
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、 公民連携により、 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 16回

2021

◎主催｜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 / 葉山東伏見宮別邸サロン / サロンギャラリー明風 / 鎌倉邸園文化クリエイション /

　　　　　　　　鎌倉の別荘地時代研究会 / 図書館とともだち ・ 鎌倉 / 片瀬腰越津旧鎌倉郡研究会 / 特定非営利活動法人旧モーガン邸を守る会 / 盛岩寺昭和文化館 /

　　　　　　　　特定非営利活動法人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 / 二宮遊学の衆 /

　　　　　　　　公益社団法人大磯町観光協会 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 / 公益財団法人神奈川県公園協会 ・ 株式会社ランドフローラグループ /

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 / 神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会 / 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 / 庭屋一如研究会 / 湘南工科大学総合デザイン学科空間デザインコース / 湘南邸宅文化ネットワーク協議会

◎共催｜湘南邸園文化祭連絡協議会

◎この事業は、 相模湾沿岸地域の約 40 団体の市民活動団体等と神奈川県 （都市整備課） が公民連携で実施しています。

◎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. 

2021
Shonan Teien Festival

“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。
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検索茅ヶ崎館

邸園の見学にあたって

9月 10 月 11 月 12 月

　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

湘南邸園文化圏の沿革

湘南の別荘宿
国登録有形文化財

茅ヶ崎館　

【完全予約制】※ご会食のご利用も可能です。
〒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
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真砂邸
（サロンギャラリー明風）

葉山町立図書館

ユニオン

バス停「風早橋」

バス停「元町」

134

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

[集合場所]
バス停「葉山」（下り）

しおさい公園

葉山御用邸

県立葉山公園

［解散場所］
長者ヶ崎駐車場

134

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

真砂邸
（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]
バス停「葉山」（下り）
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」行きに乗車(約

15分)

11｜26｜金｜～｜28｜日｜「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（お茶付き）

(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｜6｜土｜葉山のグランドデザインを考えよう!
第２回下山口
御用邸～長者ヶ崎　〈過去・現在・未来〉
葉山随一の景観スポットの魅力を未来につなぐため、現

状認識と提案、そして交流の場を設けることにしました。

・御用邸から長者ヶ崎までの海岸線を歩き、古い写真

や古絵葉書と比較しながら現状と課題を見出します。

・長者ヶ崎近くのお店にて、葉山の食材を生かしたお食

事の後、参加者の感想や意見、また提案について語り

合います。

10：00～14：00

バス停「葉山」(下り)

御用邸～大浜海岸～葉山公園～長者ヶ崎駐車場

3,000円（昼食付）

20名

mail：nonakaya@jcom.home.ne.jp

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

コース

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

共　　催

真砂邸

真砂邸

真砂邸

万代会館全景（庭園より）

万代会館から庭園を臨む

葉山御用邸正門

旧東伏見宮別邸

大浜海岸

10｜9｜土｜
旧井上匡四郎邸でひもとく
「帝国ホテル」、「F.Lライト」、「遠藤新」
フランク・ロイド・ライトの弟子・遠藤新が設計した別荘

建築「旧井上匡四郎邸」（築82年）に、作家の真砂秀

朗夫妻が制作の場として長年お住まいになってきまし

たが、2年前に改修され、新たに「サロンギャラリー明風」

を開設しました。

今回、遠藤建築研究の第一人者・井上祐一氏に真砂

邸の解説と案内を、さらにライトと遠藤新が設計した旧

帝国ホテルの支配人・林愛作のお孫さん林茂美氏か

ら遠藤建築にまつわるお話をしていただきます。お話と

一緒に、真砂秀朗氏の演奏とお茶をお楽しみください。

13：00～16：00

サロンギャラリー明風

3,000円（お茶付）

25名

mail：mom3dkakiko@gmail.com

tel：090-1115-1312（高田）

NPO法人葉山環境文化デザイン集団

サロンギャラリー明風

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

協　　力
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イベント名の最後の［　］は会場地です

　凡例
　［横］：横須賀市
　［葉］：葉山町
　［逗］：逗子市
　［鎌］：鎌倉市
　［藤］：藤沢市
　［茅］：茅ヶ崎市
　［平］：平塚市

［大］：大磯町
［二］：二宮町
［小］：小田原市
［湯］：湯河原町
［箱］：箱根町
［戸］：横浜市戸塚区
［ｵﾝﾗｲﾝ］：Web開催

「BELVEDERE/GIARDINO SEGRETO/STUDIO」展（２０日まで）［戸］

大類祥子が飾る茅ヶ崎館（２０日まで）［茅］

「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座＠旧山本条太郎別荘［鎌］

政財界人の邸園めぐりと「小田原花街」グルメツアー［小］

「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座＠清閑亭［小］

旧モーガン邸で楽しむ藍染め体験会［藤］

「福住楼」に泊まる、見学、お宝拝見［箱］

「環翠楼」に泊まる、見学、お宝拝見［箱］

八幡山の洋館 若宮百香コンサート［平］

大磯の邸園文化探訪半日コース①［大］

旧岩崎彌之助別邸和館で呈茶と茶室見学［箱］

盛岩寺昭和文化館「公開月釜 お茶を楽しむ」［藤］

横須賀の茅葺民家 万代会館を伝える［横］

大磯の邸園文化探訪半日コース②［大］

大磯の邸園文化探訪1日コース③［大］

大磯城山公園「もみじのライトアップ２０２１」（２８日まで）［大］

間島弟彦生誕１５０年 間島夫婦の事跡を辿る［鎌］

恩賜箱根公園「ざる菊の鑑賞」（11/21まで）［箱］

明治記念大磯邸園「邸園とざる菊の鑑賞」（11/21まで）［大］

清閑亭の十三夜、月待ちヨガとお月見弁当［小］

北原白秋、童謡のさんぽ道［小］

「神仙郷」+「旧藤山雷太別荘」特別見学［箱］

八幡山の洋館 秋のばらフェスタ　朗読［平］

八幡山の洋館 秋のばらフェスタ「ばらカフェ」（31日まで）［平］

八幡山の洋館 秋のばらフェスタ「多肉植物の寄せ植え」［平］

エリアナ・パヴロバ顕彰碑ー腰越戦没者慰霊碑めぐり［鎌］

盛岩寺昭和文化館「墨蹟風入れ展と展示解説」（3日まで）［藤］

旧井上匡四郎邸でひもとく「帝国ホテル」「F.L.ライト」「遠藤新」［葉］

登録有形文化財で観る小津安二郎監督作品「晩春」［茅］

元綱本屋敷「だるま料理店」で会食とお話と館内見学［小］

江の島コッキング苑見学ツアー［藤］

湯河原温泉・粋な温泉文化をめぐる！［湯］

鎌倉別荘建築の至宝-旧山本条太郎別荘公開（２１日まで）［鎌］

大磯の邸園文化探訪1日コース④［大］

「 西 洋 近 代 音 楽 史 」 ［ 葉 ］

小田原別荘地めぐり［オンライン］

「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」［二］

俣野別邸庭園「庭園散策」もみじ祭りスペシャル［戸］

盛岩寺昭和文化館「公開月釜 お茶を楽しむ」［藤］

2021庭園女子カメラ講座②［鎌］

2021庭園女子カメラ講座③［※］

鵠沼の「まちの記憶」を求めてVol.3［藤］

「真砂秀朗・書画と音」展・「真砂三千代・茶衣」展(2８日まで)［葉］

葉山のグランドデザインを考えよう！［葉］

２０２１邸園女子カメラ講座①［※］

紅葉の板橋界隈と秋葉山火防祭［小］

旧モーガン邸で楽しむクリスマスリース作り［藤］

紅葉の「古稀庵」山縣有朋別邸庭園と板橋さんぽ①［小］

「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」［二］

逗子の原風景を探る「黒門カルチャーくらぶ」トークイン［逗］

俣野別邸夜間特別開館クリスマスコンサート［戸］

大磯の邸園文化探訪半日コース⑤［大］

大磯の邸園文化探訪半日コース⑥［大］

紅葉の「古稀庵」山縣有朋別邸庭園と板橋さんぽ②［小］

数寄屋棟梁が松永記念館を解きひらく［小］

※会場までの地図は、
　　上記催しを参照ください。

10｜23｜土｜横須賀の茅葺民家　万代会館を伝える

一昨年、横須賀市重要文化財に指定された万代会館

を「感じて・考える」実践イベントです。現在、耐震化計

画のため室内には入れませんが、お庭より数寄屋造り

を見ながら「建物の特徴と万代順四郎の話」と「建物

の保存活用の意見交換」を行います。恒例の保全作業

「奥庭の竹切り」も行います。お楽しみに。

　　※竹切りは軽作業ですが軍手が必要です。

　　※マスク、軍手、筆記用具、飲み物等は各自ご用意ください。

　　※室内には入れませんが庭園内は自由に散策できます。

　　※施設内の駐車場は使用できません。　　　　

　　※朝、ご自宅での検温を済ませておいてください。

9：00～12：00　

京急「津久井浜」駅

※周辺の景観を楽しく散策しながら、万代会館

　　へ向かいます（会館までは徒歩5分の距離です）

市立万代会館（入園後各種イベント）

無料

15名程度（当日受付）

※申込制ではないので、ご都合にあわせてお越しください。

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

横須賀建築探偵団

横須賀市教育委員会、株式会社リドレ

時　　間

集合場所

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

後　　援

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

9｜5｜日｜「西洋近代音楽史」
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

下見板のコントラスト、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、ベートーヴェン・シューベルト・ショパンなどの前

期ロマン派をとりあげます。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

＊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。

◎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。

中止

イベントカレンダー 横須賀・葉山



検索茅ヶ崎館

邸園の見学にあたって

9月 10 月 11 月 12 月

　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

湘南邸園文化圏の沿革

湘南の別荘宿
国登録有形文化財

茅ヶ崎館　

【完全予約制】※ご会食のご利用も可能です。
〒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

21

万代会館

津久井浜駅

津久井浜

京
急

久
里

浜
線

207

真砂邸
（サロンギャラリー明風）

葉山町立図書館

ユニオン

バス停「風早橋」

バス停「元町」

134

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

[集合場所]
バス停「葉山」（下り）

しおさい公園

葉山御用邸

県立葉山公園

［解散場所］
長者ヶ崎駐車場

134

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

真砂邸
（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]
バス停「葉山」（下り）
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」行きに乗車(約

15分)

11｜26｜金｜～｜28｜日｜「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（お茶付き）

(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｜6｜土｜葉山のグランドデザインを考えよう!
第２回下山口
御用邸～長者ヶ崎　〈過去・現在・未来〉
葉山随一の景観スポットの魅力を未来につなぐため、現

状認識と提案、そして交流の場を設けることにしました。

・御用邸から長者ヶ崎までの海岸線を歩き、古い写真

や古絵葉書と比較しながら現状と課題を見出します。

・長者ヶ崎近くのお店にて、葉山の食材を生かしたお食

事の後、参加者の感想や意見、また提案について語り

合います。

10：00～14：00

バス停「葉山」(下り)

