
Kanagawa Pref.

Sagami Bay

小田原市 (P1-2)

開催地域 （掲載ページ）

大磯町 (P3-4)

葉山町 (P9-10)

鎌倉市 (P7-8)

茅ヶ崎市 (P5)

平塚市 (P5)

二宮町 (P3)

藤沢市 (P5-6)

逗子市 (P9)

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 9回9th
Mon., Sep. 1st       Sat., Dec. 20th

横須賀市 (P10)

湯河原町 (P1)
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◎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 / エコツーリズム葉山 / 一般財団法人宮城道雄記念館 / 山口蓬春記念館 /

琴アカデミー / 葉山東伏見宮別邸サロン / 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 /　株式会社銀の鈴社 / 鎌倉の別荘地時代研究会 /

神奈川まちづかい塾 / 御成小 「講堂」 の保全活用をめざす会 / 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 / 鵠沼の緑と景観を守る会 /

湘南藤沢文化ネットワーク / 盛岩寺昭和文化館 / 茅ヶ崎の文化景観を育む会 / 八幡山の洋館 / 公益財団法人神奈川県公園協会 / 公益社団法人大磯町観光協会 /

大磯まちづくり会議 / 小さな幸せづくり二宮まち遊び衆 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 / 小田原邸園文化ネットワーク / 東海大学建築学科杉本研究室　

◎共催｜湘南邸園文化祭連絡協議会　　   ◎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://　teien-festival.seesaa.net/

Odawara City (P1-2)

Map of the venue for events （page number）

Oiso town (P3-4)

Hayama town (P9-10)

Kamakura City (P7-8)

Chigasaki City (P5)

Hiratsuka City (P5)

Ninomiya town (P3)

Fujisawa City (P5-6)

Zushi City (P9)

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. �ere, one may 
stroll around quiet residential areas and view historic 
buildings in a lush natural environment. �e area has 
developed a sophisticated culture in the fields of art, 
literature, music, cinema and sport. �is Shonan 
culture is still alive and well today. 

�ere 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. 

Yokosuka City (P10)

Yugawara town(P1)

2014
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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［集合場所］
　観光会館

バス停
「落合橋」

上野屋
藤田屋
伊藤屋

小田原駅東口

小田原城

三の丸小学校

バス停「箱根口」

小田原文学館

清閑亭

小田原駅東口

小田原城

報徳博物館

三の丸小学校

旧古稀庵庭園

秋葉山
量覚院

松永記念館

板橋内野邸

旧大倉喜八郎別邸

10｜18｜土｜

10｜6｜月｜清閑亭　十三夜観月会
「二胡の調べとお月見膳の夕宴」
黒田官兵衛から14代目の当主・長成の別邸・清閑亭

で、二胡の調べを楽しむ「十三夜観月コンサート」と、料

亭だるまの特製松花堂弁当を味わう、２度美味しいお

月見の宴です。

18：30～20：30

4,000円 (だるま特製松花堂弁当・ワンドリンク付)

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜9｜日｜小田原「坂の上の雲ツアー」と
秋山真之・海軍カレーを味わう会
「坂の上の雲」・日露戦争をテーマとした邸園めぐりと、

小田原で亡くなった名参謀・秋山真之にちなんだ海軍

カレーを楽しみます。

＜コース＞箱根板橋駅(集合)→板橋内野邸→大倉財

閥の大倉喜八郎旧別邸門→山縣有朋・古稀庵の流

水式庭園散策→秋山真之逝去の地→清閑亭(秋山

真之のこだわり海軍カレー・解散)

10：00～13：30　（10：00箱根板橋駅前集合）

2,000円　(秋山真之のこだわり海軍カレー付き)

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

　　　　小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

①11｜30｜日｜②12｜7｜日｜隠れた紅葉のスポット・三大邸園を
巡る観楓会①②　（特選菓子ビュッフェ付き）

隠れた紅葉スポットの三邸園などをめぐり、小田原の

特選菓子も味わう、２度美味しい観楓会です。

＜コース＞箱根板橋駅（集合）→電力王の松永安左ヱ

門旧別邸・老欅荘→首相の山縣有朋旧別邸・古稀庵

の流水式庭園散策→清閑亭（菓子ビュッフェ・解散）

【午前の部】10：00～12：30　（10：00箱根板橋駅前集合）

【午後の部】13：30～16：00　（13：30箱根板橋駅前集合）

2,000円　(特選菓子ビュッフェ付き)

各部共30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

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

政財界人の邸園巡りと
「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。

＜コース＞小田原駅(集合)→小田原宿なりわい交流館

(映像)→料亭だるま料理店(内部)→料亭清風楼(内部)

→花街グルメ(昼食)→籠常(ちょいグルメ)→籠清(ちょい

グルメ)→宮内大臣・田中光顕別邸(内部)→清閑亭(内

部・利きかまぼこ会)→小田原駅(解散・かまぼこも紹介し

ます)

10：00～15：30 (10：00　JR東日本小田原駅改札前集合)

3,000円　(花街グルメの昼食＆利きかまぼこ付き)

40名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭      

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜25｜土｜東海道中箱根越え三大名物と
老舗グルメいろいろ付きツアー
江戸時代の旅人は、小田原宿の三大名物を必ず手に

入れ箱根を越えました。当時から続く老舗を巡り、そし

て小田原の老舗のグルメを味わい尽くします。

＜コース＞小田原駅（集合）→清閑亭（内部・映像）→

老舗・ういろう（内部）→老舗・ちん里う(名物)→地魚グ

ルメ(昼食)→松原神社→老舗・籠常（ちょいグルメ）→

老舗・うろこき（ちょいグルメ）→小田原宿なりわい交流

館→老舗・美濃屋（名物・ちょいグルメ）→老舗・ういろ

う駅前店(菓子と茶のグルメ)→小田原駅（解散）

10：00～15：30 (10：00　JR東日本小田原駅改札前集合)

3,000円　(地魚グルメ昼食&老舗グルメいろいろ付き)

40名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭　    　

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜2｜日｜北原白秋記念日
歌う童謡・散歩道＆ミニコンサート
小田原で多くの童謡を作詩した北原白秋の白秋忌

に、童謡制作の舞台をめぐり、ソプラノ歌手の菊地貴子

さんといっしょに大きな声で歌います。昼食の後ミニコン

サートも開催します。

＜コース＞小田原駅(集合)→からたちの花の小径(♪か

らたちの花)→みみづくの家跡(♪ゆりかごのうた他)→聖

十字教会(♪あめふり)→清閑亭(特選白秋弁当&白秋

童謡ミニコンサート・解散)

10：00～14：00 (10：00 小田原駅新幹線改札前集合)

菊地貴子さん（ソプラノ）

2,500円　(特選白秋弁当付き)

30名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

松永記念館・老欅荘

秋の小田原さんぽ

料亭清風楼だるま料理店

夕照の清閑亭

旧田中光顕邸

茶会

秋の松永記念館

秋山真之
（国会図書館）

月夜の清閑亭

新井恵美子

田代旭美

鮎料理 ※写真はイメージです

黒田官兵衛
出典『官兵衛の夢』

海軍カレーを吟味

白秋歌の散歩道　

ういろう　 籠常

小田原「木兎の家」にて
北原白秋

11｜3｜祝・月｜松永記念館茶会

茶湯の愛好家や市民グループなどによる和みのある

茶会です。お席をお持ちくださるかた・団体も募集しま

す（9月15日まで）。

小田原文学館（旧田中光顕別邸）
・白秋童謡館
小田原市南町2-3-4　　Ｐ7台

小田原駅東口より徒歩約20分

バス停「箱根口」より徒歩5分

［集合場所］観光会館ロビー
湯河原駅から奥湯河原方面バス

乗車落合橋バス停下車徒歩２分

10：00～15：00　

400円

tel：0465-23-1377　(小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

時　　間

席　　料

お問合せ

主　　催

10｜25｜土｜～11｜24｜振休・月｜第4回松永記念館交流美術展
「清雅なる原三溪の書画ー旧松永コレクションからー」
松永安左ヱ門（耳庵）が敬愛してやまなかった原三溪。

清雅な気品を湛えた三溪自筆の書画のうち、旧松永コ

レクションの作品をご紹介します。

9：00～17：00　（入館は16：30まで）

一般300円

tel：0465-23-1377　（小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

三溪園

時　　間

観覧料

お問合せ

主　　催

協　　力

8｜21｜木｜～9｜23｜祝・火｜小田原文学館特別展「没後120年
北村透谷　アンビシヨンのかなたに」 
明治初年、小田原に生まれた北村透谷は、詩・小説・

評論など幅広い分野で活躍し、島崎藤村たち知識人

に大きな影響を与えたことでも知られています。透谷が

好んで使っていた「アンビシヨン」という言葉は「大望・

野心」などと訳されますが、彼の抱いた「アンビシヨン」

はどのようなものだったのでしょうか。書簡や複製原稿

などから彼の作品や思想に迫っていきます。

9：00～17：00（入館は16：30まで）

担当学芸員による展示解説（事前申込不要）

8/24(日)・9/9(火)・21(日)　いずれも13:30～

小田原文学館

大人250円、小中学生100円（団体割引有）

tel：0465‐24‐1055（小田原市立図書館）

小田原邸園文化ネットワーク・小田原市立図書館

時　　間

会　　場

入館料

お問合せ

主　　催

10｜26｜日｜粋な温泉文化めぐり
－登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験―
湯河原温泉には、国の登録有形文化財の老舗温泉旅

館三館をはじめ多くの木造の旅館の建築と庭園が残

されています。さらに、歴史ある街並みも残され、温泉文

化を体験できます。「粋な温泉文化」を知るためには絶

好の機会となります。そこで、この三館を使って、講演

会、街歩き、音楽会等を開催いたします。

当日のイベント後、三旅館に宿泊をご希望の方はご相

談受け付け致します。

13：00～17：00

13：00　（観光会館ロビー集合）

3,000円

30名

mail：takeshi_oki@town.yugawara.kangwa.jp

tel：0465-63-2111　（内線531）

湯河原町まちづくり部都市計画課担当大木

東海大学建築学科杉本研究室

時　　間

集合時間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜5｜金｜～温故知新『食道楽』～村井弦斎と小西正一
の時空を超えた「清流の女王・鮎料理」の饗宴
明治の作家村井弦斎の『食道楽』にある鮎料理レシピ

を、料理人小西正一さんが見事に再現しました。100

年前に建てられた清閑亭で100年の時空を超えた料

理の饗宴。清流の女王・鮎の味と香りをぜひご堪能く

ださい。

11：30～13：30

小西正一さん（元・箱根龍宮殿総料理長）

6,000円（再現・鮎料理付）

20名（申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

料　　理

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜8｜月｜清閑亭　十五夜観月会
「筑前琵琶とお月見懐石の夕宴」
黒田官兵衛から14代目の当主・長成の別邸・清閑亭

