食・懇談)解散

10：00～15：00

バス停「滝の坂」（JR 逗子駅より「衣笠」行きに乗車）

3,500円(葉山石井牛 焼肉弁当付き）

15名（申込先着順）

mail：nonakaya@jcom.home.ne.jp（野中）

tel：090-2312-2257（野中）

原風景を生かすまちづくりの会

NPO法人葉山環境文化デザイン集団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜24｜土｜横須賀の茅葺民家万代会館を磨く

横須賀市重要文化財に指定された万代会館の建物

維持保全の実践イベントです。奥庭の竹整備、建物周

囲の樋清掃等をおこないながら、文化財と建物の保

存、万代順四郎の人となりについて体感します。

※建物内には入れませんが、庭園から内部をご覧頂け

ます。

※筆記具と軽作業のための軍手は、各自お持ちください。

9：30～11：30　（9:15受付開始）

市立万代会館

9：30～　庭園にて青空講座

　　　 　　　文化財とまちづくり、万代順四郎等について

10：00～  建物維持保全作業（軽作業）

無料

10名程度（当日受付）

tel：090-4016-2265、fax：046-827-1838（富澤）

横須賀建築探偵団

時　　間

会　　場

プログラム

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

12｜5｜土｜原風景と逗子の歴史的建物の現状

２０年前の逗子市内近代和風建築調査で取り上げられ

た約９０棟の建物のその後について検証し、新たな調査

で発見した建物も含め、課題と今後の展望を探ります。

13：30～15：00

黒門カルチャークラブ

1,000円

20名

mail：genfuukei2018@gmail.com

原風景を生かすまちづくりの会

かながわヘリテージマネージャー協会

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会、逗子葉山経済新聞

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

主　　催

共　　催

後　　援

10｜10｜土｜エリアナ・パヴロバ顕彰碑
－腰越戦没者慰霊碑めぐり
七里ヶ浜に亡命ロシア人エリアナ・パヴロバ母娘によって日

本で初めて開設されたバレエスク－ルが昭和末期まであ

り、跡地に顕彰碑が建立されています。昭和12年帰化した

エリアナは日中戦争中陸軍軍属慰問団長として中支に赴

き客死、腰越の戦没者慰霊碑に名を刻まれています。パヴ

ロバロ－ドと名付けた鎌倉海浜ホテル跡と二碑をつなぐル

－トを、エリアナの吹き込んだレコ－ドを聴きながら日本バレ

エの母となったエリアナ・パヴロバ母娘をしのびます。

13：00～15：00　※雨天時は17日に延期

江ノ電七里ヶ浜駅改札前

500円

先着15名

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp

tel：0467-32-1650（稲田）

鎌倉邸園文化クリエイション

鎌倉パヴロバ会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜22｜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

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。　

※当日は、９：５５に休憩棟前へご集合ください。

10：00～11：00

俣野別邸

無料

20名（当日受付）

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

1２｜6｜日｜俣野別邸 夜間特別開館
「クリスマスコンサート」
昭和の面影を残す邸園で開かれる、クリスマスコンサー

ト。普段は見ることの出来ない夜間の芝庭を愛でなが

ら、ピアノとシンセサイザーによるクリスマスソングや映

画音楽などの演奏を間近でお楽しみください。

18：00～19：30

俣野別邸

2,000円（お土産付き）

15名（先着順）

tel・fax・直接来館　受付9：00～17：00

tel：045-852-8038、fax：045-852-8048

公益財団法人横浜市緑の協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜19｜木｜～｜23｜祝・月｜「真砂秀朗・書画と音」展　
「真砂三千代・茶衣」展
遠藤新により設計された別荘建築に30年制作の場と

して住み続けた二人の作家の展覧会。

光を感じる書画と音、自然素材でつくる心地よい茶衣

(さい)をサロンギャラリー「明風」として改築された空間

と共にお楽しみください。

11：00～17：00

サロンギャラリー明風

500円（お茶付）

（有）アファ

tel：046-876-2205、mail：afa@lifeafa.jp

サロンギャラリー明風

時　　間

会   場

入場料

お問合せ

主　　催

11｜29｜日｜レクチャー「西洋音楽史　古典派編」
旧東伏見宮別邸は、御用邸の次に建てられた葉山の

代表的宮廷別邸建築です。緑の銅板の屋根と白いドイ

ツ下見版のコントラスト、展墓室まである堂々とした風

格、内部は、高い天井と優雅な応接間、踊り場の」ある

広い階段、海を見下ろす広いヴェランダなどの魅力に

あふれています。今回は、ピアノと木造にあった良い音

響の機器を使って、バッハ・ハイドン・モーツァルトなど

の古典派を中心とした西洋音楽費のレクチャーを楽し

みます。講師は、作曲家の徳永洋明氏です。

晩秋の一日、葉山の自然、御用邸などの別荘建築、そ

して、詩と美術と音楽をご堪能下さい。

14：０0～16：３0（１４：００開場）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会葉山修道院内）