御用邸～大浜海岸～葉山公園～長者ヶ崎駐車場

3,000円（昼食付）

20名

mail：nonakaya@jcom.home.ne.jp

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

コース

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

共　　催

真砂邸

真砂邸

真砂邸

万代会館全景（庭園より）

万代会館から庭園を臨む

葉山御用邸正門

旧東伏見宮別邸

大浜海岸

10｜9｜土｜
旧井上匡四郎邸でひもとく
「帝国ホテル」、「F.Lライト」、「遠藤新」
フランク・ロイド・ライトの弟子・遠藤新が設計した別荘

建築「旧井上匡四郎邸」（築82年）に、作家の真砂秀

朗夫妻が制作の場として長年お住まいになってきまし

たが、2年前に改修され、新たに「サロンギャラリー明風」

を開設しました。

今回、遠藤建築研究の第一人者・井上祐一氏に真砂

邸の解説と案内を、さらにライトと遠藤新が設計した旧

帝国ホテルの支配人・林愛作のお孫さん林茂美氏か

ら遠藤建築にまつわるお話をしていただきます。お話と

一緒に、真砂秀朗氏の演奏とお茶をお楽しみください。

13：00～16：00

サロンギャラリー明風

3,000円（お茶付）

25名

mail：mom3dkakiko@gmail.com

tel：090-1115-1312（高田）

NPO法人葉山環境文化デザイン集団

サロンギャラリー明風

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

協　　力
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イベント名の最後の［　］は会場地です

　凡例
　［横］：横須賀市
　［葉］：葉山町
　［逗］：逗子市
　［鎌］：鎌倉市
　［藤］：藤沢市
　［茅］：茅ヶ崎市
　［平］：平塚市

［大］：大磯町
［二］：二宮町
［小］：小田原市
［湯］：湯河原町
［箱］：箱根町
［戸］：横浜市戸塚区
［ｵﾝﾗｲﾝ］：Web開催

「BELVEDERE/GIARDINO SEGRETO/STUDIO」展（２０日まで）［戸］

大類祥子が飾る茅ヶ崎館（２０日まで）［茅］

「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座＠旧山本条太郎別荘［鎌］

政財界人の邸園めぐりと「小田原花街」グルメツアー［小］

「数寄屋造りと日本庭園のみかた」講座＠清閑亭［小］

旧モーガン邸で楽しむ藍染め体験会［藤］

「福住楼」に泊まる、見学、お宝拝見［箱］

「環翠楼」に泊まる、見学、お宝拝見［箱］

八幡山の洋館 若宮百香コンサート［平］

大磯の邸園文化探訪半日コース①［大］

旧岩崎彌之助別邸和館で呈茶と茶室見学［箱］

盛岩寺昭和文化館「公開月釜 お茶を楽しむ」［藤］

横須賀の茅葺民家 万代会館を伝える［横］

大磯の邸園文化探訪半日コース②［大］

大磯の邸園文化探訪1日コース③［大］

大磯城山公園「もみじのライトアップ２０２１」（２８日まで）［大］

間島弟彦生誕１５０年 間島夫婦の事跡を辿る［鎌］

恩賜箱根公園「ざる菊の鑑賞」（11/21まで）［箱］

明治記念大磯邸園「邸園とざる菊の鑑賞」（11/21まで）［大］

清閑亭の十三夜、月待ちヨガとお月見弁当［小］

北原白秋、童謡のさんぽ道［小］

「神仙郷」+「旧藤山雷太別荘」特別見学［箱］

八幡山の洋館 秋のばらフェスタ　朗読［平］

八幡山の洋館 秋のばらフェスタ「ばらカフェ」（31日まで）［平］

八幡山の洋館 秋のばらフェスタ「多肉植物の寄せ植え」［平］

エリアナ・パヴロバ顕彰碑ー腰越戦没者慰霊碑めぐり［鎌］

盛岩寺昭和文化館「墨蹟風入れ展と展示解説」（3日まで）［藤］

旧井上匡四郎邸でひもとく「帝国ホテル」「F.L.ライト」「遠藤新」［葉］

登録有形文化財で観る小津安二郎監督作品「晩春」［茅］

元綱本屋敷「だるま料理店」で会食とお話と館内見学［小］

江の島コッキング苑見学ツアー［藤］

湯河原温泉・粋な温泉文化をめぐる！［湯］

鎌倉別荘建築の至宝-旧山本条太郎別荘公開（２１日まで）［鎌］

大磯の邸園文化探訪1日コース④［大］

「 西 洋 近 代 音 楽 史 」 ［ 葉 ］

小田原別荘地めぐり［オンライン］

「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」［二］

俣野別邸庭園「庭園散策」もみじ祭りスペシャル［戸］

盛岩寺昭和文化館「公開月釜 お茶を楽しむ」［藤］

2021庭園女子カメラ講座②［鎌］

2021庭園女子カメラ講座③［※］

鵠沼の「まちの記憶」を求めてVol.3［藤］

「真砂秀朗・書画と音」展・「真砂三千代・茶衣」展(2８日まで)［葉］

葉山のグランドデザインを考えよう！［葉］

２０２１邸園女子カメラ講座①［※］

紅葉の板橋界隈と秋葉山火防祭［小］

旧モーガン邸で楽しむクリスマスリース作り［藤］

紅葉の「古稀庵」山縣有朋別邸庭園と板橋さんぽ①［小］

「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」［二］

逗子の原風景を探る「黒門カルチャーくらぶ」トークイン［逗］

俣野別邸夜間特別開館クリスマスコンサート［戸］

大磯の邸園文化探訪半日コース⑤［大］

大磯の邸園文化探訪半日コース⑥［大］

紅葉の「古稀庵」山縣有朋別邸庭園と板橋さんぽ②［小］

数寄屋棟梁が松永記念館を解きひらく［小］

※会場までの地図は、
　　上記催しを参照ください。

10｜23｜土｜横須賀の茅葺民家　万代会館を伝える

一昨年、横須賀市重要文化財に指定された万代会館

を「感じて・考える」実践イベントです。現在、耐震化計

画のため室内には入れませんが、お庭より数寄屋造り

を見ながら「建物の特徴と万代順四郎の話」と「建物

の保存活用の意見交換」を行います。恒例の保全作業

「奥庭の竹切り」も行います。お楽しみに。

　　※竹切りは軽作業ですが軍手が必要です。

　　※マスク、軍手、筆記用具、飲み物等は各自ご用意ください。

　　※室内には入れませんが庭園内は自由に散策できます。

　　※施設内の駐車場は使用できません。　　　　

　　※朝、ご自宅での検温を済ませておいてください。

9：00～12：00　

京急「津久井浜」駅

※周辺の景観を楽しく散策しながら、万代会館

　　へ向かいます（会館までは徒歩5分の距離です）

市立万代会館（入園後各種イベント）

無料

15名程度（当日受付）

※申込制ではないので、ご都合にあわせてお越しください。

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

横須賀建築探偵団

横須賀市教育委員会、株式会社リドレ

時　　間

集合場所

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

後　　援

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

9｜5｜日｜「西洋近代音楽史」
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

下見板のコントラスト、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、ベートーヴェン・シューベルト・ショパンなどの前

期ロマン派をとりあげます。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

＊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。

◎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。

中止

イベントカレンダー 横須賀・葉山
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長谷駅
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長谷寺

鎌倉能舞台

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

JR 逗子駅

亀岡八幡宮

逗子 ・ 葉山駅

長島孝一邸

黒門カルチャーくらぶ

蘆花記念公園

北口

311

134

緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸

グリーンヒル湘南

30

片瀬江ノ島駅
江ノ島駅

湘南
江の島駅

[集合場所]
江の島
観光案内所前

134

小
田

急
江

ノ島
線 江ノ電

江の島シーキャンドル
江の島サムエルコッキング苑

旧鎌倉図書館
（鎌倉市中央図書館提供）

間島弟彦
肖像画
（白瀧幾之助画）

※青山学院資料センター所蔵

エリアナ・パヴロバ

戦没者慰霊碑

旧山本条太郎別荘 大広間

花むすび展示

旧山本条太郎別荘 前庭

エリアナ・パヴロバ顕彰碑

旧山本条太郎別荘から相模湾を望む

講師　藤井哲郎

俣野別邸庭園のモミジ

モミジのライトアップ

旧モーガン邸庭園

藍染めの様子

リース作品

リース作りの様子

演奏者の写真

庭園散歩の様子

長島邸 黒門カルチャーくらぶ

11｜13｜土｜没後80年慰霊　日本バレエの母エリアナ・
パヴロバ顕彰碑－腰越戦没者慰霊碑めぐり
昭和初期鎌倉七里ガ浜に日本初のバレエスク－ルを

建て、日本バレエ発展の礎となった亡命ロシア人-エリ

アナ・パヴロバの栄光と悲劇の足跡をたどります。日中

戦争慰問中急死され没後80年慰霊イベントです。海

辺の遊歩道を江ノ電に沿って江の島、富士山を眺め腰

越現地まで約1.5km散策します。

（案内）　伊澤信治　七里ガ浜町内会副会長

　         稲田明子　鎌倉パヴロバ会

13：00～15：30

江ノ電七里ヶ浜駅改札前

1,000円

20名（先着順）

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

※雨天時は、11月14日（日）に延期します。

鎌倉市NPOセンター鎌倉 
鎌倉市御成町18－10
鎌倉駅西口から徒歩約5分

11｜27｜土｜間島弟彦生誕150年　間島夫妻の事跡を辿る
近代鎌倉の教育文化に貢献した間島夫妻について学

び、ゆかりの地を歩きます。

（内容）

13：00～14：00 講座「間島弟彦・間島愛子夫妻と鎌倉」

14：15～15：45  見学ツアー

　　　 　　　　　　　　旧鎌倉図書館→寿福寺→英勝寺→鎌倉国宝館

15：50～16：30  鎌倉国宝館見学

　　　　　　　　   　　企画展示「間島弟彦と鎌倉国宝館（仮）」（10/9～12/5）

　　　　　　　　　   　解説 鎌倉国宝館学芸員（交渉中）

13：00　（開場：12：30）

鎌倉市NPOセンター鎌倉

1,000円（入場料、保険料を含む）

20名（申込先着順）

mail：nqe35295@nifty.com（和田）

※申込時に氏名、連絡先（緊急連絡用）をお知らせください。

tel：090-4728-5242（鈴木、19時以降）

図書館とともだち・鎌倉

（間島弟彦・間島愛子夫妻　旌徳の会）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜21｜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。

10：00～11：00

俣野別邸庭園外苑

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

９｜18｜土｜～｜２０｜祝・月｜「BELVEDERE/GIARDINO SEGRETO/STUDIO」展 

豊かな自然が溢れる俣野別邸庭園のあちらこちらに、

湘南工科大学総合デザイン学科空間デザインコース

の学生が、庭園の風景を新たに響かせる物見台や秘

密の園、書斎などの空間装置を設計。その作品を模型

や映像で展示します。

9：30～16：00

俣野別邸

無料（俣野別邸入館料が別途必要　一般400円）

mail：nakao@md.shonan-it.ac.jp

湘南工科大学総合デザイン学科空間デザインコース

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

12｜5｜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催さ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（開場17：30）

俣野別邸 居間

2,000円（お土産付）

15名（申込先着順）

tel：045-852-8038　　　※受付開始11/1（日）。

電話または直接来館　お一人2名様まで受付

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

10｜17｜日｜旧モーガン邸で楽しむ藍染め体験会
昭和6年に建てられた建築家モーガンの自邸と庭園を

活用するため、蔵まえギャラリーから講師を迎えて、庭

園にて藍染め体験会を行います。庭園で藍をたて、参

加者は用意された布に絞りや板締め等で模様をつけ

て（材料は輪ゴム・ビー玉・割りばし等を用意）藍染をし

ます。染め上がった布を庭園で乾かす間で、庭園散策

に参加していただきます（解説あり）。染めるものは何種

類か用意します（蔵まえギャラリー提供、別料金）

①11：30～12：30、②13：30～14：30

旧モーガン邸庭園

佐野晴美（蔵まえギャラリー）

1,000円（追加で染める場合は別途材料費が必要）

各10名（申込先着順）

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-８８-４３８８

ＮＰＯ法人旧モーガン邸を守る会

藤沢市教育委員会、横浜歴史資産調査会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

申込み&

お問合せ

主　　催

後　　援

1２｜８｜水｜旧モーガン邸で楽しむクリスマスリース作り
昭和6年に建てられた建築家モーガンの自邸と庭園を

活用するため、毎年12月にリース作りをします。

庭園内の木の実や松ぼっくり、ドライフラワーのような紫

陽花など自然素材をいかした作品を作ります。土台の

リース、針金、飾りのリボン等用意します。

※雨天時は、12月19日（日）に順延します。

11：00～14：30（随時受付）

旧モーガン邸庭園

1,000円（２個目からは５００円）※材料がなくなり次第終了

mail：1122morganhouse@gmail.com／fax：0466-８８-４３８８

ＮＰＯ法人旧モーガン邸を守る会

藤沢市教育委員会、横浜歴史資産調査会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

後　　援

10｜11｜月｜「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、昨年の受講者ア

ンケートでは満足度5段階評価で4.7点をいただいてい

ます。講座実績300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、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。