で、筑前琵琶の響きとともに、お月見を彩る懐石御膳を

堪能しながら、相模湾をさえざえと照らす十五夜の月

をめでたいと思います。

18：30～20：30

田代旭美さん（筑前琵琶奏者）

5,500円（十五夜の懐石御膳・ワンドリンク付）

40名（申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

演　　奏

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜20｜土｜新井恵美子「官兵衛の夢」講演会

昨年『官兵衛の夢』を上梓された新井恵美子さんをお

迎えして講演会を行ないます。黒田官兵衛から14代目

の当主・長成の別邸・清閑亭にて、NHK大河ドラマ「軍

師 官兵衛」がもっとおもしろくなる講演会、ご期待くだ

さい。

13：30～15：30

新井恵美子さん（作家）

2,000円（茶菓付） 

50名（申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

小田原市南町1-5-73　

小田原駅から徒歩15分

11時～16時開館（火曜休館）

入館・館内ガイド無料

tel・fax：0465-22-2834

海の見えるカフェスペースで喫茶も

楽しめます(有料)。

小田原邸園交流館　清閑亭
（旧黒田長成侯爵別邸）

上野屋旅館

ゆ宿　藤田屋島崎藤村ゆかりの宿 伊藤屋

松永記念館（旧松永安左ヱ門別邸）
小田原市板橋941-1

tel：0465-22-3635

9：00～17：00　年末年始休館

入館無料（茶室の利用は有料）  Ｐ20台　

箱根登山線｢箱根板橋駅」より徒歩10分

湯河原・小田原 小田原
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［集合場所］
　観光会館

バス停
「落合橋」

上野屋
藤田屋
伊藤屋

小田原駅東口

小田原城

三の丸小学校

バス停「箱根口」

小田原文学館

清閑亭

小田原駅東口

小田原城

報徳博物館

三の丸小学校

旧古稀庵庭園

秋葉山
量覚院

松永記念館

板橋内野邸

旧大倉喜八郎別邸

10｜18｜土｜

10｜6｜月｜清閑亭　十三夜観月会
「二胡の調べとお月見膳の夕宴」
黒田官兵衛から14代目の当主・長成の別邸・清閑亭

で、二胡の調べを楽しむ「十三夜観月コンサート」と、料

亭だるまの特製松花堂弁当を味わう、２度美味しいお

月見の宴です。

18：30～20：30

4,000円 (だるま特製松花堂弁当・ワンドリンク付)

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜9｜日｜小田原「坂の上の雲ツアー」と
秋山真之・海軍カレーを味わう会
「坂の上の雲」・日露戦争をテーマとした邸園めぐりと、

小田原で亡くなった名参謀・秋山真之にちなんだ海軍

カレーを楽しみます。

＜コース＞箱根板橋駅(集合)→板橋内野邸→大倉財

閥の大倉喜八郎旧別邸門→山縣有朋・古稀庵の流

水式庭園散策→秋山真之逝去の地→清閑亭(秋山

真之のこだわり海軍カレー・解散)

10：00～13：30　（10：00箱根板橋駅前集合）

2,000円　(秋山真之のこだわり海軍カレー付き)

40名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

　　　　小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

①11｜30｜日｜②12｜7｜日｜隠れた紅葉のスポット・三大邸園を
巡る観楓会①②　（特選菓子ビュッフェ付き）

隠れた紅葉スポットの三邸園などをめぐり、小田原の

特選菓子も味わう、２度美味しい観楓会です。

＜コース＞箱根板橋駅（集合）→電力王の松永安左ヱ

門旧別邸・老欅荘→首相の山縣有朋旧別邸・古稀庵

の流水式庭園散策→清閑亭（菓子ビュッフェ・解散）

【午前の部】10：00～12：30　（10：00箱根板橋駅前集合）

【午後の部】13：30～16：00　（13：30箱根板橋駅前集合）

2,000円　(特選菓子ビュッフェ付き)

各部共30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

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

政財界人の邸園巡りと
「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。

＜コース＞小田原駅(集合)→小田原宿なりわい交流館

(映像)→料亭だるま料理店(内部)→料亭清風楼(内部)

→花街グルメ(昼食)→籠常(ちょいグルメ)→籠清(ちょい

グルメ)→宮内大臣・田中光顕別邸(内部)→清閑亭(内

部・利きかまぼこ会)→小田原駅(解散・かまぼこも紹介し

ます)

10：00～15：30 (10：00　JR東日本小田原駅改札前集合)

3,000円　(花街グルメの昼食＆利きかまぼこ付き)

40名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭      

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜25｜土｜東海道中箱根越え三大名物と
老舗グルメいろいろ付きツアー
江戸時代の旅人は、小田原宿の三大名物を必ず手に

入れ箱根を越えました。当時から続く老舗を巡り、そし

て小田原の老舗のグルメを味わい尽くします。

＜コース＞小田原駅（集合）→清閑亭（内部・映像）→

老舗・ういろう（内部）→老舗・ちん里う(名物)→地魚グ

ルメ(昼食)→松原神社→老舗・籠常（ちょいグルメ）→

老舗・うろこき（ちょいグルメ）→小田原宿なりわい交流

館→老舗・美濃屋（名物・ちょいグルメ）→老舗・ういろ

う駅前店(菓子と茶のグルメ)→小田原駅（解散）

10：00～15：30 (10：00　JR東日本小田原駅改札前集合)

3,000円　(地魚グルメ昼食&老舗グルメいろいろ付き)

40名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭　    　

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜2｜日｜北原白秋記念日
歌う童謡・散歩道＆ミニコンサート
小田原で多くの童謡を作詩した北原白秋の白秋忌

に、童謡制作の舞台をめぐり、ソプラノ歌手の菊地貴子

さんといっしょに大きな声で歌います。昼食の後ミニコン

サートも開催します。

＜コース＞小田原駅(集合)→からたちの花の小径(♪か

らたちの花)→みみづくの家跡(♪ゆりかごのうた他)→聖

十字教会(♪あめふり)→清閑亭(特選白秋弁当&白秋

童謡ミニコンサート・解散)

10：00～14：00 (10：00 小田原駅新幹線改札前集合)

菊地貴子さん（ソプラノ）

2,500円　(特選白秋弁当付き)

30名(歩きやすい服装で参加してください)

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

松永記念館・老欅荘

秋の小田原さんぽ

料亭清風楼だるま料理店

夕照の清閑亭

旧田中光顕邸

茶会

秋の松永記念館

秋山真之
（国会図書館）

月夜の清閑亭

新井恵美子

田代旭美

鮎料理 ※写真はイメージです

黒田官兵衛
出典『官兵衛の夢』

海軍カレーを吟味

白秋歌の散歩道　

ういろう　 籠常

小田原「木兎の家」にて
北原白秋

11｜3｜祝・月｜松永記念館茶会

茶湯の愛好家や市民グループなどによる和みのある

茶会です。お席をお持ちくださるかた・団体も募集しま

す（9月15日まで）。

小田原文学館（旧田中光顕別邸）
・白秋童謡館
小田原市南町2-3-4　　Ｐ7台

小田原駅東口より徒歩約20分

バス停「箱根口」より徒歩5分

［集合場所］観光会館ロビー
湯河原駅から奥湯河原方面バス

乗車落合橋バス停下車徒歩２分

10：00～15：00　

400円

tel：0465-23-1377　(小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

時　　間

席　　料

お問合せ

主　　催

10｜25｜土｜～11｜24｜振休・月｜第4回松永記念館交流美術展
「清雅なる原三溪の書画ー旧松永コレクションからー」
松永安左ヱ門（耳庵）が敬愛してやまなかった原三溪。

清雅な気品を湛えた三溪自筆の書画のうち、旧松永コ

レクションの作品をご紹介します。

9：00～17：00　（入館は16：30まで）

一般300円

tel：0465-23-1377　（小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

三溪園

時　　間

観覧料

お問合せ

主　　催

協　　力

8｜21｜木｜～9｜23｜祝・火｜小田原文学館特別展「没後120年
北村透谷　アンビシヨンのかなたに」 
明治初年、小田原に生まれた北村透谷は、詩・小説・

評論など幅広い分野で活躍し、島崎藤村たち知識人

に大きな影響を与えたことでも知られています。透谷が

好んで使っていた「アンビシヨン」という言葉は「大望・

野心」などと訳されますが、彼の抱いた「アンビシヨン」

はどのようなものだったのでしょうか。書簡や複製原稿

などから彼の作品や思想に迫っていきます。

9：00～17：00（入館は16：30まで）

担当学芸員による展示解説（事前申込不要）

8/24(日)・9/9(火)・21(日)　いずれも13:30～

小田原文学館

大人250円、小中学生100円（団体割引有）

tel：0465‐24‐1055（小田原市立図書館）

小田原邸園文化ネットワーク・小田原市立図書館

時　　間

会　　場

入館料

お問合せ

主　　催

10｜26｜日｜粋な温泉文化めぐり
－登録有形文化財の老舗旅館と温泉文化の体験―
湯河原温泉には、国の登録有形文化財の老舗温泉旅

館三館をはじめ多くの木造の旅館の建築と庭園が残

されています。さらに、歴史ある街並みも残され、温泉文

化を体験できます。「粋な温泉文化」を知るためには絶

好の機会となります。そこで、この三館を使って、講演

会、街歩き、音楽会等を開催いたします。

当日のイベント後、三旅館に宿泊をご希望の方はご相

談受け付け致します。

13：00～17：00

13：00　（観光会館ロビー集合）

3,000円

30名

mail：takeshi_oki@town.yugawara.kangwa.jp

tel：0465-63-2111　（内線531）

湯河原町まちづくり部都市計画課担当大木

東海大学建築学科杉本研究室

時　　間

集合時間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜5｜金｜～温故知新『食道楽』～村井弦斎と小西正一
の時空を超えた「清流の女王・鮎料理」の饗宴
明治の作家村井弦斎の『食道楽』にある鮎料理レシピ

を、料理人小西正一さんが見事に再現しました。100

年前に建てられた清閑亭で100年の時空を超えた料

理の饗宴。清流の女王・鮎の味と香りをぜひご堪能く

ださい。

11：30～13：30

小西正一さん（元・箱根龍宮殿総料理長）

6,000円（再現・鮎料理付）

20名（申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

料　　理

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜8｜月｜清閑亭　十五夜観月会
「筑前琵琶とお月見懐石の夕宴」
黒田官兵衛から14代目の当主・長成の別邸・清閑亭

で、筑前琵琶の響きとともに、お月見を彩る懐石御膳を

堪能しながら、相模湾をさえざえと照らす十五夜の月

をめでたいと思います。

18：30～20：30

田代旭美さん（筑前琵琶奏者）

5,500円（十五夜の懐石御膳・ワンドリンク付）

40名（申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

演　　奏

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜20｜土｜新井恵美子「官兵衛の夢」講演会

昨年『官兵衛の夢』を上梓された新井恵美子さんをお

迎えして講演会を行ないます。黒田官兵衛から14代目

の当主・長成の別邸・清閑亭にて、NHK大河ドラマ「軍

師 官兵衛」がもっとおもしろくなる講演会、ご期待くだ

さい。

13：30～15：30

新井恵美子さん（作家）

2,000円（茶菓付） 

50名（申込み先着順）

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

小田原市南町1-5-73　

小田原駅から徒歩15分

11時～16時開館（火曜休館）

入館・館内ガイド無料

tel・fax：0465-22-2834

海の見えるカフェスペースで喫茶も

楽しめます(有料)。

小田原邸園交流館　清閑亭
（旧黒田長成侯爵別邸）

上野屋旅館

ゆ宿　藤田屋島崎藤村ゆかりの宿 伊藤屋

松永記念館（旧松永安左ヱ門別邸）
小田原市板橋941-1

tel：0465-22-3635

9：00～17：00　年末年始休館

入館無料（茶室の利用は有料）  Ｐ20台　

箱根登山線｢箱根板橋駅」より徒歩10分

湯河原・小田原 小田原
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キックオフイベント

9｜8｜月｜旧安田善次郎邸十五夜観月会

遠くに海を望む旧安田善次郎邸で中秋の名月を愛で

る、十五夜観月会です。

午後の邸園の散歩、夕暮れの二胡などの演奏会。畳

の間でお月見弁当の食事行い、海から上がる名月を

縁側から眺める事が出来ます。

懐かしい、日本のお月見を是非ご堪能下さい。

16：30～19：30（受付開始16：00）

旧安田善次郎邸と庭園（JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円（食事代、保険代を含む）   

30名

8/11～8/31（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

9｜26｜金｜大磯邸園講座「大磯と吉田茂」

大磯を愛した吉田茂の功績や大磯町民との関わり、自

宅での生活。昭和の時代の大磯の話です。

大磯城山公園旧吉田茂邸地区の管理棟で大磯町学

芸員による講演と吉田茂邸園内の兜門や吉田茂の銅

像の前で解説を行います。

10：00～12：00　（受付開始9：30）

大磯城山公園　旧吉田茂邸地区管理棟

500円（保険代、他）

40名

8/26～9/19（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜24｜金｜大磯邸園講座「大磯別荘文化と伊藤博文」