2,500円（紅茶・ケーキ付）

40名

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

tel：080-5096-1385（山本）

葉山東伏見宮別邸サロン

時　　間

会   場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

横浜戸塚・鎌倉・横須賀 逗子・葉山

延期

中止

花結び展示

万代会館

旧山本条太郎別荘

旧山本条太郎別荘から相模湾を望む

旧東伏見宮別邸

真砂邸

脇村義太郎

石井ファーム

平野邸

黒門カルチャークラブ 長島邸

講師　藤井哲郎

パヴロバ母娘3人

もみじ坂の紅葉

アンサンブルヴィオレッタ

エリアナ・パヴロバ顕彰碑と
旧鎌倉パヴロバ館

旧藤瀬・脇村邸

※会場までの地図は、上記催しをご参照ください。

65
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申込
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国立西
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参

員

申込
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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

207

サロンギャラリー明風
（真砂邸）

葉山町立図書館

ユニオン

バス停「風早橋」

バス停「元町」

134

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

万代会館

津久井浜駅

津久井浜

京
急

久
里

浜
線

旧山本条太郎別荘
江ノ電長谷駅より徒歩 5 分

サロンギャラリー明風
JR逗子駅よりバス1・2番乗り

場山廻り葉山方面「風早橋」

下車徒歩8分、3番乗り場海

廻り「元町」下車徒歩8分　　

[集合場所]逗子市役所
逗子市逗子5-2-16

JR逗子駅から徒歩3分、京浜

急行逗子・葉山駅から約1分

黒門カルチャークラブ
逗子市新宿１丁目４－７

JR逗子駅又は京浜急行逗

子・葉山駅より徒歩約15分

バスは、JR逗子駅３番バス

（海岸回り葉山行き）で、3つ

目「富士見橋」下車、徒歩3分

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

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

※駐車場は利用できません。

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

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

JR 逗子駅

逗子市役所
[ 集合場所 ]

逗子 ・ 葉山駅

田越橋
長島孝一邸

黒門カルチャーくらぶ
旧脇村邸

逗子市郷土資料館
蘆花記念公園

北口

311

134

10｜17｜土｜脇村邸サロン「脇村義太郎を偲ぶ」
逗子の代表的別荘建築である藤瀬・脇村邸は、数寄

屋造りの意匠に暖炉などを配した和洋折衷の典型であ

り、日本の近代建築史上も重要な建物です。そこに居

住した経済学者・脇村義太郎は、戦前の人民戦線への

関与や戦後の革新都政の成立など、日本の現代史に

深く関わった人物として知られ、日本学院院長を務める

と共に、美術収集家としても有名で、国立西洋美術館

審議委員や神奈川近代美術館の運営委員を務めまし

た。又正田家と姻戚関係にあったことから、上皇后夫妻

が屡々脇村邸を訪れていました。今回は、脇村邸で、脇

村氏の業績と人を学びたいと思います。

13：00～15：00

逗子市役所

1,000円（事前予約制）

20名

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

tel：080-5096-1385（山本）

NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

逗子市

関東学院大学人間共生学部共生デザイン学科　日髙仁ゼミナール

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

後　　援

協　　力

10｜30｜金｜「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座
＠旧山本条太郎別荘　
三井物産出身の実業家山本条太郎の別荘（通常非

公開）を鑑賞しながら、日本中の和風建築と日本庭園

で使える「みかた」が身につく講座です。講座実績270 

回以上の講師が、歴史、伝統をふまえて造られた和風

建築・日本庭園に共通するビューポイントや重要な見

立て、そして施主の思いや大工、庭師の技を読み解く

ツボを解説します。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回　10：00～12：00（9：50集合）