天候等により庭に出られない場合があります。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回 10：00～12：15（9：50集合）

第2回 13：30～15：45（13：20集合）

旧山本条太郎別荘

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

3,000円（事前振込、振込先は申込時にご連絡します。）

各回20名（申込先着順）

メールにて、氏名・住所・電話番号・人数・希望

回を明記の上、お申込ください。（電話も可）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp／tel：080-7115-2644（藤井）

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

11｜20｜土｜・｜21｜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年政財界の大物・山本条太郎が別荘として建

造。長谷桑ヶ谷の海を見渡す5千坪の敷地の数寄屋

造りは国登録有形文化財に登録。現在宗教法人・神

霊教により大切に保存されています。当文化祭の趣旨

に賛同され毎年特別公開しています。

築102年建坪150坪の数寄屋造り、邸内の美しい紅

葉、倉田生子氏の伝統工芸「花結び」の展示をお楽し

みください。

案内：山口通則氏(施設管理担当者）

10：00～16：00

旧山本条太郎別荘（現・神霊教鎌倉霊源閣）

500円

各日100名

メール又はFAXで、氏名・住所・電話番号を記入し、お申込ください。

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp／fax：0467-32-1650（稲田）

mail：michinori@srk.info／tel：080-3084-4837（山口）

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

お申込&

お問合せ

主　　催

共　　催

順延

順延

事前申込・振込制

旧山本条太郎別荘
鎌倉市長谷三丁目 598
江ノ電長谷駅より徒歩 8 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

※会場までの地図は、
　　上記催しを参照ください。

※会場までの地図は、上記催しを参照ください。

12｜4｜土｜逗子の原風景を探る
「黒門カルチャーくらぶ」トークイン
登録有形文化財「長島孝一邸」向かいにある「黒門カ

ルチャーくらぶ」で、「地域の原風景を生かしたまちづく

り」に向けて、逗子のケースを題材として語り合います。

また、当日は、トークイン前に逗子の原風景を探るまち

歩きを開催します。

まち歩きコースは、亀岡八幡宮、田越川、六代御前墓、

蘆花記念公園、富士見橋、長島邸を予定しています。

※まち歩き参加希望者は、13時に亀岡八幡宮に集合ください。

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

小雨決行
黒門カルチャーくらぶ
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

[まち歩き集合場所]亀岡八幡宮
逗子市逗子5-2-13
JR逗子駅から徒歩3分、京浜
急行逗子・葉山駅から約1分

小雨決行

小雨決行

14：30～16：00　※オプションまち歩き　13：00～14：30

黒門カルチャーくらぶ

1,000円

20名（申込先着順、オプションまち歩きは10名）

mail：genfuukei2018@gmail.com

tel：０９０-３５０７-３２２９（玄）

原風景を生かすまちづくりの会

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

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

[集合場所]江の島観光案内所前

（藤沢市江の島1-3-2）

小田急江ノ島線「片瀬江ノ島

駅」より徒歩12分、江ノ島電鉄

「江ノ島駅」より徒歩15分

江の島サムエル・コッキング苑

江ノ島灯台

11｜６｜土｜江の島コッキング苑見学ツアー
サムエルコッキングは明治初期にオーストラリアから横

浜にやってきた貿易商で平沼に石鹸工場などを経営、

ユリや蘭の輸入、日露戦争の武器調達などで富を得、

江の島頂上に別荘と植物園を整備。今日英国式レン

ガ温室の保存もなされ、その遺構見学と合わせて天然

記念物の樹木を探訪、また島内散策も兼ね江の島の

歴史と植生を訪ねます。今年のキャンドルイルミネー

ションに巡り合える？

時　　間

集合場所

講　　師

参加費

定　　員

お申込

主　　催

協　　力

小雨決行

1４：30～1７：00

江の島観光案内所前

邸園文化調査団（コッキング苑）

500円

※コッキング苑入場料込み、灯台展望台シーキャンドル別料金。

２0名

tel：0467-31-7889

片瀬腰越津旧鎌倉郡研究会

邸園文化調査団

横浜戸塚・藤沢逗子・鎌倉
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緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸
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片瀬江ノ島駅
江ノ島駅

湘南
江の島駅
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江

ノ島
線 江ノ電

江の島シーキャンドル
江の島サムエルコッキング苑

旧鎌倉図書館
（鎌倉市中央図書館提供）

間島弟彦
肖像画
（白瀧幾之助画）

※青山学院資料センター所蔵

エリアナ・パヴロバ

戦没者慰霊碑

旧山本条太郎別荘 大広間

花むすび展示

旧山本条太郎別荘 前庭

エリアナ・パヴロバ顕彰碑

旧山本条太郎別荘から相模湾を望む

講師　藤井哲郎

俣野別邸庭園のモミジ

モミジのライトアップ

旧モーガン邸庭園

藍染めの様子

リース作品

リース作りの様子

演奏者の写真

庭園散歩の様子

長島邸 黒門カルチャーくらぶ

11｜13｜土｜没後80年慰霊　日本バレエの母エリアナ・
パヴロバ顕彰碑－腰越戦没者慰霊碑めぐり
昭和初期鎌倉七里ガ浜に日本初のバレエスク－ルを

建て、日本バレエ発展の礎となった亡命ロシア人-エリ

アナ・パヴロバの栄光と悲劇の足跡をたどります。日中

戦争慰問中急死され没後80年慰霊イベントです。海

辺の遊歩道を江ノ電に沿って江の島、富士山を眺め腰

越現地まで約1.5km散策します。

（案内）　伊澤信治　七里ガ浜町内会副会長

　         稲田明子　鎌倉パヴロバ会

13：00～15：30

江ノ電七里ヶ浜駅改札前

1,000円

20名（先着順）

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

※雨天時は、11月14日（日）に延期します。

鎌倉市NPOセンター鎌倉 
鎌倉市御成町18－10
鎌倉駅西口から徒歩約5分

11｜27｜土｜間島弟彦生誕150年　間島夫妻の事跡を辿る
近代鎌倉の教育文化に貢献した間島夫妻について学

び、ゆかりの地を歩きます。

（内容）

13：00～14：00 講座「間島弟彦・間島愛子夫妻と鎌倉」

14：15～15：45  見学ツアー

　　　 　　　　　　　　旧鎌倉図書館→寿福寺→英勝寺→鎌倉国宝館

15：50～16：30  鎌倉国宝館見学

　　　　　　　　   　　企画展示「間島弟彦と鎌倉国宝館（仮）」（10/9～12/5）

　　　　　　　　　   　解説 鎌倉国宝館学芸員（交渉中）

13：00　（開場：12：30）

鎌倉市NPOセンター鎌倉

1,000円（入場料、保険料を含む）

20名（申込先着順）

mail：nqe35295@nifty.com（和田）

※申込時に氏名、連絡先（緊急連絡用）をお知らせください。

tel：090-4728-5242（鈴木、19時以降）

図書館とともだち・鎌倉

（間島弟彦・間島愛子夫妻　旌徳の会）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜21｜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。

10：00～11：00

俣野別邸庭園外苑

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

９｜18｜土｜～｜２０｜祝・月｜「BELVEDERE/GIARDINO SEGRETO/STUDIO」展 

豊かな自然が溢れる俣野別邸庭園のあちらこちらに、

湘南工科大学総合デザイン学科空間デザインコース

の学生が、庭園の風景を新たに響かせる物見台や秘

密の園、書斎などの空間装置を設計。その作品を模型

や映像で展示します。

9：30～16：00

俣野別邸

無料（俣野別邸入館料が別途必要　一般400円）

mail：nakao@md.shonan-it.ac.jp

湘南工科大学総合デザイン学科空間デザインコース

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

12｜5｜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催さ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（開場17：30）

俣野別邸 居間

2,000円（お土産付）

15名（申込先着順）

tel：045-852-8038　　　※受付開始11/1（日）。

電話または直接来館　お一人2名様まで受付

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

10｜17｜日｜旧モーガン邸で楽しむ藍染め体験会
昭和6年に建てられた建築家モーガンの自邸と庭園を

活用するため、蔵まえギャラリーから講師を迎えて、庭

園にて藍染め体験会を行います。庭園で藍をたて、参

加者は用意された布に絞りや板締め等で模様をつけ

て（材料は輪ゴム・ビー玉・割りばし等を用意）藍染をし

ます。染め上がった布を庭園で乾かす間で、庭園散策

に参加していただきます（解説あり）。染めるものは何種

類か用意します（蔵まえギャラリー提供、別料金）

①11：30～12：30、②13：30～14：30

旧モーガン邸庭園

佐野晴美（蔵まえギャラリー）

1,000円（追加で染める場合は別途材料費が必要）

各10名（申込先着順）

mail：1122morganhouse@gmail.com

fax：0466-８８-４３８８

ＮＰＯ法人旧モーガン邸を守る会

藤沢市教育委員会、横浜歴史資産調査会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

申込み&

お問合せ

主　　催

後　　援

1２｜８｜水｜旧モーガン邸で楽しむクリスマスリース作り
昭和6年に建てられた建築家モーガンの自邸と庭園を

活用するため、毎年12月にリース作りをします。

庭園内の木の実や松ぼっくり、ドライフラワーのような紫

陽花など自然素材をいかした作品を作ります。土台の

リース、針金、飾りのリボン等用意します。

※雨天時は、12月19日（日）に順延します。

11：00～14：30（随時受付）

旧モーガン邸庭園

1,000円（２個目からは５００円）※材料がなくなり次第終了

mail：1122morganhouse@gmail.com／fax：0466-８８-４３８８

ＮＰＯ法人旧モーガン邸を守る会

藤沢市教育委員会、横浜歴史資産調査会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

後　　援

10｜11｜月｜「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、昨年の受講者ア

ンケートでは満足度5段階評価で4.7点をいただいてい

ます。講座実績300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、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。

天候等により庭に出られない場合があります。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回 10：00～12：15（9：50集合）

第2回 13：30～15：45（13：20集合）

旧山本条太郎別荘

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

3,000円（事前振込、振込先は申込時にご連絡します。）

各回20名（申込先着順）

メールにて、氏名・住所・電話番号・人数・希望

回を明記の上、お申込ください。（電話も可）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp／tel：080-7115-2644（藤井）

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

11｜20｜土｜・｜21｜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年政財界の大物・山本条太郎が別荘として建

造。長谷桑ヶ谷の海を見渡す5千坪の敷地の数寄屋

造りは国登録有形文化財に登録。現在宗教法人・神

霊教により大切に保存されています。当文化祭の趣旨

に賛同され毎年特別公開しています。

築102年建坪150坪の数寄屋造り、邸内の美しい紅

葉、倉田生子氏の伝統工芸「花結び」の展示をお楽し

みください。

案内：山口通則氏(施設管理担当者）

10：00～16：00

旧山本条太郎別荘（現・神霊教鎌倉霊源閣）

500円

各日100名

メール又はFAXで、氏名・住所・電話番号を記入し、お申込ください。

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp／fax：0467-32-1650（稲田）

mail：michinori@srk.info／tel：080-3084-4837（山口）

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

お申込&

お問合せ

主　　催

共　　催

順延

順延

事前申込・振込制

旧山本条太郎別荘
鎌倉市長谷三丁目 598
江ノ電長谷駅より徒歩 8 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