明治時代、大磯には政界、財界の要人の別荘が建ち

並ぶようになります。政界では初代総理大臣伊藤博文

が自邸の滄浪閣を大磯に移転、財界では三井財閥の

三井高棟が現在の大磯城山公園に別荘を作り、華や

かな大磯の別荘文化が花開きます。大磯町学芸員に

よる講演。

10：00～12：00　（受付開始9：30）

大磯城山公園　旧吉田茂邸地区管理棟

500円（保険代、他）

40人

9/24～10/17（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜17｜金｜大磯宿　歴史と味の散歩路
（大内館コース・大磯迎賓舘コース）

大磯の邸園文化を支えた、旧東海道沿いに発展した

大磯宿の歴史や商人文化を知るまち歩き。まち歩き後

の昼食は、石井本陣跡に立つ由緒ある汐彩の宿大内

館での篭会席料理、又は築100年を超える日本最古

のツーバイフォー住宅の洋館、大磯迎賓舘でのイタリア

料理のコースが選べます。

当日、大磯うつわの日が開催中、午後は自由散策でお

楽しみください。

10：00～13：00 (受付開始9：30)

大磯迎賓舘

4,500円　（ガイド料、保険代、食事代含む）

大内館40名、大磯迎賓舘40名

9/17～10/10（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

11｜18｜火｜伊藤博文公ゆかりの大磯巡り　
（松月コース・大内館コース・大磯迎賓舘コース）

初代総理大臣伊藤博文公の大磯の足跡を巡る、講演

とまち歩きで昼食付です。学芸員による大磯町に自邸

「滄浪閣」を構えた伊藤博文公の話を聞き、伊藤公の

足跡を巡ります。昼食は伊藤公の初代料理長が開い

た「松月」のミニ会席料理、石井本陣跡に建つ「大内

館」の篭会席、築100年を超える洋館「大磯迎賓舘」の

イタリア料理のコースから選べます。

10：00～14：30 (受付開始9：30)

大磯町郷土資料館前

4,500円　（ガイド料、保険代、食事代含む）

松月16名、大内館40名、大磯迎賓舘40名

10/18～11/11（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

11｜28｜金｜旧安田善次郎邸お点前を楽しむ

安田善次郎邸のお茶室でお点前を楽しむ会です。

A・Cコース：旧安田善次郎邸のお庭の散策、お茶室で

お点前を楽しみ、大磯の邸園巡りのコースです。

Bコース：旧安田善次郎邸のお庭の散策とお茶室でお

点前を楽しむコースです。 

Aコース：9：30～12：00 (受付開始9：00)

Bコース：10：30～12：00 (受付開始10：00)　

Cコース：13：00～15：30 (受付開始12：30)

旧安田善次郎邸

Aコース2,500円/Bコース 2,000円/Cコース2,500円

（お茶、菓子、ガイド料、保険代）

各コース16名

10/28～11/21（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜6｜月｜旧安田善次郎邸十三夜観月会　

遠くに海を望む旧安田善次郎邸縁側での十三夜観月

会です。旧暦八月の十五夜の後で旧暦九月の十三夜を

「後(のち)の月見」とも言います。午後の邸園の散歩、夕

暮れの琴などの演奏会、畳の間でお月見弁当の食事。

秋の夜の風情ある邸園の光景と、懐かしい日本のお月

見を是非ご堪能下さい。

16：30～19：30　（受付開始16：00)

旧安田善次郎邸と庭園（JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円（食事代、保険代を含む）

30名

9/6～9/28（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

9｜23｜祝・火｜
邸園文化めぐり in 大磯
～大磯まちづくり会議15年への想い～
フォーチュンフェスタ2014の会場から、旧東海道沿いの

別荘地区を歩くツアー。　大磯の邸園文化の取り組み

の解説付きです。大磯駅近くの旧安田善次郎邸の座

敷では、『邸園を身近に楽しむ』をテーマに座談会を行

います。大磯の邸園文化を私たちと一緒にご堪能くだ

さい。 ※申込は、メール又はハガキにて

13：30～17：00　　懇親会18：00～

大磯城山公園　旧吉田茂邸地区

1,500円　(お茶菓子代、資料代、保険代他）

懇親会：3,000円（ワンドリンク付き）

40名（申込多数の場合は抽選、締切9/10迄）

mail：asda@mh.scn-net.ne.jp　（大倉）

〒259-0102　神奈川県中郡大磯町生沢969-3

tel：090-1796-2102　（大倉）

大磯まちづくり会議

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜7｜日｜木材サミット in 大磯
～山と家づくりを結ぶ文化と歴史～
林業再生と言われ山の問題が語られる事があるが、

周辺の山の木を1次産業の林業として取り上げる事は

少ない。普段の生活や、家で使う家具や木材を題材に

これからの林業への関わりを考える。

日本最古の２×４住宅を例に、国産材の利活用を先人

の知恵に学ぶ。 ※申込は、メール又はハガキにて

16：00～18：00  

大磯迎賓舘

500円（資料代）

50名（申込先着順）

mail：asda@mh.scn-net.ne.jp　（大倉）

〒259-0102　神奈川県中郡大磯町生沢969-3

tel：090-1796-2102　（大倉）

大磯まちづくり会議

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜23｜祝・火｜大磯城山公園旧吉田茂邸地区開園
1周年記念　フォーチュンフェスタ2014
旧吉田茂邸地区開園1周年を記念したイベントを開催しま

す。昨年公開された、「恋するフォーチュンクッキー神奈川ver」

出演の地元フラ団体や、大磯のゆるキャラ「いそべぇ」も登場！

10：00～15：00

大磯城山公園旧吉田茂邸地区・茶室城山庵

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

公益財団法人　神奈川県公園協会

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜26｜水｜～11｜30｜日｜もみじのライトアップ

三井財閥別邸跡地を利用した大磯城山公園の「もみ

じのライトアップ」は、西門・茶室・不動池のもみじや竹

林をライトアップし、土日には竹灯篭を園路に灯す他、

音楽会や模擬店などの出店があります。

不動池に映る逆さもみじと竹灯篭の灯りはとても幻想

的で、見るものを幽玄の世界へと誘います。

　同日開催　「もみじまつり」　11：00～

　模擬店・子供遊びコーナー・和太鼓演奏他

　※（時間は今後変更になる可能性あり）

①もみじライトアップ　

11/26（水）～11/30（日）点灯16：30~20：30

②紅葉くつろぎ音楽会

11/29（土）～11/30（日）　開演17：00～

大磯城山公園不動池・もみじの広場・茶室「城山庵」

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

公益財団法人　神奈川県公園協会　　

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜20｜木｜～12｜15｜月｜二宮の魅力発見!未来に伝えたい写真展
「湘南みかん風のまち散歩～東大二宮果樹園跡地と生業の魅力」
会場は、まちなかの十数か所。二宮駅前、湘南軽便鉄

道本社跡に近接するお店から東京大学二宮果樹園跡

地の付近までです。昭和のレトロな建物散策も楽しめ

ます。二宮町内を地域探検し、作成したwalkwalk(ﾜｸﾜｸ)

マップの道案内をもとに各会場のテーマに合わせてパ

ネル制作した写真展を開催します。　

10：00～16：00

二宮駅北口・南口周辺、北口通りのお店等十数か所

無料

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

小さな幸せづくり二宮まち遊び衆

東海大学建築科山崎研究室

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜24｜振休・月｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」
東京大学二宮果樹園跡地は元園田孝吉男爵の別荘

と果樹園で、大正15年に東京帝国大学がみかんの経

済的栽培が可能という理由で吾妻果樹園を開設し、

内田祥三元総長の監修下で建てられたと推定される

建物や様々な果樹が未だに残っています。その周辺、

庭園、みかん山、遺跡、ワインカーブなどを見て回り、地

元の人たちとふれあいながら、湘南みかんの魅力や由

来を発見する「体験型」ツアーです。

9：30～14：00（JR 二宮駅北口ロータリー集合）

2,500円（弁当、マップ・ガイドブック費用など含む）

※昼食は青摘みかん果汁を使った特製ランチとグラスワイン付き

20名

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

小さな幸せづくり二宮まち遊び衆

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜6｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」
紅葉の美しい吾妻山、自然風紅葉庭園、海岸地域の

自然や吉田五十八が設計した旧山川邸、二宮カトリッ

ク教会などを巡り、地元の人たちとふれあいながら、二

宮の生活文化や季節の魅力を発見する「体験型」ツア

ーです。

9：30～15：00（JR 二宮駅北口ロータリー集合）

2,500円（弁当、マップ・ガイドブック費用など含む）

※昼食は二宮ブランド認定「瀬の海さばの棒寿司」あるいは 「旬の味覚を味わう彩弁当」選択

15名

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

小さな幸せづくり二宮まち遊び衆

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

写真展会場エリア

二宮駅北口・南口周辺、北口通り

ＪＲ二宮駅改札から徒歩15分圏内

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492

JR大磯駅から徒歩6分

大磯城山公園
大磯町国府本郷551-1

JR大磯駅から　国府津駅行き　

湘南大磯住宅行き　バス乗車

二宮駅北口行き

「城山公園前」下車徒歩3分

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492

JR大磯駅から徒歩6分

大磯城山公園
大磯町国府本郷551-1

JR大磯駅から　国府津駅行き　

湘南大磯住宅行き　バス乗車

二宮駅北口行き

「城山公園前」下車徒歩3分

左記9/8、9/26、10/6、10/17、10/24、11/18、11/28

申込方法：イベント名、実施日、参加者全員の氏名、住

所、電話番号、人数（2人まで）を記入の上、FAX又は

往復はがきにて、FAXの方は返信ができるFAX番号を

明記してください。

申込み＆　公益社団法人　大磯町観光協会

お問合せ　tel：0463-61-3300    fax：0463-60-1170

          〒255-0003 大磯町大磯878-1

　　　　　　　http://www.oiso-kankou.or.jp

旧安田善次郎邸
茶室内部

旧安田善次郎邸
茶室

旧吉田茂邸兜門

吉田茂像

お月見

もみじのライトアップ

大磯迎賓舘

旧安田善次郎邸
座敷

旧山川邸 旧山川邸内部

東大果樹園跡 湘南みかん

まち歩きまち歩き

二宮・大磯 大磯
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キックオフイベント

9｜8｜月｜旧安田善次郎邸十五夜観月会

遠くに海を望む旧安田善次郎邸で中秋の名月を愛で

る、十五夜観月会です。

午後の邸園の散歩、夕暮れの二胡などの演奏会。畳

の間でお月見弁当の食事行い、海から上がる名月を

縁側から眺める事が出来ます。

懐かしい、日本のお月見を是非ご堪能下さい。

16：30～19：30（受付開始16：00）

旧安田善次郎邸と庭園（JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円（食事代、保険代を含む）   

30名

8/11～8/31（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

9｜26｜金｜大磯邸園講座「大磯と吉田茂」

大磯を愛した吉田茂の功績や大磯町民との関わり、自

宅での生活。昭和の時代の大磯の話です。

大磯城山公園旧吉田茂邸地区の管理棟で大磯町学

芸員による講演と吉田茂邸園内の兜門や吉田茂の銅

像の前で解説を行います。

10：00～12：00　（受付開始9：30）

大磯城山公園　旧吉田茂邸地区管理棟

500円（保険代、他）

40名

8/26～9/19（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜24｜金｜大磯邸園講座「大磯別荘文化と伊藤博文」