第2回　13：30～15：30（13：20集合）

旧山本条太郎別荘

2,500円（事前振込制、振込先は申込後にご連絡します）

各回20名（申込先着順）

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp、tel：080-7115-2644

※氏名・住所・電話番号・人数・希望回をお知らせください。

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

講　　師

申込み＆

お問合せ

主　　催

1１｜21｜土｜・｜22｜日｜鎌倉別荘建築の至宝-
旧山本条太郎別荘（現神霊教鎌倉霊源閣） 公開
大正7年建造された明治・大正・昭和の政財界の大

物・山本条太郎の別荘は現在宗教法人神霊教により

保存活用されています。大仏様近く5000坪の自然の

中に数寄屋造りの屋敷は国登録有形文化財に登録さ

れ眺望も秀逸です。倉田生子氏の伝統工芸「花結び」

展示、紅葉に染まる邸内と眺望をおたのしみください。

10：00～16：00

旧山本条太郎別荘（現神霊教鎌倉霊源閣）

500円

50名

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp

tel：080-3084-4837（山口）、0467-32-1650（稲田）

鎌倉の別荘地時代研究会

鎌倉邸園文化クリエイション

時　　間

会　　場

入場料

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜７｜土｜里山を散歩し、里山の食材を味わう

葉山のもっとも原風景が残る上山口エリアを散歩し、葉

山の第一次産業の活性化を試みる生産者から葉山野

菜と葉山牛の話を聞き、築90年の古民家でその食材

を味わい、葉山の里山における原風景のこれからにつ

いて語りあいます。

（コース）新善光寺→三島神社→新沢トンネル上→新

沢橋→石井ファーム・農園→HAYAMA MARCHE→

HAYAMA RV-SITE→桜花園→バス停「滝の坂」→バ

ス停「向原」→平野邸(昼食・懇談)解散

10：00～15：00

バス停「滝の坂」（JR 逗子駅より「衣笠」行きに乗車）

3,500円(葉山石井牛 焼肉弁当付き）

15名（申込先着順）

mail：nonakaya@jcom.home.ne.jp（野中）

tel：090-2312-2257（野中）

原風景を生かすまちづくりの会

NPO法人葉山環境文化デザイン集団

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜24｜土｜横須賀の茅葺民家万代会館を磨く

横須賀市重要文化財に指定された万代会館の建物

維持保全の実践イベントです。奥庭の竹整備、建物周

囲の樋清掃等をおこないながら、文化財と建物の保

存、万代順四郎の人となりについて体感します。

※建物内には入れませんが、庭園から内部をご覧頂け

ます。

※筆記具と軽作業のための軍手は、各自お持ちください。

9：30～11：30　（9:15受付開始）

市立万代会館

9：30～　庭園にて青空講座

　　　 　　　文化財とまちづくり、万代順四郎等について

10：00～  建物維持保全作業（軽作業）

無料

10名程度（当日受付）

tel：090-4016-2265、fax：046-827-1838（富澤）

横須賀建築探偵団

時　　間

会　　場

プログラム

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

12｜5｜土｜原風景と逗子の歴史的建物の現状

２０年前の逗子市内近代和風建築調査で取り上げられ

た約９０棟の建物のその後について検証し、新たな調査

で発見した建物も含め、課題と今後の展望を探ります。

13：30～15：00

黒門カルチャークラブ

1,000円

20名

mail：genfuukei2018@gmail.com

原風景を生かすまちづくりの会

かながわヘリテージマネージャー協会

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会、逗子葉山経済新聞

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

主　　催

共　　催

後　　援

10｜10｜土｜エリアナ・パヴロバ顕彰碑
－腰越戦没者慰霊碑めぐり
七里ヶ浜に亡命ロシア人エリアナ・パヴロバ母娘によって日

本で初めて開設されたバレエスク－ルが昭和末期まであ

り、跡地に顕彰碑が建立されています。昭和12年帰化した

エリアナは日中戦争中陸軍軍属慰問団長として中支に赴

き客死、腰越の戦没者慰霊碑に名を刻まれています。パヴ

ロバロ－ドと名付けた鎌倉海浜ホテル跡と二碑をつなぐル

－トを、エリアナの吹き込んだレコ－ドを聴きながら日本バレ

エの母となったエリアナ・パヴロバ母娘をしのびます。

13：00～15：00　※雨天時は17日に延期

江ノ電七里ヶ浜駅改札前

500円

先着15名

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp

tel：0467-32-1650（稲田）

鎌倉邸園文化クリエイション

鎌倉パヴロバ会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜22｜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