※会場までの地図は、
　　上記催しを参照ください。

※会場までの地図は、上記催しを参照ください。

12｜4｜土｜逗子の原風景を探る
「黒門カルチャーくらぶ」トークイン
登録有形文化財「長島孝一邸」向かいにある「黒門カ

ルチャーくらぶ」で、「地域の原風景を生かしたまちづく

り」に向けて、逗子のケースを題材として語り合います。

また、当日は、トークイン前に逗子の原風景を探るまち

歩きを開催します。

まち歩きコースは、亀岡八幡宮、田越川、六代御前墓、

蘆花記念公園、富士見橋、長島邸を予定しています。

※まち歩き参加希望者は、13時に亀岡八幡宮に集合ください。

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

小雨決行
黒門カルチャーくらぶ
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

[まち歩き集合場所]亀岡八幡宮
逗子市逗子5-2-13
JR逗子駅から徒歩3分、京浜
急行逗子・葉山駅から約1分

小雨決行

小雨決行

14：30～16：00　※オプションまち歩き　13：00～14：30

黒門カルチャーくらぶ

1,000円

20名（申込先着順、オプションまち歩きは10名）

mail：genfuukei2018@gmail.com

tel：０９０-３５０７-３２２９（玄）

原風景を生かすまちづくりの会

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

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

[集合場所]江の島観光案内所前

（藤沢市江の島1-3-2）

小田急江ノ島線「片瀬江ノ島

駅」より徒歩12分、江ノ島電鉄

「江ノ島駅」より徒歩15分

江の島サムエル・コッキング苑

江ノ島灯台

11｜６｜土｜江の島コッキング苑見学ツアー
サムエルコッキングは明治初期にオーストラリアから横

浜にやってきた貿易商で平沼に石鹸工場などを経営、

ユリや蘭の輸入、日露戦争の武器調達などで富を得、

江の島頂上に別荘と植物園を整備。今日英国式レン

ガ温室の保存もなされ、その遺構見学と合わせて天然

記念物の樹木を探訪、また島内散策も兼ね江の島の

歴史と植生を訪ねます。今年のキャンドルイルミネー

ションに巡り合える？

時　　間

集合場所

講　　師

参加費

定　　員

お申込

主　　催

協　　力

小雨決行

1４：30～1７：00

江の島観光案内所前

邸園文化調査団（コッキング苑）

500円

※コッキング苑入場料込み、灯台展望台シーキャンドル別料金。

２0名

tel：0467-31-7889

片瀬腰越津旧鎌倉郡研究会

邸園文化調査団

横浜戸塚・藤沢逗子・鎌倉
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宮の前崇善小

ラスカ
平塚駅北口

八幡山の洋館
1

旧安田善次郎邸

明治記念大磯邸園
(旧大隈重信別邸・陸奥宗光別邸跡)

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

小津監督ゆかりの「二番」『晩春』

茅ヶ崎館　応接室

茅ヶ崎館　広間
11｜3｜祝・水｜

登録有形文化財で観る
小津安二郎監督作品「晩春」

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

創業122年湘南で営業を続けている別荘宿－茅ヶ崎

館－数々の文化人に愛されてきた憩いと創造の場所

です。ここで脚本の執筆をされた小津安二郎監督の代

表作昭和24年公開の「晩春」を上映いたします。劇中

の能シーンについて、能楽写真家でもある新宮夕海さ

んと五代目館主森浩章のトーク＆館内見学。

15：00～17：30（14：00開場）

茅ヶ崎館

1,000円（ワンドリンク付）

35名（申込先着順）

電話又はメールで、氏名・人数・電話番号をお知らせください。

tel：0467-82-2003／mail：info@chigasakikan.co.jp

NPO法人茅ヶ崎の文化景観を育む会

茅ヶ崎館

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

協　　力

9｜18｜土｜～ ｜20｜祝・月｜【大類祥子が飾る茅ヶ崎館】
登録有形文化財
いけばな草月流一級師範であり、空間装花のスペシャ

リスト大類祥子の企画展を茅ヶ崎館で開催いたしま

す。門前・玄関・廊下・応接室・広間・庭園へと繋がり、

その先の海へと導く小路・・・。

代々継承されてきた場所を現代流に楽しむ企画展。

館内の見学が好評です。珈琲サロンがございます。

11：00～16：00

茅ヶ崎館

1,000円（ワンドリンク付）

tel：0467-82-2003

NPO法人茅ヶ崎の文化景観を育む会

Puamana

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜30｜土｜・｜31｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
「ばらカフェ」
さわやかなばらの香りばらジュースと手作りクッキー販

売。テラスで花々を眺めながら、ゆったりとおくつろぎ下

さい。

10：00～16：00

八幡山の洋館

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

10｜30｜土｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ　　「若宮百香
ヴァイオリン＆ハルダンゲルヴァイオリンコンサート」
ハルダンゲルヴァイオリンは、北欧ノルウェーの民族楽

器です。真珠母貝や象嵌細工の花模様の装飾が施さ

れ、トップ部分には、ヴァイキング時代の神の象徴「ドラ

ゴン」が彫られています。4本弦の下に4～5本の共鳴弦

（アンダーストリング）がついていて、これにより哀愁を帯

びた懐かしい音色を聴かせてくれます。ノルウェーでは

神聖な楽器とされています。珍しい曲の数々、若宮氏

の巧みな演奏をお愉しみください。

14：00～16：00

八幡山の洋館

若宮百香（ヴァイオリン）、松岡杏奈（ピアノ）

3,000円

30名

右記の通り（申込期限9/18～10/1 抽選）

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

出演者

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

10｜31｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ　朗読
花や草木など植物にまつわるお話。すみこ氏のチャーミ

ングな語り口をお楽しみ下さい。

作品：太宰治作「失敗園」他

朗読：すみこ

11：00～12：00

八幡山の洋館

500円

20名（申込は右記の通り、申込期限9/18～10/1 抽選）

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

10｜31｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
　「多肉植物の寄せ植え」
流行りの多肉植物の植え込みを指導し、かわいらしい

室内装飾を作ります。

指導：市川英夫

13：30～14：30

八幡山の洋館

1,000円（材料費：800円　指導料：200円）

15名（申込は右記の通り、申込期限9/18～10/1 抽選）

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

10｜23｜土｜～11｜21｜日｜明治記念大磯邸園 開園1周年記念
「邸園とざる菊の鑑賞」
邸園内の入口エントランスや別邸の庭に「ざる菊」の花

鉢を飾り、鑑賞しながらゆっくりと散策を楽しんでいただ

きます。併せて、湘南邸園文化祭に参加している、恩賜

箱根公園と連携して同時開催として実施します。

※恩賜箱根公園が参画する富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの

庭園」ツーリズムでは、他の３庭園でも同時期に「菊の展

示」を行います。ぜひ、そちらにも足を運んでみてください。

9：00～16：30

明治記念大磯邸園

無料

tel：0463-61-0101

公益財団法人 神奈川県公園協会

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

10｜22｜金｜・｜23｜土｜

12｜10｜金｜・｜11｜土｜

大磯の邸園文化探訪半日コース

明治記念大磯邸園（旧大隈重信別邸・陸奥宗光別邸

跡）及び神奈川県立大磯城山公園（旧吉田茂邸地区

邸園のみ）をガイドツアーで見学します。明治記念大磯

邸園→旧吉田邸は路線バス移動です。

（途中のバス代は含まれません。旧吉田茂邸で解散）

※参加時検温あり。37．3度以上は参加できません。参

加者はマスク着用をお願いします。

9：30～12：20（9：15集合）

JR大磯駅前観光案内所（大磯町大磯878-1）

500円（ガイド料、保険代、資料等）※バス代・旧吉田邸入館料参加者負担

50名（申込先着順）

HP：大磯町観光協会　https://www.oiso-kankou.or.jp/

tel：0463-61-3300

（申込開始10月発は9／22、12月発は11／10、定員になり次第終了）

公益社団法人大磯町観光協会、ＮＰＯ法人大磯

ガイド協会、公益財団法人神奈川県公園協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

主　　催

11｜26｜金｜・｜27｜土｜大磯の邸園文化探訪1日コース

大磯邸園フォーラムで専門家講師による講義のあと明

治記念大磯邸園（旧大隈重信別邸・陸奥宗光別邸

跡）及び神奈川県立大磯城山公園（旧吉田茂邸地区

邸園のみ）をガイドツアーで見学します。

（途中のバス代、昼食代は含まれません。旧吉田茂邸

で解散）解散後城山公園の自由見学可能。

※参加時検温あり。37．3度以上は参加できません。参

加者はマスク着用をお願いします。

9：30～16：00（9：15集合）

JR大磯駅前観光案内所（大磯町大磯878-1）

1,000円（ガイド料、保険代、資料等）

※昼食代、バス代、旧吉田邸入館料は参加者負担

30名（申込先着順）

HP：大磯町観光協会　https://www.oiso-kankou.or.jp/

tel：0463-61-3300（申込開始10月26日、定員になり次第終了）

公益社団法人大磯町観光協会、ＮＰＯ法人大磯

ガイド協会、公益財団法人神奈川県公園協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

主　　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。

〈申込み>　左記10/30、10/31

往復はがきで、催しタイトル・氏名・人数・電話番号を

明記の上、お申込ください。

送付先：〒254-0011平塚市浅間町1-1　八幡山の洋館

邸園の鑑賞

ざる菊の鑑賞

明治記念大磯邸園

明治記念大磯邸園の
エントランス

旧吉田茂邸

寄せ植えのイメージ

若宮百香

松岡杏奈

八幡山の洋館

明治記念大磯邸園の紅葉明治記念大磯邸園の松

明治記念大磯邸園
JR大磯駅から徒歩15分

バスの場合、1・2番線乗場より

　「二宮駅行」「西公園行」「大

磯プリンスホテル行」乗車、

「統監道」下車 徒歩３分

10｜23｜土｜・11｜20｜土｜盛岩寺昭和文化館
「公開月釜　お茶を楽しむ」
国登録有形文化財に登録された築90余年の豪壮な

古建築でお茶を楽しみます。10月は名残の趣向、11月

は開炉の趣向で行います。

席は濃茶席・薄茶席と2席設け分散して実施します。

濃茶は各服点。各席マスク着用・無言、接触回避のた

め間隔を空けて実施予定。多くの方々に古建築の昭

和文化館を見て知っていただきたい。

14：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

1,000円（濃茶・薄茶）

各20名

メール・ファックス・はがきのいずれかでお申込ください。

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

宛先：〒252-0824 藤沢市打戻1119

tel：090-3963-1197

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

協　　賛

11｜1｜月｜~｜3｜祝・水｜盛岩寺昭和文化館
「墨蹟風入れ展と展示解説」
国登録有形文化財に登録された築90余年の豪壮な

古建築で寺所有の墨跡を風入れのために展示します。

展示解説も適宜行います。多くの方々に古建築の昭和

文化館を見て知っていただきたい。

10：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

無料

tel：090-3963-1197／mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

協　　賛

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。

展示風景昭和文化館全景

名残り 開炉

鵠沼のイメージ

11｜20｜土｜鵠沼の「まちの記憶」を求めて　Vol.3
我が国で最初期の別荘分譲地である鵠沼松が岡・鵠

沼海岸周辺は、一面の砂丘に黒松を植えることからス

タートし、「湘南」の自然の風景を愛で、鬱蒼とした緑の

中に住まう定住地へと変化しました。「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、急激に失われて行く原風景、鵠沼文化を再考し、

今後のまちづくりについて、想い描いてみませんか？

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

13：00～15：00

江ノ電鵠沼駅前

1,500円（資料代含む）

10名（申込先着順）

mail：genfuukei2018@gmail.com

※申込の際に、氏名・参加人数をお知らせください。

原風景を生かすまちづくりの会

※会場までの地図は、右頁（P6）を参照ください。

平塚・大磯藤沢・茅ヶ崎・平塚
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茅ヶ崎館

至平塚

雄
三
通
り

310

134

宮の前崇善小

ラスカ
平塚駅北口

八幡山の洋館
1

旧安田善次郎邸

明治記念大磯邸園
(旧大隈重信別邸・陸奥宗光別邸跡)