明治時代、大磯には政界、財界の要人の別荘が建ち

並ぶようになります。政界では初代総理大臣伊藤博文

が自邸の滄浪閣を大磯に移転、財界では三井財閥の

三井高棟が現在の大磯城山公園に別荘を作り、華や

かな大磯の別荘文化が花開きます。大磯町学芸員に

よる講演。

10：00～12：00　（受付開始9：30）

大磯城山公園　旧吉田茂邸地区管理棟

500円（保険代、他）

40人

9/24～10/17（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜17｜金｜大磯宿　歴史と味の散歩路
（大内館コース・大磯迎賓舘コース）

大磯の邸園文化を支えた、旧東海道沿いに発展した

大磯宿の歴史や商人文化を知るまち歩き。まち歩き後

の昼食は、石井本陣跡に立つ由緒ある汐彩の宿大内

館での篭会席料理、又は築100年を超える日本最古

のツーバイフォー住宅の洋館、大磯迎賓舘でのイタリア

料理のコースが選べます。

当日、大磯うつわの日が開催中、午後は自由散策でお

楽しみください。

10：00～13：00 (受付開始9：30)

大磯迎賓舘

4,500円　（ガイド料、保険代、食事代含む）

大内館40名、大磯迎賓舘40名

9/17～10/10（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

11｜18｜火｜伊藤博文公ゆかりの大磯巡り　
（松月コース・大内館コース・大磯迎賓舘コース）

初代総理大臣伊藤博文公の大磯の足跡を巡る、講演

とまち歩きで昼食付です。学芸員による大磯町に自邸

「滄浪閣」を構えた伊藤博文公の話を聞き、伊藤公の

足跡を巡ります。昼食は伊藤公の初代料理長が開い

た「松月」のミニ会席料理、石井本陣跡に建つ「大内

館」の篭会席、築100年を超える洋館「大磯迎賓舘」の

イタリア料理のコースから選べます。

10：00～14：30 (受付開始9：30)

大磯町郷土資料館前

4,500円　（ガイド料、保険代、食事代含む）

松月16名、大内館40名、大磯迎賓舘40名

10/18～11/11（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

11｜28｜金｜旧安田善次郎邸お点前を楽しむ

安田善次郎邸のお茶室でお点前を楽しむ会です。

A・Cコース：旧安田善次郎邸のお庭の散策、お茶室で

お点前を楽しみ、大磯の邸園巡りのコースです。

Bコース：旧安田善次郎邸のお庭の散策とお茶室でお

点前を楽しむコースです。 

Aコース：9：30～12：00 (受付開始9：00)

Bコース：10：30～12：00 (受付開始10：00)　

Cコース：13：00～15：30 (受付開始12：30)

旧安田善次郎邸

Aコース2,500円/Bコース 2,000円/Cコース2,500円

（お茶、菓子、ガイド料、保険代）

各コース16名

10/28～11/21（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

10｜6｜月｜旧安田善次郎邸十三夜観月会　

遠くに海を望む旧安田善次郎邸縁側での十三夜観月

会です。旧暦八月の十五夜の後で旧暦九月の十三夜を

「後(のち)の月見」とも言います。午後の邸園の散歩、夕

暮れの琴などの演奏会、畳の間でお月見弁当の食事。

秋の夜の風情ある邸園の光景と、懐かしい日本のお月

見を是非ご堪能下さい。

16：30～19：30　（受付開始16：00)

旧安田善次郎邸と庭園（JR大磯駅より徒歩8分）

4,000円（食事代、保険代を含む）

30名

9/6～9/28（定員になり次第締切）

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込期間

主　　催

9｜23｜祝・火｜
邸園文化めぐり in 大磯
～大磯まちづくり会議15年への想い～
フォーチュンフェスタ2014の会場から、旧東海道沿いの

別荘地区を歩くツアー。　大磯の邸園文化の取り組み

の解説付きです。大磯駅近くの旧安田善次郎邸の座

敷では、『邸園を身近に楽しむ』をテーマに座談会を行

います。大磯の邸園文化を私たちと一緒にご堪能くだ

さい。 ※申込は、メール又はハガキにて

13：30～17：00　　懇親会18：00～

大磯城山公園　旧吉田茂邸地区

1,500円　(お茶菓子代、資料代、保険代他）

懇親会：3,000円（ワンドリンク付き）

40名（申込多数の場合は抽選、締切9/10迄）

mail：asda@mh.scn-net.ne.jp　（大倉）

〒259-0102　神奈川県中郡大磯町生沢969-3

tel：090-1796-2102　（大倉）

大磯まちづくり会議

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜7｜日｜木材サミット in 大磯
～山と家づくりを結ぶ文化と歴史～
林業再生と言われ山の問題が語られる事があるが、

周辺の山の木を1次産業の林業として取り上げる事は

少ない。普段の生活や、家で使う家具や木材を題材に

これからの林業への関わりを考える。

日本最古の２×４住宅を例に、国産材の利活用を先人

の知恵に学ぶ。 ※申込は、メール又はハガキにて

16：00～18：00  

大磯迎賓舘

500円（資料代）

50名（申込先着順）

mail：asda@mh.scn-net.ne.jp　（大倉）

〒259-0102　神奈川県中郡大磯町生沢969-3

tel：090-1796-2102　（大倉）

大磯まちづくり会議

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜23｜祝・火｜大磯城山公園旧吉田茂邸地区開園
1周年記念　フォーチュンフェスタ2014
旧吉田茂邸地区開園1周年を記念したイベントを開催しま

す。昨年公開された、「恋するフォーチュンクッキー神奈川ver」

出演の地元フラ団体や、大磯のゆるキャラ「いそべぇ」も登場！

10：00～15：00

大磯城山公園旧吉田茂邸地区・茶室城山庵

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

公益財団法人　神奈川県公園協会

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜26｜水｜～11｜30｜日｜もみじのライトアップ

三井財閥別邸跡地を利用した大磯城山公園の「もみ

じのライトアップ」は、西門・茶室・不動池のもみじや竹

林をライトアップし、土日には竹灯篭を園路に灯す他、

音楽会や模擬店などの出店があります。

不動池に映る逆さもみじと竹灯篭の灯りはとても幻想

的で、見るものを幽玄の世界へと誘います。

　同日開催　「もみじまつり」　11：00～

　模擬店・子供遊びコーナー・和太鼓演奏他

　※（時間は今後変更になる可能性あり）

①もみじライトアップ　

11/26（水）～11/30（日）点灯16：30~20：30

②紅葉くつろぎ音楽会

11/29（土）～11/30（日）　開演17：00～

大磯城山公園不動池・もみじの広場・茶室「城山庵」

公園管理事務所　tel：0463-61-0355

公益財団法人　神奈川県公園協会　　

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜20｜木｜～12｜15｜月｜二宮の魅力発見!未来に伝えたい写真展
「湘南みかん風のまち散歩～東大二宮果樹園跡地と生業の魅力」
会場は、まちなかの十数か所。二宮駅前、湘南軽便鉄

道本社跡に近接するお店から東京大学二宮果樹園跡

地の付近までです。昭和のレトロな建物散策も楽しめ

ます。二宮町内を地域探検し、作成したwalkwalk(ﾜｸﾜｸ)

マップの道案内をもとに各会場のテーマに合わせてパ

ネル制作した写真展を開催します。　

10：00～16：00

二宮駅北口・南口周辺、北口通りのお店等十数か所

無料

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp

小さな幸せづくり二宮まち遊び衆

東海大学建築科山崎研究室

時　　間

会　　場

入場料

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜24｜振休・月｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、湘南みかんのある暮らし」
東京大学二宮果樹園跡地は元園田孝吉男爵の別荘

と果樹園で、大正15年に東京帝国大学がみかんの経

済的栽培が可能という理由で吾妻果樹園を開設し、

内田祥三元総長の監修下で建てられたと推定される

建物や様々な果樹が未だに残っています。その周辺、

庭園、みかん山、遺跡、ワインカーブなどを見て回り、地

元の人たちとふれあいながら、湘南みかんの魅力や由

来を発見する「体験型」ツアーです。

9：30～14：00（JR 二宮駅北口ロータリー集合）

2,500円（弁当、マップ・ガイドブック費用など含む）

※昼食は青摘みかん果汁を使った特製ランチとグラスワイン付き

20名

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

小さな幸せづくり二宮まち遊び衆

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜6｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」
紅葉の美しい吾妻山、自然風紅葉庭園、海岸地域の