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。　

※当日は、９：５５に休憩棟前へご集合ください。

10：00～11：00

俣野別邸

無料

20名（当日受付）

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

1２｜6｜日｜俣野別邸 夜間特別開館
「クリスマスコンサート」
昭和の面影を残す邸園で開かれる、クリスマスコンサー

ト。普段は見ることの出来ない夜間の芝庭を愛でなが

ら、ピアノとシンセサイザーによるクリスマスソングや映

画音楽などの演奏を間近でお楽しみください。

18：00～19：30

俣野別邸

2,000円（お土産付き）

15名（先着順）

tel・fax・直接来館　受付9：00～17：00

tel：045-852-8038、fax：045-852-8048

公益財団法人横浜市緑の協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜19｜木｜～｜23｜祝・月｜「真砂秀朗・書画と音」展　
「真砂三千代・茶衣」展
遠藤新により設計された別荘建築に30年制作の場と

して住み続けた二人の作家の展覧会。

光を感じる書画と音、自然素材でつくる心地よい茶衣

(さい)をサロンギャラリー「明風」として改築された空間

と共にお楽しみください。

11：00～17：00

サロンギャラリー明風

500円（お茶付）

（有）アファ

tel：046-876-2205、mail：afa@lifeafa.jp

サロンギャラリー明風

時　　間

会   場

入場料

お問合せ

主　　催

11｜29｜日｜レクチャー「西洋音楽史　古典派編」
旧東伏見宮別邸は、御用邸の次に建てられた葉山の

代表的宮廷別邸建築です。緑の銅板の屋根と白いドイ

ツ下見版のコントラスト、展墓室まである堂々とした風

格、内部は、高い天井と優雅な応接間、踊り場の」ある

広い階段、海を見下ろす広いヴェランダなどの魅力に

あふれています。今回は、ピアノと木造にあった良い音

響の機器を使って、バッハ・ハイドン・モーツァルトなど

の古典派を中心とした西洋音楽費のレクチャーを楽し

みます。講師は、作曲家の徳永洋明氏です。

晩秋の一日、葉山の自然、御用邸などの別荘建築、そ

して、詩と美術と音楽をご堪能下さい。

14：０0～16：３0（１４：００開場）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会葉山修道院内）

2,500円（紅茶・ケーキ付）

40名

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

tel：080-5096-1385（山本）

葉山東伏見宮別邸サロン

時　　間

会   場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

横浜戸塚・鎌倉・横須賀 逗子・葉山

延期

中止

花結び展示

万代会館

旧山本条太郎別荘

旧山本条太郎別荘から相模湾を望む

旧東伏見宮別邸

真砂邸

脇村義太郎

石井ファーム

平野邸

黒門カルチャークラブ 長島邸

講師　藤井哲郎

パヴロバ母娘3人

もみじ坂の紅葉

アンサンブルヴィオレッタ

エリアナ・パヴロバ顕彰碑と
旧鎌倉パヴロバ館

旧藤瀬・脇村邸

※会場までの地図は、上記催しをご参照ください。

65

に居

民戦線への

ど、日本の現代史に

学院院長を務め

国立西

2

合場所

参加費

定　　員

申込

に居

民戦線

ど、日本

学院院長を務め

国立西

2

合場所

参

員

申込
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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。

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 15回

2020

◎主催｜横須賀建築探偵団 / 葉山東伏見宮別邸サロン / サロンギャラリー明風 / 特定非営利活動法人逗子の文化をつなぎ広め深める会 / 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 / 盛岩寺昭和文化館 / 八幡山の洋館 / まちづくり工房 「しお風」 /

　　　　　　　　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 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 / 公益財団法人横浜市緑の協会 /

　　　　　　　　原風景を生かすまちづくりの会 / 湘南邸宅文化ネットワーク協議会 / 庭屋一如研究会 / 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/

10 2 12 10金 木

Sagami Bay

15th
Fri., Oct. 2th       Thu., Dec. 10th

Map of the venue for events
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. 

2020
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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ご案内 ・ お願い

全ての開催イベントは、 神奈川県の 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」 における 「感染

症拡大予防対策」 に基づき、 可能な限りの対策を講じた上で開催します。

ご参加にあたっては、 マスクの着用、 手指の消毒、 名簿の記入、 検温をお願いします。 当日、 体調の悪い方、 発熱

などの症状がある方は参加を控えてください。

また、 新型コロナウイルス感染症の拡大等の情勢などにより、 参加イベントが中止となる場合があります。

イベント主催団体からの中止連絡については、湘南邸園文化祭 HP （http://shonan-teien-festival.org/） に掲載します。

より早い開催情報を希望される方などは、 各イベントの主催団体にお問合せください。

Hakone town 箱根町