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

小津監督ゆかりの「二番」『晩春』

茅ヶ崎館　応接室

茅ヶ崎館　広間
11｜3｜祝・水｜

登録有形文化財で観る
小津安二郎監督作品「晩春」

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

創業122年湘南で営業を続けている別荘宿－茅ヶ崎

館－数々の文化人に愛されてきた憩いと創造の場所

です。ここで脚本の執筆をされた小津安二郎監督の代

表作昭和24年公開の「晩春」を上映いたします。劇中

の能シーンについて、能楽写真家でもある新宮夕海さ

んと五代目館主森浩章のトーク＆館内見学。

15：00～17：30（14：00開場）

茅ヶ崎館

1,000円（ワンドリンク付）

35名（申込先着順）

電話又はメールで、氏名・人数・電話番号をお知らせください。

tel：0467-82-2003／mail：info@chigasakikan.co.jp

NPO法人茅ヶ崎の文化景観を育む会

茅ヶ崎館

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

協　　力

9｜18｜土｜～ ｜20｜祝・月｜【大類祥子が飾る茅ヶ崎館】
登録有形文化財
いけばな草月流一級師範であり、空間装花のスペシャ

リスト大類祥子の企画展を茅ヶ崎館で開催いたしま

す。門前・玄関・廊下・応接室・広間・庭園へと繋がり、

その先の海へと導く小路・・・。

代々継承されてきた場所を現代流に楽しむ企画展。

館内の見学が好評です。珈琲サロンがございます。

11：00～16：00

茅ヶ崎館

1,000円（ワンドリンク付）

tel：0467-82-2003

NPO法人茅ヶ崎の文化景観を育む会

Puamana

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜30｜土｜・｜31｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
「ばらカフェ」
さわやかなばらの香りばらジュースと手作りクッキー販

売。テラスで花々を眺めながら、ゆったりとおくつろぎ下

さい。

10：00～16：00

八幡山の洋館

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

10｜30｜土｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ　　「若宮百香
ヴァイオリン＆ハルダンゲルヴァイオリンコンサート」
ハルダンゲルヴァイオリンは、北欧ノルウェーの民族楽

器です。真珠母貝や象嵌細工の花模様の装飾が施さ

れ、トップ部分には、ヴァイキング時代の神の象徴「ドラ

ゴン」が彫られています。4本弦の下に4～5本の共鳴弦

（アンダーストリング）がついていて、これにより哀愁を帯

びた懐かしい音色を聴かせてくれます。ノルウェーでは

神聖な楽器とされています。珍しい曲の数々、若宮氏

の巧みな演奏をお愉しみください。

14：00～16：00

八幡山の洋館

若宮百香（ヴァイオリン）、松岡杏奈（ピアノ）

3,000円

30名

右記の通り（申込期限9/18～10/1 抽選）

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

出演者

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

10｜31｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ　朗読
花や草木など植物にまつわるお話。すみこ氏のチャーミ

ングな語り口をお楽しみ下さい。

作品：太宰治作「失敗園」他

朗読：すみこ

11：00～12：00

八幡山の洋館

500円

20名（申込は右記の通り、申込期限9/18～10/1 抽選）

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

10｜31｜日｜八幡山の洋館　秋のばらフェスタ
　「多肉植物の寄せ植え」
流行りの多肉植物の植え込みを指導し、かわいらしい

室内装飾を作ります。

指導：市川英夫

13：30～14：30

八幡山の洋館

1,000円（材料費：800円　指導料：200円）

15名（申込は右記の通り、申込期限9/18～10/1 抽選）

tel：0463-35-7114

八幡山の洋館

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

10｜23｜土｜～11｜21｜日｜明治記念大磯邸園 開園1周年記念
「邸園とざる菊の鑑賞」
邸園内の入口エントランスや別邸の庭に「ざる菊」の花

鉢を飾り、鑑賞しながらゆっくりと散策を楽しんでいただ

きます。併せて、湘南邸園文化祭に参加している、恩賜

箱根公園と連携して同時開催として実施します。

※恩賜箱根公園が参画する富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの

庭園」ツーリズムでは、他の３庭園でも同時期に「菊の展

示」を行います。ぜひ、そちらにも足を運んでみてください。

9：00～16：30

明治記念大磯邸園

無料

tel：0463-61-0101

公益財団法人 神奈川県公園協会

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

10｜22｜金｜・｜23｜土｜

12｜10｜金｜・｜11｜土｜

大磯の邸園文化探訪半日コース

明治記念大磯邸園（旧大隈重信別邸・陸奥宗光別邸

跡）及び神奈川県立大磯城山公園（旧吉田茂邸地区

邸園のみ）をガイドツアーで見学します。明治記念大磯

邸園→旧吉田邸は路線バス移動です。

（途中のバス代は含まれません。旧吉田茂邸で解散）

※参加時検温あり。37．3度以上は参加できません。参

加者はマスク着用をお願いします。

9：30～12：20（9：15集合）

JR大磯駅前観光案内所（大磯町大磯878-1）

500円（ガイド料、保険代、資料等）※バス代・旧吉田邸入館料参加者負担

50名（申込先着順）

HP：大磯町観光協会　https://www.oiso-kankou.or.jp/

tel：0463-61-3300

（申込開始10月発は9／22、12月発は11／10、定員になり次第終了）

公益社団法人大磯町観光協会、ＮＰＯ法人大磯

ガイド協会、公益財団法人神奈川県公園協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

主　　催

11｜26｜金｜・｜27｜土｜大磯の邸園文化探訪1日コース

大磯邸園フォーラムで専門家講師による講義のあと明

治記念大磯邸園（旧大隈重信別邸・陸奥宗光別邸

跡）及び神奈川県立大磯城山公園（旧吉田茂邸地区

邸園のみ）をガイドツアーで見学します。

（途中のバス代、昼食代は含まれません。旧吉田茂邸

で解散）解散後城山公園の自由見学可能。

※参加時検温あり。37．3度以上は参加できません。参

加者はマスク着用をお願いします。

9：30～16：00（9：15集合）

JR大磯駅前観光案内所（大磯町大磯878-1）

1,000円（ガイド料、保険代、資料等）

※昼食代、バス代、旧吉田邸入館料は参加者負担

30名（申込先着順）

HP：大磯町観光協会　https://www.oiso-kankou.or.jp/

tel：0463-61-3300（申込開始10月26日、定員になり次第終了）

公益社団法人大磯町観光協会、ＮＰＯ法人大磯

ガイド協会、公益財団法人神奈川県公園協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込

主　　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。

〈申込み>　左記10/30、10/31

往復はがきで、催しタイトル・氏名・人数・電話番号を

明記の上、お申込ください。

送付先：〒254-0011平塚市浅間町1-1　八幡山の洋館

邸園の鑑賞

ざる菊の鑑賞

明治記念大磯邸園

明治記念大磯邸園の
エントランス

旧吉田茂邸

寄せ植えのイメージ

若宮百香

松岡杏奈

八幡山の洋館

明治記念大磯邸園の紅葉明治記念大磯邸園の松

明治記念大磯邸園
JR大磯駅から徒歩15分

バスの場合、1・2番線乗場より

　「二宮駅行」「西公園行」「大

磯プリンスホテル行」乗車、

「統監道」下車 徒歩３分

10｜23｜土｜・11｜20｜土｜盛岩寺昭和文化館
「公開月釜　お茶を楽しむ」
国登録有形文化財に登録された築90余年の豪壮な

古建築でお茶を楽しみます。10月は名残の趣向、11月

は開炉の趣向で行います。

席は濃茶席・薄茶席と2席設け分散して実施します。

濃茶は各服点。各席マスク着用・無言、接触回避のた

め間隔を空けて実施予定。多くの方々に古建築の昭

和文化館を見て知っていただきたい。

14：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

1,000円（濃茶・薄茶）

各20名

メール・ファックス・はがきのいずれかでお申込ください。

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

宛先：〒252-0824 藤沢市打戻1119

tel：090-3963-1197

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

協　　賛

11｜1｜月｜~｜3｜祝・水｜盛岩寺昭和文化館
「墨蹟風入れ展と展示解説」
国登録有形文化財に登録された築90余年の豪壮な

古建築で寺所有の墨跡を風入れのために展示します。

展示解説も適宜行います。多くの方々に古建築の昭和

文化館を見て知っていただきたい。

10：00～16：00

盛岩寺昭和文化館

無料

tel：090-3963-1197／mail：seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

協　　賛

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。

展示風景昭和文化館全景

名残り 開炉

鵠沼のイメージ

11｜20｜土｜鵠沼の「まちの記憶」を求めて　Vol.3
我が国で最初期の別荘分譲地である鵠沼松が岡・鵠

沼海岸周辺は、一面の砂丘に黒松を植えることからス

タートし、「湘南」の自然の風景を愛で、鬱蒼とした緑の

中に住まう定住地へと変化しました。「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、急激に失われて行く原風景、鵠沼文化を再考し、

今後のまちづくりについて、想い描いてみませんか？

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

13：00～15：00

江ノ電鵠沼駅前

1,500円（資料代含む）

10名（申込先着順）

mail：genfuukei2018@gmail.com

※申込の際に、氏名・参加人数をお知らせください。

原風景を生かすまちづくりの会

※会場までの地図は、右頁（P6）を参照ください。

平塚・大磯藤沢・茅ヶ崎・平塚
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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

大磯城山公園

旧吉田茂邸地区
大磯迎賓舘

（大磯町郷土資料館）

白秋さんぽ道

橋本京子さん

月待ちの清閑亭十三夜ヨガ

清閑亭カメラ講座の様子

小田原邸園図

松永記念館を解く

小田原邸園の紅葉

山縣有朋

芹澤毅棟梁

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）

10｜17｜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。

白秋が伝肇寺境内に転居した10月7日にちなんで、彼

が愛し、多くの詩を着想したさんぽ道を、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小田原駅改札前集合（解散場所：箱根板橋駅）

橋本京子さん（ソプラノ歌手）

2,500円（白秋童謡ブック、喫茶、保険料込み）

15名（申込先着順）

tel：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

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

清閑亭

東京大学果樹園跡地見学

旧山川邸 自然風もみじ庭園

みかんの収穫

講師　藤井哲郎

10｜9｜土｜「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、昨年の受講者アンケートでは満足度5段階評

価で4.7点をいただいています。講座実績300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、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。

天候等により庭に出られない場合があります。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回 10：00～12：15（9：50集合）

第2回 13：30～15：45（13：20集合）

清閑亭

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

2,500円（事前振込、振込先は申込時にご連絡します。）

各回20名（申込先着順）

メールにて、氏名・住所・電話番号・人数・希望

回を明記の上、お申込ください。（電話も可）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp／tel：080-7115-2644（藤井）

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

事前申込・振込制

事前申込・振込制

11｜20｜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」
東京大学果樹園跡地と近くのみかん山を地元の人た

ちとふれあいながら、ツアーガイドで巡り、みかんの収穫

をし、湘南みかんの魅力や由来を発見する体験型ツ

アーです。園田孝吉男爵の別荘だったところを大正15

年に東京帝国大学がみかんの経済的栽培が可能とい

う理由で開設。内田祥三元総長が監修したとされる建

物3棟や洋館など大正や昭和初期の近代建築物群と

様々な果樹園が今も現存しています。

9：30～14：00

二宮駅北口ロータリー集合

二宮駅北口→東京大学果樹園跡地

→峯山みかん畑→ぽんぽこファーム

3,000円（昼食・保険・ガイドブック代含む）

15名（申込先着順）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

tel：090-3142-9358 （神保）

二宮遊学の衆

時　　間

集合場所

コース

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

12｜4｜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」
吉田五十八が設計した昭和の名作住宅旧山川秀峰・