自然や吉田五十八が設計した旧山川邸、二宮カトリッ

ク教会などを巡り、地元の人たちとふれあいながら、二

宮の生活文化や季節の魅力を発見する「体験型」ツア

ーです。

9：30～15：00（JR 二宮駅北口ロータリー集合）

2,500円（弁当、マップ・ガイドブック費用など含む）

※昼食は二宮ブランド認定「瀬の海さばの棒寿司」あるいは 「旬の味覚を味わう彩弁当」選択

15名

tel：090-3142-9358　（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

小さな幸せづくり二宮まち遊び衆

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

写真展会場エリア

二宮駅北口・南口周辺、北口通り

ＪＲ二宮駅改札から徒歩15分圏内

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492

JR大磯駅から徒歩6分

大磯城山公園
大磯町国府本郷551-1

JR大磯駅から　国府津駅行き　

湘南大磯住宅行き　バス乗車

二宮駅北口行き

「城山公園前」下車徒歩3分

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492

JR大磯駅から徒歩6分

大磯城山公園
大磯町国府本郷551-1

JR大磯駅から　国府津駅行き　

湘南大磯住宅行き　バス乗車

二宮駅北口行き

「城山公園前」下車徒歩3分

左記9/8、9/26、10/6、10/17、10/24、11/18、11/28

申込方法：イベント名、実施日、参加者全員の氏名、住

所、電話番号、人数（2人まで）を記入の上、FAX又は

往復はがきにて、FAXの方は返信ができるFAX番号を

明記してください。

申込み＆　公益社団法人　大磯町観光協会

お問合せ　tel：0463-61-3300    fax：0463-60-1170

          〒255-0003 大磯町大磯878-1

　　　　　　　http://www.oiso-kankou.or.jp

旧安田善次郎邸
茶室内部

旧安田善次郎邸
茶室

旧吉田茂邸兜門

吉田茂像

お月見

もみじのライトアップ

大磯迎賓舘

旧安田善次郎邸
座敷

旧山川邸 旧山川邸内部

東大果樹園跡 湘南みかん

まち歩きまち歩き

二宮・大磯 大磯
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宮の前崇善小

ラスカ
平塚駅北口

八幡山の洋館

蔵まえギャラリー

藤沢小学校

トレアージュ白旗
ショッピングセンター

藤沢橋

藤沢本町駅

藤沢駅

遊行寺

緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸

グリーンヒル湘南

藤沢市民会館

イトーヨーカドー

小田急

藤沢駅

旧後藤医院

グリーンハウス スポーツアリーナ
教育センター

善行駅東口

高校
県立体育センター

盛岩寺
バス停
「盛岩寺前」

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

旧後藤医院
藤沢市鵠沼橋1-14-7

JR藤沢駅南口より徒歩６分

10｜1｜水｜国登録有形文化財―旧後藤医院
で聴くピアノ演奏会
建物内部の応接間に創建当時からあった故後藤秀兵

院長愛用のピアノによるミニコンサートを午前、午後の

二回に分け開催します。同時に特徴ある建物の内部や

昔の応接セットなどをご案内、説明いたします。

第一部　11：00～　第二部14：00～

旧後藤医院(現・鵠沼橘市民の家)

無料

各回２０名程度

当日直接会場にお越しください。

tel：090-9836-5157　（北村）

鵠沼の緑と景観を守る会　

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

グリーンハウス

博物館入口とキャンパス

遊行寺

（藤沢市西富1-8-1、地図左下）

ライトアップ（稲元屋）

熊澤茂吉氏

吊るしかざり 吊るしかざり

墨跡展示風景 会場風景

古道に残る鶴嶋天神社

9｜21｜日｜・10｜19｜日｜

11｜16｜日｜

発見されたステンドグラス展　

旧モーガン邸は平成7年5月と平成8年1月の2回火災

に遭いました。瓦礫の片付けや焼損調査をしている時、

焼け残った物置からステンドグラスの建具が発見され

ました。戦前のものとみられるこれらのステンドグラス

は、モーガン邸で使われていたものではありませんが、

数年前に神奈川県建築士会スクランブル調査隊の協

力により、枠を付けそうじをしました。どこのどんな建物

に使われていたか想像しながらご覧ください。

11：00～15：00

旧モーガン邸　旧車庫（藤沢市大鋸1122）

無料

mail：ZUB11202@nifty.com

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

11｜8｜土｜旧モーガン邸で楽しむ藍染体験

毎年、蔵まえギャラリーから講師を招いて行なっている

藍染体験。初心者もリピーターも楽しめる内容となって

います。新しい技法を学んで染めを楽しみましょう。基

本の素材（ガーゼ生地）で染めた後、追加で染められ

る麻やシルクを用意します。

布が乾く間、モーガン邸庭園の散策でゆっくりお過ごし

ください。

10：30～14：30

旧モーガン邸庭園（藤沢市大鋸1122）

1,000円

30名（10：30の部15名、13：00の部15名）

mail：ZUB11202@nifty.com　fax：0466-25-2076

申込の際お名前と連絡先をお知らせください

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜20｜土｜蔵まえ講座「登録文化財、桔梗屋の魅力を探る」

昨年、登録有形文化財となった「桔梗屋」は明治４４年

に建てられた店蔵と母屋、文久元年に建てられた文庫

蔵からなり、現役の洋紙問屋です。

建物周辺の散策と建物見学の後、蔵まえギャラリーに

て東海大学建築学科小沢朝江教授を講師に迎え、藤

沢宿の歴史にふれつつ、藤沢に唯一残る店蔵を中心

に建物の魅力を探ります。また、昼食を食べながら参加

者同士の交流ができるようにいたしました。

10：00～14：00 （9：45より受付）

蔵まえギャラリー（藤沢市藤沢630-1）

東海大学教授　小沢朝江氏

2,000円（昼食付き）

30名

蔵まえギャラリー　　tel・fax：0466-25-9909

mail：a_whto@ybb.ne.jp（9月1日から先着順）

湘南藤沢文化ネットワーク　

時　　間

集合場所

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜4｜土｜湘南ふじさわ歴史文化めぐり第１６回

～旧藤沢宿 まちなかアートめぐり～

「藤沢今昔まちなかアートめぐり2014」は旧藤沢宿地

区で10月中の各週末に開催します。この会期中に行う

日時限定の建物や国内外のアート作品のライトアップ

に合わせた会場めぐりのツアーです。

現在進行形アートによる歴史的建造物などの保全活

用の取組みを是非、ご覧ください。　　　　

17：30～19：30 （17：15より受付）

時宗総本山遊行寺大銀杏付近

500円(保険代・資料代)

30名

tel：0466-36-7228　（9月20日から先着順）

mail : fsmuse0911@yahoo.co.jp (伊東)

湘南藤沢文化ネットワーク

藤沢今昔まちなかアート実行委員会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜3｜金｜～｜5｜日｜盛岩寺薬師堂昭和文化館
吊るしかざりと無庵で呈茶（無料）

関東大震災の翌年再建された旧商家の店舗兼居間

は昭和初期遊行通りから御所見村に移築された。今、

大正商家そのままに重厚な梁や建具、引き戸ガラス戸

千本格子猫間障子はそのままに盛岩寺境内に再移築

され、昭和文化館として開設された。この度茅ヶ崎市社

会福祉吊るしかざり会による展示とお抹茶を楽しむ。

10：00～15：00

盛岩寺（藤沢市打戻1119）

無料

tel：0466-48-5653 fax：0466-47-0633

mail : seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

茅ヶ崎市社会福祉吊るしかざり会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜2｜日｜～｜4｜火｜盛岩寺薬師堂昭和文化館
墨跡風入れ展と無庵で呈茶（無料）

昭和文化館は、築90年を経た旧商家の古建築です。

遊行通りにあった商家の店舗兼住居が昭和初期御所

見村に移築され、近年盛岩寺に再移築され『昭和文化

館』として開設し、日頃様々な行事を行っています。こ

の度盛岩寺什物の掛け軸を風入れのため展示し、合

わせて茶室無庵にてお抹茶をたのしみます。

10：00～16：00

盛岩寺（藤沢市打戻1119）

無料

tel：0466-48-5653 fax：0466-47-0633

mail : seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜1｜土｜～｜2｜日｜八幡山の洋館 ―秋のばらフェスタ―

八幡山の洋館は、2009年4月に八幡山公園に解体移

築されて生れかわり、国の登録有形文化財に指定され

ました。大きな楠やヒマラヤ杉、バラの花園に囲まれた、

緑の屋根・ピンクの壁の英国風の洋館です。

春と秋の毎年2回、洋館と庭園のばらに親しんでいた

だく 「ばらフェスタ」を開催しています。

期間中は「ばらカフェ」も開設。色とりどりのばらに囲ま

れた明治時代の木造洋館で、つぼみティーとクッキー

の優雅な午後をお楽しみください。

“秋のばらフェスタ・コンサート～歌曲集「冬の旅〈全曲〉」”

バリトン：勝部 太　ピアノ：鈴木 千帆

14：00開演（13：30開場）　チケット3,000円  定員60名

10：30-12：00　ばらのお話（横浜ばら会理事 今井 宣代氏）

12：30～ばらの花のお持ち帰り

13：30～ばらと小花のアレンジメント作り

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

tel・fax：0463-35-7114

八幡山の洋館（指定管理者旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理共同事業体）

平塚市教育委員会

1日（土）

2日(日)

会　　場

申込み

主　　催

共　　催

9｜27｜土｜「旧藤澤カントリー倶楽部」を訪ねて～そのⅡ
博物館（日本大学生物資源科学部）見学と古道を歩く
旧藤澤カントリーゴルフコース跡地の西側インコースを

訪ねます。相模原台地の丘陵に広がるコースは関東一

の眺望を誇り、自然に恵まれ歴史を辿る古道が八王子

方面に続いていました。近年は、住宅地になる一方文

教地区に変貌しています。その一つ日本大学生物資

源科学部のキャンパスと博物館を見学して、古道を訪

ねながらグリーンハウスまで歩きます。食堂で昼食後、

コースとクラブハウスの映像を楽しみ下さい。

9：00～14：00 （行程　約5㎞）

小田急江ノ島線 六会日大前駅 改札出口西側

500円（昼食は食堂あり、また各自持参も可）

30人（申込先着順）

申込締切9月22日　fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田あて)

善行雑学大学

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

遊行寺
藤沢駅北口より徒歩15分

11｜15｜土｜グリーンハウス物語・第16話
講演会　＆　秋のコンサート
｢グリーンハウス｣は、高名な建築家アントニン・レーモン

ドの設計で昭和７（1932）年に旧藤澤カントリー倶楽部

のクラブハウスとしてゴルフ場と共に建設された南欧

風の82年を経た歴史的建造物です。その保存と利活

用は喫緊の課題です。今回は、熊澤酒造(株)代表取締

役の熊沢茂吉氏にお話を伺います。鎌倉山にあった菅

原通済邸や常陸山文庫の建物を自社敷地内に移築

するなど、数々の歴史的建造物を活かして利用された

実践と造詣が深く、これからの指針になる興味あるお

話しを伺います。お馴染みのコンサートもお楽しみに。

14：30～17：30　　（14時受付開始）

14：30～「館内見学ツアー」

15：10～講演会　講師　熊澤　茂吉氏（六代目蔵元）

　　　　　　「その魅力を活かして使う　歴史的建造物」

16：30～「コンサート」出演：アンサンブル・アモーレ

県立体育センター内　「グリーンハウス」

無料　(ご希望の方に資料を頒布します)

100名

申込締切11月8日　fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田あて)

善行雑学大学

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122

JR藤沢駅北口バスターミナル5番

蔵まえギャラリー
JR藤沢駅北口より徒歩6分

グリーンハウス
県立体育センター内

藤沢市善行７-１-２

小田急江ノ島線 「善行」 駅下車

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

藍染体験会

旧モーガン邸中門

ステンドグラス

桔梗屋

蔵まえギャラリー

八幡山の洋館HP　http://hiratsuka-yokan1906.jp/

小津部屋

11｜3｜祝・月｜登録有形文化財 茅ヶ崎館で観賞する 
小津安二郎監督 作品「秋刀魚の味」
2009年に国の登録有形文化財に指定された茅ヶ崎館

は、小津監督をはじめ今現在でも多くの映画関係者に

利用されています。館内は明治・大正・昭和の時代を

感じさせる造りになっており、上映場所は48畳の広間で

す。名作を観た後は、茅ヶ崎らしい庭園を眺めながら、

小津研究者の中澤千磨夫氏と五代目館主森のトーク

ショーを行い、館内見学もございます。是非この機会に

訪れてみてはいかがでしょうか。

13：30開場　14：00開演

茅ヶ崎館　大広間

1,500円（ワンドリンク付）

60名（未就学児の入場・同伴はご遠慮下さい）

茅ヶ崎館内 茅ヶ崎の文化景観を育む会事務局

tel・fax：0467-98-1630

mail：info@chigasakikan.co.jp

茅ヶ崎の文化景観を育む会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

茅ヶ崎館
茅ヶ崎市中海岸３-８-５

JR東海道線茅ヶ崎駅(南口)下車

徒歩２０分 / タクシー３分

コミュニティバス「えぼし号」

サザン通中央７　下車徒歩３分

大磯・平塚・茅ヶ崎・藤沢 藤沢

盛岩寺昭和文化館
湘南台駅西口又はＪＲ辻堂駅

北口から慶応大学行きバス、

終点慶応大学からコミュニテー

バスふじみ号で 「盛岩寺前」

下車すぐ前 （ふじみ号は本数

が少ないので時刻を事前に確

認して下さい） またＪＲ辻堂駅

北口から綾瀬車庫行き 「堂の

前」 下車徒歩３分。 （P あり）

10｜4｜土｜予備日11｜土｜湘南邸園スケッチ会
「大磯旧三井邸・城山公園」
湘南の邸園を順次訪ねる水彩画のスケッチ会を開催

します。第４回目の今回は、旧三井財閥当主の別邸で

もあった大磯城山公園です。季節ごとに違った表情を

みせる植栽と茶室、ゆったりとした時間をお楽しみくださ

い。

10：00～15：00　（10時に大磯城山公園「であいの広場」集合）

渡辺　望

2,000円

25名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

雨天順延雨天順延

鎌倉文学館スケッチ会の様子
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宮の前崇善小

ラスカ
平塚駅北口

八幡山の洋館

蔵まえギャラリー

藤沢小学校

トレアージュ白旗
ショッピングセンター

藤沢橋

藤沢本町駅

藤沢駅

遊行寺

緑ヶ丘バス停

理髪店

旧モーガン邸

グリーンヒル湘南

藤沢市民会館

イトーヨーカドー

小田急

藤沢駅

旧後藤医院

グリーンハウス スポーツアリーナ
教育センター

善行駅東口

高校
県立体育センター

盛岩寺
バス停
「盛岩寺前」

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

旧後藤医院
藤沢市鵠沼橋1-14-7

JR藤沢駅南口より徒歩６分

10｜1｜水｜国登録有形文化財―旧後藤医院
で聴くピアノ演奏会
建物内部の応接間に創建当時からあった故後藤秀兵

院長愛用のピアノによるミニコンサートを午前、午後の

二回に分け開催します。同時に特徴ある建物の内部や

昔の応接セットなどをご案内、説明いたします。

第一部　11：00～　第二部14：00～

旧後藤医院(現・鵠沼橘市民の家)

無料

各回２０名程度

当日直接会場にお越しください。

tel：090-9836-5157　（北村）

鵠沼の緑と景観を守る会　

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

グリーンハウス

博物館入口とキャンパス

遊行寺

（藤沢市西富1-8-1、地図左下）

ライトアップ（稲元屋）

熊澤茂吉氏

吊るしかざり 吊るしかざり

墨跡展示風景 会場風景

古道に残る鶴嶋天神社

9｜21｜日｜・10｜19｜日｜

11｜16｜日｜

発見されたステンドグラス展　

旧モーガン邸は平成7年5月と平成8年1月の2回火災

に遭いました。瓦礫の片付けや焼損調査をしている時、

焼け残った物置からステンドグラスの建具が発見され

ました。戦前のものとみられるこれらのステンドグラス

は、モーガン邸で使われていたものではありませんが、

数年前に神奈川県建築士会スクランブル調査隊の協

力により、枠を付けそうじをしました。どこのどんな建物

に使われていたか想像しながらご覧ください。

11：00～15：00

旧モーガン邸　旧車庫（藤沢市大鋸1122）

無料

mail：ZUB11202@nifty.com

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

11｜8｜土｜旧モーガン邸で楽しむ藍染体験

毎年、蔵まえギャラリーから講師を招いて行なっている

藍染体験。初心者もリピーターも楽しめる内容となって

います。新しい技法を学んで染めを楽しみましょう。基

本の素材（ガーゼ生地）で染めた後、追加で染められ

る麻やシルクを用意します。

布が乾く間、モーガン邸庭園の散策でゆっくりお過ごし

ください。

10：30～14：30

旧モーガン邸庭園（藤沢市大鋸1122）

1,000円

30名（10：30の部15名、13：00の部15名）

mail：ZUB11202@nifty.com　fax：0466-25-2076

申込の際お名前と連絡先をお知らせください

NPO法人旧モーガン邸を守る会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜20｜土｜蔵まえ講座「登録文化財、桔梗屋の魅力を探る」

昨年、登録有形文化財となった「桔梗屋」は明治４４年

に建てられた店蔵と母屋、文久元年に建てられた文庫

蔵からなり、現役の洋紙問屋です。

建物周辺の散策と建物見学の後、蔵まえギャラリーに

て東海大学建築学科小沢朝江教授を講師に迎え、藤

沢宿の歴史にふれつつ、藤沢に唯一残る店蔵を中心

に建物の魅力を探ります。また、昼食を食べながら参加

者同士の交流ができるようにいたしました。

10：00～14：00 （9：45より受付）

蔵まえギャラリー（藤沢市藤沢630-1）

東海大学教授　小沢朝江氏

2,000円（昼食付き）

30名

蔵まえギャラリー　　tel・fax：0466-25-9909

mail：a_whto@ybb.ne.jp（9月1日から先着順）

湘南藤沢文化ネットワーク　

時　　間

集合場所

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜4｜土｜湘南ふじさわ歴史文化めぐり第１６回

～旧藤沢宿 まちなかアートめぐり～

「藤沢今昔まちなかアートめぐり2014」は旧藤沢宿地

区で10月中の各週末に開催します。この会期中に行う

日時限定の建物や国内外のアート作品のライトアップ

に合わせた会場めぐりのツアーです。

現在進行形アートによる歴史的建造物などの保全活

用の取組みを是非、ご覧ください。　　　　

17：30～19：30 （17：15より受付）

時宗総本山遊行寺大銀杏付近

500円(保険代・資料代)

30名

tel：0466-36-7228　（9月20日から先着順）

mail : fsmuse0911@yahoo.co.jp (伊東)

湘南藤沢文化ネットワーク

藤沢今昔まちなかアート実行委員会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜3｜金｜～｜5｜日｜盛岩寺薬師堂昭和文化館
吊るしかざりと無庵で呈茶（無料）

関東大震災の翌年再建された旧商家の店舗兼居間

は昭和初期遊行通りから御所見村に移築された。今、

大正商家そのままに重厚な梁や建具、引き戸ガラス戸

千本格子猫間障子はそのままに盛岩寺境内に再移築

され、昭和文化館として開設された。この度茅ヶ崎市社

会福祉吊るしかざり会による展示とお抹茶を楽しむ。

10：00～15：00

盛岩寺（藤沢市打戻1119）

無料

tel：0466-48-5653 fax：0466-47-0633

mail : seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

茅ヶ崎市社会福祉吊るしかざり会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜2｜日｜～｜4｜火｜盛岩寺薬師堂昭和文化館
墨跡風入れ展と無庵で呈茶（無料）

昭和文化館は、築90年を経た旧商家の古建築です。

遊行通りにあった商家の店舗兼住居が昭和初期御所

見村に移築され、近年盛岩寺に再移築され『昭和文化

館』として開設し、日頃様々な行事を行っています。こ

の度盛岩寺什物の掛け軸を風入れのため展示し、合

わせて茶室無庵にてお抹茶をたのしみます。

10：00～16：00

盛岩寺（藤沢市打戻1119）

無料

tel：0466-48-5653 fax：0466-47-0633

mail : seiganji@theia.ocn.ne.jp

盛岩寺昭和文化館

盛岩寺緑風会

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

協　　力

11｜1｜土｜～｜2｜日｜八幡山の洋館 ―秋のばらフェスタ―

八幡山の洋館は、2009年4月に八幡山公園に解体移

築されて生れかわり、国の登録有形文化財に指定され

ました。大きな楠やヒマラヤ杉、バラの花園に囲まれた、

緑の屋根・ピンクの壁の英国風の洋館です。

春と秋の毎年2回、洋館と庭園のばらに親しんでいた

だく 「ばらフェスタ」を開催しています。

期間中は「ばらカフェ」も開設。色とりどりのばらに囲ま

れた明治時代の木造洋館で、つぼみティーとクッキー

の優雅な午後をお楽しみください。

“秋のばらフェスタ・コンサート～歌曲集「冬の旅〈全曲〉」”

バリトン：勝部 太　ピアノ：鈴木 千帆

14：00開演（13：30開場）　チケット3,000円  定員60名

10：30-12：00　ばらのお話（横浜ばら会理事 今井 宣代氏）

12：30～ばらの花のお持ち帰り

13：30～ばらと小花のアレンジメント作り

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

tel・fax：0463-35-7114

八幡山の洋館（指定管理者旧横浜ゴム平塚製造所記念館運営管理共同事業体）

平塚市教育委員会

1日（土）

2日(日)

会　　場

申込み

主　　催

共　　催

9｜27｜土｜「旧藤澤カントリー倶楽部」を訪ねて～そのⅡ
博物館（日本大学生物資源科学部）見学と古道を歩く
旧藤澤カントリーゴルフコース跡地の西側インコースを

訪ねます。相模原台地の丘陵に広がるコースは関東一

の眺望を誇り、自然に恵まれ歴史を辿る古道が八王子

方面に続いていました。近年は、住宅地になる一方文

教地区に変貌しています。その一つ日本大学生物資

源科学部のキャンパスと博物館を見学して、古道を訪

ねながらグリーンハウスまで歩きます。食堂で昼食後、

コースとクラブハウスの映像を楽しみ下さい。

9：00～14：00 （行程　約5㎞）

小田急江ノ島線 六会日大前駅 改札出口西側

500円（昼食は食堂あり、また各自持参も可）

30人（申込先着順）

申込締切9月22日　fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田あて)

善行雑学大学

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

遊行寺
藤沢駅北口より徒歩15分

11｜15｜土｜グリーンハウス物語・第16話
講演会　＆　秋のコンサート
｢グリーンハウス｣は、高名な建築家アントニン・レーモン

ドの設計で昭和７（1932）年に旧藤澤カントリー倶楽部

のクラブハウスとしてゴルフ場と共に建設された南欧

風の82年を経た歴史的建造物です。その保存と利活

用は喫緊の課題です。今回は、熊澤酒造(株)代表取締

役の熊沢茂吉氏にお話を伺います。鎌倉山にあった菅

原通済邸や常陸山文庫の建物を自社敷地内に移築

するなど、数々の歴史的建造物を活かして利用された

実践と造詣が深く、これからの指針になる興味あるお

話しを伺います。お馴染みのコンサートもお楽しみに。

14：30～17：30　　（14時受付開始）

14：30～「館内見学ツアー」

15：10～講演会　講師　熊澤　茂吉氏（六代目蔵元）

　　　　　　「その魅力を活かして使う　歴史的建造物」

16：30～「コンサート」出演：アンサンブル・アモーレ

県立体育センター内　「グリーンハウス」

無料　(ご希望の方に資料を頒布します)

100名

申込締切11月8日　fax：0466-82-0517

mail：hidemiyata@nifty.com (宮田あて)