方夫邸（湘南遺産登録）見学を中心に地元の人たちと

ふれあいながら、湘南スタイルという生活文化や季節

を感じる二宮の暮らしの魅力を発見する体験型ツアー

です。伊東忠太が設計した吾妻神社社殿、全国で一

番早く菜の花が咲くと言われている吾妻山の360度の

展望を楽しみ、自然風紅葉庭園を眺めて巡り、吉田五

十八が設計した旧山川秀峰・方夫邸を見学します。

9：30～15：00

二宮駅北口ロータリー集合

二宮駅北口→自然風もみじ庭園→吾妻山公園

→吾妻神社→梅澤海岸→旧山川秀峰・方夫邸

3,000円（昼食・保険・ガイドブック代含む）

15名（申込先着順）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

tel：090-3142-9358 （神保）

二宮遊学の衆

時　　間

集合場所

コース

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

※会場までの地図は、左頁を参照ください。

小雨決行

12｜1｜水｜小田原名建築講座
数寄屋棟梁が松永記念館を解きひらく
耳庵の誕生日にあたるこの日。彼の終の棲家である松

永記念館の老欅荘、葉雨庵、無住庵を、数寄屋大工・

芹澤毅さんの解説で紹介します。芹澤さんは老欅荘の

改修や無住庵の移築も手掛けた棟梁で、大工ならで

はの視点や思いをお話しいただきます。

10：00～12：00

箱根板橋駅改札前（解散場所：松永記念館）

3,000円（施設入館料、保険料など）

15名（申込先着順）

tel：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

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

①12｜5｜日｜・②12｜12｜日｜紅葉の「古稀庵」山縣有朋別邸庭園
と板橋さんぽ
小田原板橋にはかつて山縣有朋の終の棲家「古稀

庵」がありました。そこでは毎年、みごとな紅葉を愛でる

観楓会が催され、今でもみごとに色づく紅葉が楽しめ

ます。古稀庵を中心とした小田原別邸群をめぐりなが

ら、ゆったりとした秋のひとときを過ごしましょう。

13：00～16：00

箱根板橋駅

各回2,500円（ガイド料、保険料など）

各回15名（申込先着順）

tel：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

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

①11｜4｜木｜・ ②11｜18｜木｜・

③12｜2｜木｜

2021邸園女子カメラ講座

主に湘南地域の邸園を舞台に、カメラマン・松本泰子

さんとともにめぐります。一眼レフカメラを学びたい女性

対象の講座。今秋の会場は、川崎市立日本民家園、報

国寺や旧華頂宮邸を中心とした鎌倉などを撮影しま

す。

※一眼レフカメラはご持参ください。

※時間及び集合場所は、各回異なりますので、お問合せください。

①日本民家園／②鎌倉報国寺／③秦野震生湖

松本泰子さん（エンブリッジ代表）

各回3,000円　※会場迄の交通費は別途負担

各回12名（申込先着順）

tel：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

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

10｜18｜月｜清閑亭の十三夜、月待ちヨガとお月見弁当

「健康な暮らし」は、明治の元勲達も魅了した小田原邸

園ライフの醍醐味でした。小田原に残る名建築・清閑

亭で、十三夜の月待ちヨガを行います。

講師は渡辺トモゾーさん。ヨガの後は、café mint cocoa

さんの十三夜にちなんだヘルシーな食事をお楽しみく

ださい。

18：00～20：00

清閑亭

トモゾーさん（Lomdii）

3,800円（お月見弁当付き）

15名（申込先着順）

tel：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

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

11｜21｜日｜[オンライン開催］
近代日本の偉人達が選んだ！
小田原別荘地めぐり
渋沢栄一も活躍した近代日本。小田原には沢山の偉人

達が別荘を構えて住みました。伊藤博文や山縣有朋な

どの政治家や、益田孝や安田善次郎などの実業家な

ど。教科書には表われない人脈と関係が展開されまし

た。知られざる「近代日本の小田原邸園文化」を、ライ

ブ中継を挟みながらオンラインツアーでご紹介します。

10：00～11：30

Zoom　meeting によるオンライン

1,000円

100名

http://wordpress.machien.net/（QRコード参照）

※「まちえんHP」にて、「清閑亭のイベント予定」から

当イベントを選び、「お申込みフォーム」からお申込み

ください。支払方法は返信メールでお知らせします。

tel: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

開催方法

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

11｜26｜金｜～｜28｜日｜大磯城山公園
「もみじのライトアップ2021」

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」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。

16：30～20：00（点灯時間）

大磯城山公園　茶室・不動池・もみじの広場

無料

大磯城山公園管理事務所　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

薄暮の不動池に映る逆さもみじ

竹灯篭とライトアップ

大磯城山公園
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

秋葉山の火防祭

12｜6｜月｜紅葉の板橋界隈と秋葉山火防祭
秋深まる板橋界隈のかつての別邸群で紅葉を堪能し

つつ、毎年12月6日に行なわれる秋葉山の火防祭（ひ

ぶせまつり・火渡り神事）の会場までご案内します。

戦国時代から近代までの歴史はもちろん、寄木グッズ

のお買い物まで楽しめます。

※感染症拡大の影響により内容を変更する場合があ

ります。

15：00～18：00

箱根板橋駅改札前（解散：秋葉山量覚院）

2,500円（施設入館料、保険料、火除けお札付）

15名（申込先着順）

tel：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

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

小田原大磯・二宮・小田原
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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

大磯城山公園

旧吉田茂邸地区
大磯迎賓舘

（大磯町郷土資料館）

白秋さんぽ道

橋本京子さん

月待ちの清閑亭十三夜ヨガ

清閑亭カメラ講座の様子

小田原邸園図

松永記念館を解く

小田原邸園の紅葉

山縣有朋

芹澤毅棟梁

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）

10｜17｜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。

白秋が伝肇寺境内に転居した10月7日にちなんで、彼

が愛し、多くの詩を着想したさんぽ道を、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小田原駅改札前集合（解散場所：箱根板橋駅）

橋本京子さん（ソプラノ歌手）

2,500円（白秋童謡ブック、喫茶、保険料込み）

15名（申込先着順）

tel：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

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

清閑亭

東京大学果樹園跡地見学

旧山川邸 自然風もみじ庭園

みかんの収穫

講師　藤井哲郎

10｜9｜土｜「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、昨年の受講者アンケートでは満足度5段階評

価で4.7点をいただいています。講座実績300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、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。

天候等により庭に出られない場合があります。

（第1回と第2回は同じ内容です。）

第1回 10：00～12：15（9：50集合）

第2回 13：30～15：45（13：20集合）

清閑亭

藤井哲郎（庭屋一如研究会 主宰）

2,500円（事前振込、振込先は申込時にご連絡します。）

各回20名（申込先着順）

メールにて、氏名・住所・電話番号・人数・希望

回を明記の上、お申込ください。（電話も可）

mail：teioku@grace.ocn.ne.jp／tel：080-7115-2644（藤井）

庭屋一如（ていおくいちにょ）研究会

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

事前申込・振込制

事前申込・振込制

11｜20｜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」
東京大学果樹園跡地と近くのみかん山を地元の人た

ちとふれあいながら、ツアーガイドで巡り、みかんの収穫

をし、湘南みかんの魅力や由来を発見する体験型ツ

アーです。園田孝吉男爵の別荘だったところを大正15

年に東京帝国大学がみかんの経済的栽培が可能とい

う理由で開設。内田祥三元総長が監修したとされる建

物3棟や洋館など大正や昭和初期の近代建築物群と

様々な果樹園が今も現存しています。

9：30～14：00

二宮駅北口ロータリー集合

二宮駅北口→東京大学果樹園跡地

→峯山みかん畑→ぽんぽこファーム

3,000円（昼食・保険・ガイドブック代含む）

15名（申込先着順）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

tel：090-3142-9358 （神保）

二宮遊学の衆

時　　間

集合場所

コース

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

12｜4｜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」
吉田五十八が設計した昭和の名作住宅旧山川秀峰・

方夫邸（湘南遺産登録）見学を中心に地元の人たちと

ふれあいながら、湘南スタイルという生活文化や季節

を感じる二宮の暮らしの魅力を発見する体験型ツアー

です。伊東忠太が設計した吾妻神社社殿、全国で一

番早く菜の花が咲くと言われている吾妻山の360度の

展望を楽しみ、自然風紅葉庭園を眺めて巡り、吉田五

十八が設計した旧山川秀峰・方夫邸を見学します。

9：30～15：00

二宮駅北口ロータリー集合

二宮駅北口→自然風もみじ庭園→吾妻山公園

→吾妻神社→梅澤海岸→旧山川秀峰・方夫邸

3,000円（昼食・保険・ガイドブック代含む）

15名（申込先着順）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

tel：090-3142-9358 （神保）

二宮遊学の衆

時　　間

集合場所

コース

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

※会場までの地図は、左頁を参照ください。

小雨決行

12｜1｜水｜小田原名建築講座
数寄屋棟梁が松永記念館を解きひらく
耳庵の誕生日にあたるこの日。彼の終の棲家である松

永記念館の老欅荘、葉雨庵、無住庵を、数寄屋大工・

芹澤毅さんの解説で紹介します。芹澤さんは老欅荘の

改修や無住庵の移築も手掛けた棟梁で、大工ならで

はの視点や思いをお話しいただきます。

10：00～12：00

箱根板橋駅改札前（解散場所：松永記念館）

3,000円（施設入館料、保険料など）

15名（申込先着順）

tel：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

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

①12｜5｜日｜・②12｜12｜日｜紅葉の「古稀庵」山縣有朋別邸庭園
と板橋さんぽ
小田原板橋にはかつて山縣有朋の終の棲家「古稀

庵」がありました。そこでは毎年、みごとな紅葉を愛でる

観楓会が催され、今でもみごとに色づく紅葉が楽しめ

ます。古稀庵を中心とした小田原別邸群をめぐりなが

ら、ゆったりとした秋のひとときを過ごしましょう。

13：00～16：00

箱根板橋駅

各回2,500円（ガイド料、保険料など）

各回15名（申込先着順）

tel：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

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

①11｜4｜木｜・ ②11｜18｜木｜・

③12｜2｜木｜

2021邸園女子カメラ講座

主に湘南地域の邸園を舞台に、カメラマン・松本泰子

さんとともにめぐります。一眼レフカメラを学びたい女性

対象の講座。今秋の会場は、川崎市立日本民家園、報

国寺や旧華頂宮邸を中心とした鎌倉などを撮影しま

す。

※一眼レフカメラはご持参ください。

※時間及び集合場所は、各回異なりますので、お問合せください。

①日本民家園／②鎌倉報国寺／③秦野震生湖

松本泰子さん（エンブリッジ代表）

各回3,000円　※会場迄の交通費は別途負担

各回12名（申込先着順）

tel：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

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

10｜18｜月｜清閑亭の十三夜、月待ちヨガとお月見弁当

「健康な暮らし」は、明治の元勲達も魅了した小田原邸

園ライフの醍醐味でした。小田原に残る名建築・清閑

亭で、十三夜の月待ちヨガを行います。

講師は渡辺トモゾーさん。ヨガの後は、café mint cocoa

さんの十三夜にちなんだヘルシーな食事をお楽しみく

ださい。

18：00～20：00

清閑亭

トモゾーさん（Lomdii）

3,800円（お月見弁当付き）

15名（申込先着順）

tel：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

講　　師

参加費

定　　員

お申込&

お問合せ

主　　催

11｜21｜日｜[オンライン開催］
近代日本の偉人達が選んだ！
小田原別荘地めぐり
渋沢栄一も活躍した近代日本。小田原には沢山の偉人

達が別荘を構えて住みました。伊藤博文や山縣有朋な

どの政治家や、益田孝や安田善次郎などの実業家な

ど。教科書には表われない人脈と関係が展開されまし

た。知られざる「近代日本の小田原邸園文化」を、ライ

ブ中継を挟みながらオンラインツアーでご紹介します。

10：00～11：30

Zoom　meeting によるオンライン

1,000円

100名

http://wordpress.machien.net/（QRコード参照）

※「まちえんHP」にて、「清閑亭のイベント予定」から

当イベントを選び、「お申込みフォーム」からお申込み

ください。支払方法は返信メールでお知らせします。

tel: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

開催方法

参加費

定　　員

お申込

お問合せ

主　　催

11｜26｜金｜～｜28｜日｜大磯城山公園
「もみじのライトアップ2021」

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」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。

16：30～20：00（点灯時間）

大磯城山公園　茶室・不動池・もみじの広場

無料

大磯城山公園管理事務所　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

薄暮の不動池に映る逆さもみじ

竹灯篭とライトアップ

大磯城山公園
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

秋葉山の火防祭

12｜6｜月｜紅葉の板橋界隈と秋葉山火防祭
秋深まる板橋界隈のかつての別邸群で紅葉を堪能し

つつ、毎年12月6日に行なわれる秋葉山の火防祭（ひ

ぶせまつり・火渡り神事）の会場までご案内します。

戦国時代から近代までの歴史はもちろん、寄木グッズ

のお買い物まで楽しめます。

※感染症拡大の影響により内容を変更する場合があ

ります。

15：00～18：00

箱根板橋駅改札前（解散：秋葉山量覚院）

2,500円（施設入館料、保険料、火除けお札付）

15名（申込先着順）

tel：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

お申込&

お問合せ

主　　催

小雨決行

小田原大磯・二宮・小田原



湘南邸園文化祭連絡協議会は、国土交通省が実施する「ガーデンツーリズム登録制度」に
『湘南邸園文化ツーリズム』として令和元年度に登録されています。
当協議会は、神奈川県内での邸園文化の普及活動に取組んでいますが、この邸園文化に関
連する取組として『富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム』があります。静岡県もま
た湘南地域と同様に、保養地として皇族や政財界人らの別荘が明治期から昭和初期にかけ
て多く建てられた地域です。そのため、離宮や御用邸、別荘には建物に付随して美しい庭園
が整備され、現在では魅力的な観光資源として4つの構成庭園が連携して魅力発信に取組
んでいます。
『湘南邸園文化祭2021』では、恩賜箱根公園と明治記念大磯邸園の2会場で「ざる菊」の展
示を同時開催します。連携した取組を通じ、広域的な魅力発信を図っていきます。
※現在、ガーデンツーリズム登録制度には10の計画が登録されています。

各地のツーリズムは、下記を参照ください。
　「Japan Garden Tourism」ホームページ（https://japangardentourism.net/）
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小田原駅東口

小田原城

三の丸小学校

小田原文学館

だるま料理店

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
吉池旅館

元湯環翠楼

バス停「上塔ノ沢」

バス停「塔ノ沢」

吉池旅館

萬翠楼福住
湯本富士屋
ホテル

138

箱根湯本駅

箱
根

登
山

鉄
道箱根登山

ケーブルカー

強羅駅

公園下駅

公園上駅

神仙郷

箱根美術館

箱根強羅公園

銀河館

バス停「吉浜」

135

東海道本線

湯河原駅

真鶴駅

東
海

道
新

幹
線

だるま料理店

だるま料理店座敷

11｜4｜木｜元網本屋敷「だるま料理店」で
会食とお話と館内見学
小田原市の「だるま料理店」は、かつて小田原の海が

漁で大いに栄えた当時の網元屋敷です。唐破風入母

屋造り、銘木をふんだんに使った匠の技による建物は

国登録有形文化財に登録されています。会食後、建物

にまつわる話を聞き館内を見学します。

12：00～14：00（受付開始は11：45）

だるま料理店　2階座敷

5,000円（申込時振込先連絡、振込手数料本人負担）

15名(実施最小人数8名)

右記の通り、申込期限10/20（水）

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp/tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜7｜日｜湯河原温泉・粋な温泉文化をめぐる！

〈申込>メール又は往復はがきに、行事名・郵便番号・
　　　　　　住所・氏名・電話番号を明記し、申込ください。
mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp
送付先：〒240-0061横浜市保土ヶ谷区峰沢町312-12－A104 気付
　　　　　　　かながわ所有者の会宛

だるま料理店
小田原市本町2-1-30
小田原駅東口より徒歩8分

10｜29｜金｜～｜30｜土｜国登録有形文化財老舗旅館
「環翠楼」に泊まる、見学、お宝拝見
箱根塔ノ澤の国登録有形文化財「環翠楼」は、大正期

の高楼建築として残る数少ない老舗旅館です。環翠

楼の屋号は伊藤博文の命名、皇女和宮ゆかりの宿で

もあるなど明治以降多くの貴顕に愛された宿です。

旅館は泊まるための建物です。そこで今回は、実際に

泊まって匠の技が集積する空間を実体験し、館内を見

学し、ゆかりの収蔵品を鑑賞するなどして、歴史を偲

び、木造建築の神髄に触れます。

15：00（解散　翌30日10：00）

元湯 環翠楼

20,000円（入湯税別、振込手数料本人負担）

1～5名

行事名・郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、申込ください。

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp

※申込期限10/8（金）、キャンセル料金有り、詳細は申込者に連絡。

上記メール又は　tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

集合時間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

元湯 環翠楼
箱根町塔之澤88
箱根登山鉄道箱根湯本駅より
徒歩15分、箱根湯本駅からマイ
クロバス運行有り（片道100円）

福住楼

福住楼

環翠楼環翠楼

10｜28｜木｜～｜29｜金｜国登録有形文化財老舗旅館
「福住楼」に泊まる、見学、お宝拝見
箱根塔ノ澤の国登録有形文化財老舗旅館「福住楼」

は、日本の木造建築の職人技が集積した工芸品とも

言える空間を擁しています。加えて、福住楼は夏目漱

石家、川端康成等著名な文人達の定宿でもありまし

た。旅館は泊まるための建物です。そこで今回は、実際

に泊まって匠の技がもたらす繊細な空間を実体験し、

館内を見学し、ゆかりの収蔵品を鑑賞して、木造建築

の神髄に触れます。

15：00（解散　翌29日10：00）

福住楼

20,000円（入湯税別、振込手数料本人負担）

1～5名

行事名・郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、申込ください。

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp

※申込期限10/8（金）、キャンセル料金有り、詳細は申込者に連絡。

上記メール又は　tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

集合時間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

事前申込・振込制

事前申込・振込制

事前申込・振込制

福住楼
箱根町塔之澤74
箱根登山鉄道箱根湯本駅より
徒歩13分、箱根湯本駅からマイ
クロバス運行有り（片道100円）

旧岩崎彌之助別邸和館

ざる菊の鑑賞

10｜21｜木｜箱根湯本旧岩崎彌之助別邸和館で
呈茶と茶室見学
箱根湯本吉池旅館の見事な日本庭園「山月園」内に

旧岩崎彌之助別邸和館（国登録有形文化財）があり

ます。今回特別公開下さり、広間で薄茶のご賞味と庭

園鑑賞、加えて離れの徳川家旧蔵の茶室「真光庵」及

び山縣有朋遺愛の茶室「暁亭」（国登録有形文化財）

見学（茶室内には入れません）。

茶席は、組立式紙製の婆娑羅茶席（※）を

天の川席にならいセッティング。１席最大4名まで。

※https://www.facebook.com/2021basara/

10：30～15：30　（席入時間予め決め連絡）

箱根湯本吉池旅館・池泉回遊式庭園内

「旧岩崎彌之助別邸和館」

3,000円（山月園入園料含まず、振込手数料本人負担）

28名

右記の通り、申込期限10/14（木）

mail：basara_0215@yahoo.co.jp/tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

白菴茶室研究会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

協　　力

吉池旅館
箱根町湯本５９７
箱根登山鉄道塔ノ沢駅より徒歩7分

〈申込>メール又は往復はがきに、行事名・郵便番号・住所・氏名・電話
　　　　　　番号・特に希望がある場合は席入時間帯を明記し、申込ください。
mail：basara_0215@yahoo.co.jp
送付先：〒240-0061横浜市保土ヶ谷区峰沢町312-12－A104 気付
　　　　　　　白菴茶室研究会宛

神仙郷庭園

神仙郷/箱根美術館
箱根町強羅1300
箱根登山ケーブルカー「公園上駅」より徒歩1分

〈申込>メール又は往復はがきに、行事名・郵便番号・住所・氏名
　　　　　　・電話番号・希望A・B区分を明記し、申込ください。
mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp
送付先：〒240-0061横浜市保土ヶ谷区峰沢町312-12－A104 気付
　　　　　　　NPO法人神奈川まちづかい塾　担当宛

10｜18｜月｜国名勝指定「神仙郷」＋「旧藤山雷太別荘」
特別見学
箱根強羅の「神仙郷」は美術館、茶室数棟他が点在す

る国の名勝指定公園です。その中の神山荘（旧藤山

雷太別荘）は通常非公開ですが、湘南邸園文化祭へ

の特別なご配慮でこの度内部見学ができます。神山

荘の建物は、玄関の右手洋館仕立ての食堂・応接室

棟、左手茅葺の「中の間」棟と「上の間」棟からなり、地

形の高低差を利用し、中庭を巧みに配置した変化に富

む構成が評価され、2011年国登録有形文化財になっ

ています。

A部　10：30～12：30

B部　13：00～15：00

神仙郷内の箱根美術館入口

3,000円（神仙郷入場料及び茶室での呈茶料含まず）

A部・B部とも各20名

右記の通り、申込期限10/9（土）

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

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

NPO法人神奈川まちづかい塾

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜23｜土｜～11｜21｜日｜恩賜箱根公園「ざる菊の鑑賞」
秋の紅葉シーズンに公園の紅葉と湖畔展望館の建物

内に飾った、色とりどりのざる菊(鉢花)の鑑賞を楽しん

でいただきます。また、同じ湘南邸園文化祭加盟の明

治記念大磯邸園でも同時期に「邸園とざる菊の観賞」

を開催し、連携を図ります。

※恩賜箱根公園が参画する富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの

庭園」ツーリズムでは、他の３庭園でも同時期に「菊の展

示」を行います。ぜひ、そちらにも足を運んでみてください。

9：00～16：30

県立恩賜箱根公園　湖畔展望館

無料

tel：0460-83-7484

(公財)神奈川県公園協会・(株)ランドフローラグループ

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

銀河館
足柄下郡湯河原町吉浜１-４
湯河原駅から5番バス乗り場
真鶴駅行バス乗車、「吉浜」
下車徒歩2分

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

※箱根美術館HP
http://www.moaart.or.jp/hakone/

事前申込・振込制

事前申込・振込制

◆第2部　温泉と文豪のまち

歴史的価値と改修設計についての講演と施設見学

出演者：今田美奈子（オーナー・洋菓子研究家）

　　　　　　　藤木隆男（建築家・改修設計）

※昼食は事前予約制で別途予算。会場へはバスで送迎します。

温泉街の変遷と文豪体験の短編小説を書くワークショップ

出演者：杉本洋文（元東海大学教授）

　　　　　　　相原幸典（俳優・梅光学院大学文学部特任教授）

◆第3部　粋な温泉文化の体験！
湯河原芸者と上田恵子の饗宴

出演者：湯河原芸者

　　　　　　　上田恵子（地歌演奏家・東京芸大出身）

10：00～12：00

銀河館

2,500円

35名（申込先着順）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

15：30～17：10

銀河館

5,000円

35名（申込先着順）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

13：30～15：20

銀河館

2,500円

35名（申込先着順）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込&　 tel：0465-63-2111（湯河原町まちづくり課）
お問合せ ※①第1部のみ、②第2部のみ、③第3部のみ、④第1部・2部、⑤第2部・第3部、⑥全て参加のいずれかを申告ください。
　　　　　　　　　　また、昼食の事前予約を受付けます。
主　　催　湯河原温泉・粋な温泉文化めぐりの会
共　　催　一般社団法人ひと・まち・ライフ・デザイン協会、湯河原町まちづくり課　　　／　協　　力　　銀河館

◆第１部　銀河館の魅力！

◇昼食　

※会場までの地図は、上記催しを参照ください。

10｜9｜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)→ういろう

(内部)→清閑亭(内部・解散)

湯河原町にある国登録有形文化財の「銀河館」は、日本で最初の西洋建築で、ジョサイア・コンドル氏によって設計され

た東京帝室博物館（現東京国立博物館）の一部を使って移築され、地下1階地上3階建ての木造建築で、当時の国情

が残されています。オーナーと改修設計者の対談、施設見学を行い、昼食後、湯河原温泉文化を体験して頂きます。

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://teienbunka2021.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 花街グルメツアー

今田美奈子 藤木隆男

銀河館

料亭だるま

上田恵子 相原幸典

※1泊2日の企画です。

※1泊2日の企画です。

箱根小田原・湯河原・箱根



湘南邸園文化祭連絡協議会は、国土交通省が実施する「ガーデンツーリズム登録制度」に
『湘南邸園文化ツーリズム』として令和元年度に登録されています。
当協議会は、神奈川県内での邸園文化の普及活動に取組んでいますが、この邸園文化に関
連する取組として『富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの庭園」ツーリズム』があります。静岡県もま
た湘南地域と同様に、保養地として皇族や政財界人らの別荘が明治期から昭和初期にかけ
て多く建てられた地域です。そのため、離宮や御用邸、別荘には建物に付随して美しい庭園
が整備され、現在では魅力的な観光資源として4つの構成庭園が連携して魅力発信に取組
んでいます。
『湘南邸園文化祭2021』では、恩賜箱根公園と明治記念大磯邸園の2会場で「ざる菊」の展
示を同時開催します。連携した取組を通じ、広域的な魅力発信を図っていきます。
※現在、ガーデンツーリズム登録制度には10の計画が登録されています。