善行雑学大学

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122

JR藤沢駅北口バスターミナル5番

蔵まえギャラリー
JR藤沢駅北口より徒歩6分

グリーンハウス
県立体育センター内

藤沢市善行７-１-２

小田急江ノ島線 「善行」 駅下車

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

藍染体験会

旧モーガン邸中門

ステンドグラス

桔梗屋

蔵まえギャラリー

八幡山の洋館HP　http://hiratsuka-yokan1906.jp/

小津部屋

11｜3｜祝・月｜登録有形文化財 茅ヶ崎館で観賞する 
小津安二郎監督 作品「秋刀魚の味」
2009年に国の登録有形文化財に指定された茅ヶ崎館

は、小津監督をはじめ今現在でも多くの映画関係者に

利用されています。館内は明治・大正・昭和の時代を

感じさせる造りになっており、上映場所は48畳の広間で

す。名作を観た後は、茅ヶ崎らしい庭園を眺めながら、

小津研究者の中澤千磨夫氏と五代目館主森のトーク

ショーを行い、館内見学もございます。是非この機会に

訪れてみてはいかがでしょうか。

13：30開場　14：00開演

茅ヶ崎館　大広間

1,500円（ワンドリンク付）

60名（未就学児の入場・同伴はご遠慮下さい）

茅ヶ崎館内 茅ヶ崎の文化景観を育む会事務局

tel・fax：0467-98-1630

mail：info@chigasakikan.co.jp

茅ヶ崎の文化景観を育む会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

茅ヶ崎館
茅ヶ崎市中海岸３-８-５

JR東海道線茅ヶ崎駅(南口)下車

徒歩２０分 / タクシー３分

コミュニティバス「えぼし号」

サザン通中央７　下車徒歩３分

大磯・平塚・茅ヶ崎・藤沢 藤沢

盛岩寺昭和文化館
湘南台駅西口又はＪＲ辻堂駅

北口から慶応大学行きバス、

終点慶応大学からコミュニテー

バスふじみ号で 「盛岩寺前」

下車すぐ前 （ふじみ号は本数

が少ないので時刻を事前に確

認して下さい） またＪＲ辻堂駅

北口から綾瀬車庫行き 「堂の

前」 下車徒歩３分。 （P あり）

10｜4｜土｜予備日11｜土｜湘南邸園スケッチ会
「大磯旧三井邸・城山公園」
湘南の邸園を順次訪ねる水彩画のスケッチ会を開催

します。第４回目の今回は、旧三井財閥当主の別邸で

もあった大磯城山公園です。季節ごとに違った表情を

みせる植栽と茶室、ゆったりとした時間をお楽しみくださ

い。

10：00～15：00　（10時に大磯城山公園「であいの広場」集合）

渡辺　望

2,000円

25名

tel・fax：0465-22-2834

小田原邸園交流館 清閑亭   

ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団

小田原邸園文化ネットワーク

時　　間

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

雨天順延雨天順延

鎌倉文学館スケッチ会の様子
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御成小

旧安保医院

旧図書館

鎌倉風致保存会
事務所

［集合場所］
鎌倉駅西口
時計台広場

鎌倉駅東口

鎌倉郵便局

妙本寺

銀の鈴社

鶴岡八幡宮

横浜国大附属
鎌倉小学校

鎌倉駅東口

大学前
バス停

浄智寺 建長寺

明月院

北鎌倉駅

円覚寺

明月荘

11｜1｜土｜～11｜火｜第15回 鎌倉に咲く万葉野の花水彩画展

野の花画家・阿見みどり（鎌倉在住）が描く鎌倉に咲く

野の花々や万葉集に詠われた花の画を、その万葉歌

と共に展示します。

古民家ギャラリーで、日本の古典文化と自然の優しさ

に触れるひとときをお楽しみください。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）・地図、右下

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜29｜土｜～12｜14｜日｜「ポエムを語ろう」展

古都鎌倉の古民家ギャラリーで、ポエム（詩）の世界を

楽しみませんか。全国各地で活躍する詩人たちによる

アンソロジーを、子どもから大人まで、鑑賞した感想と併

せて展示発表します。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）・地図、右下

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

10｜18｜土｜第12回 かまくら学府定例会

14：00～【新田義貞軍勢の鎌倉突入ルート】に関する

仮説として、国枝伸一氏が「自己流鎌倉歴史研究」と

して考えているものを、発表していただきます。

人が営みをつづる文化・歴史、鎌倉時代の武士たちの

人間模様に切り込む国枝氏の考察を聞き参加者全員

で感想を交わします。

15：00～質疑応答と交流を目的としたフリートーク

14：00～16：00

妙本寺・地図、右

500円

50名（申込締切：10月12日）

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

11｜15｜土｜第13回 かまくら学府定例会

14：00～関東学院大学文学部比較文化学科教授の

大越公平氏による【民俗学から考える鎌倉（仮題）】を

お話していただきます。

15：00～質疑応答と交流を目的としたフリートーク

14：00～16：00

妙本寺・地図、右上

500円

50名（申込締切：11月9日）

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

12｜20｜土｜第14回 かまくら学府定例会

鎌倉文学館館長と芥川賞作家が熱く語る対談です。

川端康成や大佛次郎らが通った、1934年創業の老舗

の中華料理店で開催します。

14：00～　対談

富岡幸一郎氏　　関東学院大学教授、鎌倉文学館館長

藤沢周氏　法政大学教授、芥川賞作家

15：00～質疑応答と交流会

14：00～16：00

二楽荘　（鎌倉駅から小町通りで3分）

6,000円（お食事と飲み物付き）

50名（申込締切：12月5日）

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

9｜27｜土｜吉川久子さんのフルート野外コンサート

ソリストとして、クラッシックは勿論幅広い楽曲を優雅に

親しみやすく奏でるフルート奏者として知られ、「マタニ

ティコンサート」の草分け的存在。ＣＤアルバムも多数発

売され、内外の演奏家、楽団との共演・公演も数え切

れません。2013年7月1日より採用のＪＲ鎌倉駅発車メ

ロディーの童謡「鎌倉」は吉川さんの演奏です。

野外コンサートではオリジナル曲に加え、月の曲を選ん

で演奏してくださいます。秋色に染まりゆく明月荘のたた

ずまいの中でフルートの澄んだ音色をお楽しみ下さい。

演奏会後、ご希望の方には抹茶を差し上げます。（別途500円）

16：00～18：00

北鎌倉明月荘

フルート・吉川久子氏、ステージサポート・種田博之氏

3,000円（当日お支払下さい）

50名（申込先着順）

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

演奏者

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜18｜土｜野外コンサート 木と石の響き 
ディジュリドゥはオーストラリア原住民の象の鼻のよう独

特な形をした木管楽器です。ミュージシャンのＫＮＯＢさ

んとディジュリドゥの出合いは25歳の時。ショックを受け

たと回想されていますが、以後神社仏閣への奉納演奏

をはじめ、様々な場所と人々をとらえて、空洞の木の音

によってもたらされる響きの本質を発信し続けています。

明月荘の深まりゆく秋のたたずまいとディジュリドゥのコ

ラボをお楽しみください。

演奏会後、ご希望の方には抹茶を差し上げます。（別途500円）

14：00～16：00

北鎌倉明月荘

ディジュリドゥ、石笛　ＫＮＯＢ

3,000円（当日お支払下さい）

50名（申込先着順）

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

演奏者

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜8｜土｜明月荘を語る―木造建築の魅力と未来―
木造建築の当代における第一人者・東京大学名誉教

授内田祥哉先生に、明月荘をテキストにしながらその

特徴に触れていただいた上で、広く木造建築の魅力と

その未来について語っていただきます。

講演会後、荘内をご案内いたします。また、ご希望の方

には抹茶を差し上げます。（別途500円）

13：30～15：30

北鎌倉明月荘

東京大学名誉教授・内田祥哉氏

3,000円（当日お支払下さい）

50名（申込先着順）

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

講　　師

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜18｜土｜鎌倉の近代建築遺産を
訪ね歩き、保全活用を話し合う
保全活用が問題になっている鎌倉市立御成小学校の

正門（冠木門）、御成小学校の趣ある校地と講堂（昭

和８年築）、そして隣接する旧町立図書館（昭和11年

築）を視察する。その後、鎌倉の近代遺産を訪ね歩き、

現在の鎌倉風致保存会事務所に到る。その２階会議

室において、鎌倉の近代建築遺産の保全活用につい

て、話し合いをする。

＜見学コース＞　　鎌倉駅西口時計台広場（集合）→

旧安保医院→御成小学校→旧鎌倉町図書館→Ｋ邸

→旧Ｓ邸（鎌倉風致保存会事務所）

13：30 鎌倉駅西口時計台広場集合　～16：30

500円（資料代）

15名（申込先着順）

申込は9/1以後に、鎌倉風致保存会宛

「10・18催し参加希望」と記載・往復はがきにて

〒248-0011鎌倉市扇ガ谷4-29-1　鎌倉風致保存会

tel：0467-23-6621 

（上記不通の場合、090-4417-5481（福澤））

御成小「講堂」の保全活用をめざす会

鎌倉の世界遺産登録をめざす市民の会

公益財団法人　鎌倉風致保存会

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

妙本寺
鎌倉駅東口より徒歩8分

鎌倉駅東口より徒歩15分

鶴岡八幡宮より徒歩5分

バス停「大学前」下車1分
鎌倉市雪ノ下3-8-33
tel：0467-61-1930
fax：0467-61-1931
http://www.ginsuzu.com
水曜定休

銀の鈴ギャラリー&サロン

北鎌倉駅より徒歩17分
北鎌倉明月荘

内田祥哉

KNOB

秋の玄関へのアプローチ

母屋広間

三畳台目茶室にじり口

お月見野外コンサート風景

11｜22｜土｜・23｜日｜

11｜22｜SAT｜・23｜SUN｜A chance to be photographed in an elegant kimono 
at a quaint Showa-era residence
Professional kimono dressers will help you put on a long-sleeved kimono (formal kimono for a 

young woman) or a haori and hakama in the case of men. You can be photographed in the 

Japanese-style tatami room and in the vast garden amidst the birdsong. You can bring your 

own kimono with you if you wish, but it isn't necessary as we will provide everything you need, 

including the kimono, belts, tabi (socks) and other accessories, at no extra charge. Please note 

that you will have to bring and apply your own makeup. A professional photographer will be 

available for an extra charge. Please wear a slip-on type dress on the day.

This event will be held through the Kita Kamakura Meigetsu-so Public-Private Partnership Agreement.

Time: 11:00 to 15:00　/　Dressing Times: 4 sessions (11:00, 12:00, 13:00, 14:00)

Venue: Meigetsu-so, Kita Kamakura

Dressers: Ms. Keiko Watanabe and her partners from Sodoreiho Kimono College

Donation: 6,000 yen per person (to be collected at reception on the day)

Fixed Number: Seven people for each dressing time (chosen in order of application)

Applications to: Kanagawa Culture Keepers tel・fax： 045-335-7411　mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

Please indicate your name, email address, and phone number. Please specify your desired dressing time.