各地のツーリズムは、下記を参照ください。
　「Japan Garden Tourism」ホームページ（https://japangardentourism.net/）
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小田原駅東口

小田原城

三の丸小学校

小田原文学館

だるま料理店

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
吉池旅館

元湯環翠楼

バス停「上塔ノ沢」

バス停「塔ノ沢」

吉池旅館

萬翠楼福住
湯本富士屋
ホテル

138

箱根湯本駅

箱
根

登
山

鉄
道箱根登山

ケーブルカー

強羅駅

公園下駅

公園上駅

神仙郷

箱根美術館

箱根強羅公園

銀河館

バス停「吉浜」

135

東海道本線

湯河原駅

真鶴駅

東
海

道
新

幹
線

だるま料理店

だるま料理店座敷

11｜4｜木｜元網本屋敷「だるま料理店」で
会食とお話と館内見学
小田原市の「だるま料理店」は、かつて小田原の海が

漁で大いに栄えた当時の網元屋敷です。唐破風入母

屋造り、銘木をふんだんに使った匠の技による建物は

国登録有形文化財に登録されています。会食後、建物

にまつわる話を聞き館内を見学します。

12：00～14：00（受付開始は11：45）

だるま料理店　2階座敷

5,000円（申込時振込先連絡、振込手数料本人負担）

15名(実施最小人数8名)

右記の通り、申込期限10/20（水）

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp/tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜7｜日｜湯河原温泉・粋な温泉文化をめぐる！

〈申込>メール又は往復はがきに、行事名・郵便番号・
　　　　　　住所・氏名・電話番号を明記し、申込ください。
mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp
送付先：〒240-0061横浜市保土ヶ谷区峰沢町312-12－A104 気付
　　　　　　　かながわ所有者の会宛

だるま料理店
小田原市本町2-1-30
小田原駅東口より徒歩8分

10｜29｜金｜～｜30｜土｜国登録有形文化財老舗旅館
「環翠楼」に泊まる、見学、お宝拝見
箱根塔ノ澤の国登録有形文化財「環翠楼」は、大正期

の高楼建築として残る数少ない老舗旅館です。環翠

楼の屋号は伊藤博文の命名、皇女和宮ゆかりの宿で

もあるなど明治以降多くの貴顕に愛された宿です。

旅館は泊まるための建物です。そこで今回は、実際に

泊まって匠の技が集積する空間を実体験し、館内を見

学し、ゆかりの収蔵品を鑑賞するなどして、歴史を偲

び、木造建築の神髄に触れます。

15：00（解散　翌30日10：00）

元湯 環翠楼

20,000円（入湯税別、振込手数料本人負担）

1～5名

行事名・郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、申込ください。

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp

※申込期限10/8（金）、キャンセル料金有り、詳細は申込者に連絡。

上記メール又は　tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

集合時間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

元湯 環翠楼
箱根町塔之澤88
箱根登山鉄道箱根湯本駅より
徒歩15分、箱根湯本駅からマイ
クロバス運行有り（片道100円）

福住楼

福住楼

環翠楼環翠楼

10｜28｜木｜～｜29｜金｜国登録有形文化財老舗旅館
「福住楼」に泊まる、見学、お宝拝見
箱根塔ノ澤の国登録有形文化財老舗旅館「福住楼」

は、日本の木造建築の職人技が集積した工芸品とも

言える空間を擁しています。加えて、福住楼は夏目漱

石家、川端康成等著名な文人達の定宿でもありまし

た。旅館は泊まるための建物です。そこで今回は、実際

に泊まって匠の技がもたらす繊細な空間を実体験し、

館内を見学し、ゆかりの収蔵品を鑑賞して、木造建築

の神髄に触れます。

15：00（解散　翌29日10：00）

福住楼

20,000円（入湯税別、振込手数料本人負担）

1～5名

行事名・郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、申込ください。

mail：kanagawa_owner@yahoo.co.jp

※申込期限10/8（金）、キャンセル料金有り、詳細は申込者に連絡。

上記メール又は　tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

集合時間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

事前申込・振込制

事前申込・振込制

事前申込・振込制

福住楼
箱根町塔之澤74
箱根登山鉄道箱根湯本駅より
徒歩13分、箱根湯本駅からマイ
クロバス運行有り（片道100円）

旧岩崎彌之助別邸和館

ざる菊の鑑賞

10｜21｜木｜箱根湯本旧岩崎彌之助別邸和館で
呈茶と茶室見学
箱根湯本吉池旅館の見事な日本庭園「山月園」内に

旧岩崎彌之助別邸和館（国登録有形文化財）があり

ます。今回特別公開下さり、広間で薄茶のご賞味と庭

園鑑賞、加えて離れの徳川家旧蔵の茶室「真光庵」及

び山縣有朋遺愛の茶室「暁亭」（国登録有形文化財）

見学（茶室内には入れません）。

茶席は、組立式紙製の婆娑羅茶席（※）を

天の川席にならいセッティング。１席最大4名まで。

※https://www.facebook.com/2021basara/

10：30～15：30　（席入時間予め決め連絡）

箱根湯本吉池旅館・池泉回遊式庭園内

「旧岩崎彌之助別邸和館」

3,000円（山月園入園料含まず、振込手数料本人負担）

28名

右記の通り、申込期限10/14（木）

mail：basara_0215@yahoo.co.jp/tel：045-336-1636

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

白菴茶室研究会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

協　　力

吉池旅館
箱根町湯本５９７
箱根登山鉄道塔ノ沢駅より徒歩7分

〈申込>メール又は往復はがきに、行事名・郵便番号・住所・氏名・電話
　　　　　　番号・特に希望がある場合は席入時間帯を明記し、申込ください。
mail：basara_0215@yahoo.co.jp
送付先：〒240-0061横浜市保土ヶ谷区峰沢町312-12－A104 気付
　　　　　　　白菴茶室研究会宛

神仙郷庭園

神仙郷/箱根美術館
箱根町強羅1300
箱根登山ケーブルカー「公園上駅」より徒歩1分

〈申込>メール又は往復はがきに、行事名・郵便番号・住所・氏名
　　　　　　・電話番号・希望A・B区分を明記し、申込ください。
mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp
送付先：〒240-0061横浜市保土ヶ谷区峰沢町312-12－A104 気付
　　　　　　　NPO法人神奈川まちづかい塾　担当宛

10｜18｜月｜国名勝指定「神仙郷」＋「旧藤山雷太別荘」
特別見学
箱根強羅の「神仙郷」は美術館、茶室数棟他が点在す

る国の名勝指定公園です。その中の神山荘（旧藤山

雷太別荘）は通常非公開ですが、湘南邸園文化祭へ

の特別なご配慮でこの度内部見学ができます。神山

荘の建物は、玄関の右手洋館仕立ての食堂・応接室

棟、左手茅葺の「中の間」棟と「上の間」棟からなり、地

形の高低差を利用し、中庭を巧みに配置した変化に富

む構成が評価され、2011年国登録有形文化財になっ

ています。

A部　10：30～12：30

B部　13：00～15：00

神仙郷内の箱根美術館入口

3,000円（神仙郷入場料及び茶室での呈茶料含まず）

A部・B部とも各20名

右記の通り、申込期限10/9（土）

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

神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会

NPO法人神奈川まちづかい塾

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

10｜23｜土｜～11｜21｜日｜恩賜箱根公園「ざる菊の鑑賞」
秋の紅葉シーズンに公園の紅葉と湖畔展望館の建物

内に飾った、色とりどりのざる菊(鉢花)の鑑賞を楽しん

でいただきます。また、同じ湘南邸園文化祭加盟の明

治記念大磯邸園でも同時期に「邸園とざる菊の観賞」

を開催し、連携を図ります。

※恩賜箱根公園が参画する富士・箱根・伊豆「皇室ゆかりの

庭園」ツーリズムでは、他の３庭園でも同時期に「菊の展

示」を行います。ぜひ、そちらにも足を運んでみてください。

9：00～16：30

県立恩賜箱根公園　湖畔展望館

無料

tel：0460-83-7484

(公財)神奈川県公園協会・(株)ランドフローラグループ

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

銀河館
足柄下郡湯河原町吉浜１-４
湯河原駅から5番バス乗り場
真鶴駅行バス乗車、「吉浜」
下車徒歩2分

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

※箱根美術館HP
http://www.moaart.or.jp/hakone/

事前申込・振込制

事前申込・振込制

◆第2部　温泉と文豪のまち

歴史的価値と改修設計についての講演と施設見学

出演者：今田美奈子（オーナー・洋菓子研究家）

　　　　　　　藤木隆男（建築家・改修設計）

※昼食は事前予約制で別途予算。会場へはバスで送迎します。

温泉街の変遷と文豪体験の短編小説を書くワークショップ

出演者：杉本洋文（元東海大学教授）

　　　　　　　相原幸典（俳優・梅光学院大学文学部特任教授）

◆第3部　粋な温泉文化の体験！
湯河原芸者と上田恵子の饗宴

出演者：湯河原芸者

　　　　　　　上田恵子（地歌演奏家・東京芸大出身）

10：00～12：00

銀河館

2,500円

35名（申込先着順）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

15：30～17：10

銀河館

5,000円

35名（申込先着順）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

13：30～15：20

銀河館

2,500円

35名（申込先着順）

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お申込&　 tel：0465-63-2111（湯河原町まちづくり課）
お問合せ ※①第1部のみ、②第2部のみ、③第3部のみ、④第1部・2部、⑤第2部・第3部、⑥全て参加のいずれかを申告ください。
　　　　　　　　　　また、昼食の事前予約を受付けます。
主　　催　湯河原温泉・粋な温泉文化めぐりの会
共　　催　一般社団法人ひと・まち・ライフ・デザイン協会、湯河原町まちづくり課　　　／　協　　力　　銀河館

◆第１部　銀河館の魅力！

◇昼食　

※会場までの地図は、上記催しを参照ください。

10｜9｜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)→ういろう

(内部)→清閑亭(内部・解散)

湯河原町にある国登録有形文化財の「銀河館」は、日本で最初の西洋建築で、ジョサイア・コンドル氏によって設計され

た東京帝室博物館（現東京国立博物館）の一部を使って移築され、地下1階地上3階建ての木造建築で、当時の国情

が残されています。オーナーと改修設計者の対談、施設見学を行い、昼食後、湯河原温泉文化を体験して頂きます。

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://teienbunka2021.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 花街グルメツアー

今田美奈子 藤木隆男

銀河館

料亭だるま

上田恵子 相原幸典

※1泊2日の企画です。

※1泊2日の企画です。

箱根小田原・湯河原・箱根



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、 公民連携により、 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 16回

2021

◎主催｜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 / 葉山東伏見宮別邸サロン / サロンギャラリー明風 / 鎌倉邸園文化クリエイション /

　　　　　　　　鎌倉の別荘地時代研究会 / 図書館とともだち ・ 鎌倉 / 片瀬腰越津旧鎌倉郡研究会 / 特定非営利活動法人旧モーガン邸を守る会 / 盛岩寺昭和文化館 /

　　　　　　　　特定非営利活動法人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 / 二宮遊学の衆 /

　　　　　　　　公益社団法人大磯町観光協会 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 / 公益財団法人神奈川県公園協会 ・ 株式会社ランドフローラグループ /

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 / 神奈川県登録有形文化財建造物所有者の会 / 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 / 庭屋一如研究会 / 湘南工科大学総合デザイン学科空間デザインコース / 湘南邸宅文化ネットワーク協議会

◎共催｜湘南邸園文化祭連絡協議会

◎この事業は、 相模湾沿岸地域の約 40 団体の市民活動団体等と神奈川県 （都市整備課） が公民連携で実施しています。

◎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 5 12 12日 日

Sagami Bay

16th
Sun., Sep. 5th        Sun., Dec. 12th

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. 

2021
Shonan Teien Festival

“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。

Odawara City(p7-9)

Hakone town(p9-10) 