Hosts: Kanagawa Culture Keepers & Kita Kamakura Meigetsu-so no Kai,

Co-host: Kamakura Teien Bunka Creation, Supported by the City of Kamakura

昭和レトロな住空間で振袖を着て写真を撮ろう
着付のプロ集団に振袖（男性は羽織袴）を着せてもら

い、座敷、鳥のさえずりが聞こえる庭園で自由に写真を

撮って明月荘を満喫していただきます。ご自分の着物を

持ってきていただいても勿論構いませんが、何も持って

いない場合は全て用意いたします。化粧はしてきてくだ

さい。プロの写真家も待機しますが有料です。洋服は容

易に着脱できるものでお越しください。

　　講師：装道礼法きもの学院・渡邉恵子氏他

　　着付時間：11：00、12：00、13：00、14：00の4回

11：00～15：00

北鎌倉明月荘

6,000円（当日お支払下さい）

各着付時間ごとに7名まで（申込先着順）

氏名、Eメールアドレス、℡番号を記入してください。

着付希望時間を必ず明記してお申込み下さい。

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催 put on a kimono Ms. Keiko Watanabe

1960年代の明月荘

吉川久子

10｜25｜土｜夏目漱石『こころ』の舞台を歩く
ー材木座の別荘地時代
夏目漱石は明治３０年夏におよそ１月を材木座にすごし

ている。この時の経験が後に「こころ」の冒頭、先生とわ

たしの出会いの場として描かれたと考えられる。明治

末から大正初にかけて夏の材木座は文化の尖端であ

った可能性もある。明治～大正の記憶をたどりながら

材木座地区をゆっくり歩いてみたい。

＜コース＞材木座九品寺前集合→旧河内屋→材木座の

別荘地跡の見学→光明寺→閻魔堂跡→旧モリソン邸跡

10：00～13：30（材木座で解散予定）

10：00　材木座九品寺前集合（鎌倉駅前より循

環バスが10分間隔で出ています。九品寺前下車）

島本千也（地理・地域研究者）

2,500円（軽食含む）当日徴収いたします。

25名（申込先着順）

tel・fax：0466-34-7100（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

鎌倉の別荘地時代研究会 

時　　間

集合場所

案　　内

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催
旧河内屋

鎌倉風致保存会事務所

御成小学校
講堂

阿見みどり 画

銀の鈴ギャラリー＆サロン

妙本寺散華絵はがき
「万葉御葩（まんようおはな）」

内田麟太郎詩集
「まぜごはん」より
長野ヒデ子 絵

北鎌倉明月荘での催しは、「北

鎌倉明月荘県民協働事業協

定」に基づき行われます。

明月荘は、昭和21年建造の

実業家・Ｉ氏の旧宅。敷地約

15000㎡の中に約２４０㎡の母

屋、離れの茶室、2600㎡の日

本庭園、さらに周辺に樹木林

と大竹林を有します。

［集合場所］鎌倉駅西口時計台広場
鎌倉駅西口すぐ

11｜15｜土｜鎌倉別荘建築の至宝-旧山本条太郎邸
長谷桑ケ谷に敷地5000坪の構え、関東大震災にも揺

るぎなく100年近い建物、壮麗さに圧倒される鎌倉の

本格的別荘建築。　戦前の政財界の大物、茶人・山本

条太郎邸（現鎌倉霊源閣）。普段非公開を本文化祭

上特別公開。研究者による解説、琵琶演奏、花結ア－ト

を展示し彩ります。心ゆたかな晩秋をご堪能ください。

解説　別荘文化研究家・島本千也、建築家・小沢朝江

演奏　薩摩琵琶演奏家・坂麗水

作品展示　花むすび作家・倉田生子

13：30～16：00

旧山本条太郎邸

3.000円

50名（申込先着順、申込締切11月5日）

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp　（稲田）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp　（島本）

tel・fax：0467-32-1650　（稲田）

tel・fax：0466-34-7100　（島本）

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

参加費

定　　員

申込み

主　　催

共　　催

坂麗水島本千也

小沢朝江

花むすび

旧山本条太郎別荘内部

鎌倉 鎌倉
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御成小

旧安保医院

旧図書館

鎌倉風致保存会
事務所

［集合場所］
鎌倉駅西口
時計台広場

鎌倉駅東口

鎌倉郵便局

妙本寺

銀の鈴社

鶴岡八幡宮

横浜国大附属
鎌倉小学校

鎌倉駅東口

大学前
バス停

浄智寺 建長寺

明月院

北鎌倉駅

円覚寺

明月荘

11｜1｜土｜～11｜火｜第15回 鎌倉に咲く万葉野の花水彩画展

野の花画家・阿見みどり（鎌倉在住）が描く鎌倉に咲く

野の花々や万葉集に詠われた花の画を、その万葉歌

と共に展示します。

古民家ギャラリーで、日本の古典文化と自然の優しさ

に触れるひとときをお楽しみください。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）・地図、右下

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

11｜29｜土｜～12｜14｜日｜「ポエムを語ろう」展

古都鎌倉の古民家ギャラリーで、ポエム（詩）の世界を

楽しみませんか。全国各地で活躍する詩人たちによる

アンソロジーを、子どもから大人まで、鑑賞した感想と併

せて展示発表します。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）・地図、右下

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

お問合せ

主　　催

10｜18｜土｜第12回 かまくら学府定例会

14：00～【新田義貞軍勢の鎌倉突入ルート】に関する

仮説として、国枝伸一氏が「自己流鎌倉歴史研究」と

して考えているものを、発表していただきます。

人が営みをつづる文化・歴史、鎌倉時代の武士たちの

人間模様に切り込む国枝氏の考察を聞き参加者全員

で感想を交わします。

15：00～質疑応答と交流を目的としたフリートーク

14：00～16：00

妙本寺・地図、右

500円

50名（申込締切：10月12日）

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

11｜15｜土｜第13回 かまくら学府定例会

14：00～関東学院大学文学部比較文化学科教授の

大越公平氏による【民俗学から考える鎌倉（仮題）】を

お話していただきます。

15：00～質疑応答と交流を目的としたフリートーク

14：00～16：00

妙本寺・地図、右上

500円

50名（申込締切：11月9日）

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

12｜20｜土｜第14回 かまくら学府定例会

鎌倉文学館館長と芥川賞作家が熱く語る対談です。

川端康成や大佛次郎らが通った、1934年創業の老舗

の中華料理店で開催します。

14：00～　対談

富岡幸一郎氏　　関東学院大学教授、鎌倉文学館館長

藤沢周氏　法政大学教授、芥川賞作家

15：00～質疑応答と交流会

14：00～16：00

二楽荘　（鎌倉駅から小町通りで3分）

6,000円（お食事と飲み物付き）

50名（申込締切：12月5日）

tel：0467-61-1930（水曜定休）

アート＆ブックス銀の鈴社

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

9｜27｜土｜吉川久子さんのフルート野外コンサート

ソリストとして、クラッシックは勿論幅広い楽曲を優雅に

親しみやすく奏でるフルート奏者として知られ、「マタニ

ティコンサート」の草分け的存在。ＣＤアルバムも多数発

売され、内外の演奏家、楽団との共演・公演も数え切

れません。2013年7月1日より採用のＪＲ鎌倉駅発車メ

ロディーの童謡「鎌倉」は吉川さんの演奏です。

野外コンサートではオリジナル曲に加え、月の曲を選ん

で演奏してくださいます。秋色に染まりゆく明月荘のたた

ずまいの中でフルートの澄んだ音色をお楽しみ下さい。

演奏会後、ご希望の方には抹茶を差し上げます。（別途500円）

16：00～18：00

北鎌倉明月荘

フルート・吉川久子氏、ステージサポート・種田博之氏

3,000円（当日お支払下さい）

50名（申込先着順）

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

演奏者

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜18｜土｜野外コンサート 木と石の響き 
ディジュリドゥはオーストラリア原住民の象の鼻のよう独

特な形をした木管楽器です。ミュージシャンのＫＮＯＢさ

んとディジュリドゥの出合いは25歳の時。ショックを受け

たと回想されていますが、以後神社仏閣への奉納演奏

をはじめ、様々な場所と人々をとらえて、空洞の木の音

によってもたらされる響きの本質を発信し続けています。

明月荘の深まりゆく秋のたたずまいとディジュリドゥのコ

ラボをお楽しみください。

演奏会後、ご希望の方には抹茶を差し上げます。（別途500円）

14：00～16：00

北鎌倉明月荘

ディジュリドゥ、石笛　ＫＮＯＢ

3,000円（当日お支払下さい）

50名（申込先着順）

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

演奏者

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

11｜8｜土｜明月荘を語る―木造建築の魅力と未来―
木造建築の当代における第一人者・東京大学名誉教

授内田祥哉先生に、明月荘をテキストにしながらその

特徴に触れていただいた上で、広く木造建築の魅力と

その未来について語っていただきます。

講演会後、荘内をご案内いたします。また、ご希望の方

には抹茶を差し上げます。（別途500円）

13：30～15：30

北鎌倉明月荘

東京大学名誉教授・内田祥哉氏

3,000円（当日お支払下さい）

50名（申込先着順）

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

講　　師

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

10｜18｜土｜鎌倉の近代建築遺産を
訪ね歩き、保全活用を話し合う
保全活用が問題になっている鎌倉市立御成小学校の

正門（冠木門）、御成小学校の趣ある校地と講堂（昭

和８年築）、そして隣接する旧町立図書館（昭和11年

築）を視察する。その後、鎌倉の近代遺産を訪ね歩き、

現在の鎌倉風致保存会事務所に到る。その２階会議

室において、鎌倉の近代建築遺産の保全活用につい

て、話し合いをする。

＜見学コース＞　　鎌倉駅西口時計台広場（集合）→

旧安保医院→御成小学校→旧鎌倉町図書館→Ｋ邸

→旧Ｓ邸（鎌倉風致保存会事務所）

13：30 鎌倉駅西口時計台広場集合　～16：30

500円（資料代）

15名（申込先着順）

申込は9/1以後に、鎌倉風致保存会宛

「10・18催し参加希望」と記載・往復はがきにて

〒248-0011鎌倉市扇ガ谷4-29-1　鎌倉風致保存会

tel：0467-23-6621 

（上記不通の場合、090-4417-5481（福澤））

御成小「講堂」の保全活用をめざす会

鎌倉の世界遺産登録をめざす市民の会

公益財団法人　鎌倉風致保存会

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

妙本寺
鎌倉駅東口より徒歩8分

鎌倉駅東口より徒歩15分

鶴岡八幡宮より徒歩5分

バス停「大学前」下車1分
鎌倉市雪ノ下3-8-33
tel：0467-61-1930
fax：0467-61-1931
http://www.ginsuzu.com
水曜定休

銀の鈴ギャラリー&サロン

北鎌倉駅より徒歩17分
北鎌倉明月荘

内田祥哉

KNOB

秋の玄関へのアプローチ

母屋広間

三畳台目茶室にじり口

お月見野外コンサート風景

11｜22｜土｜・23｜日｜

11｜22｜SAT｜・23｜SUN｜A chance to be photographed in an elegant kimono 
at a quaint Showa-era residence
Professional kimono dressers will help you put on a long-sleeved kimono (formal kimono for a 

young woman) or a haori and hakama in the case of men. You can be photographed in the 

Japanese-style tatami room and in the vast garden amidst the birdsong. You can bring your 

own kimono with you if you wish, but it isn't necessary as we will provide everything you need, 

including the kimono, belts, tabi (socks) and other accessories, at no extra charge. Please note 

that you will have to bring and apply your own makeup. A professional photographer will be 

available for an extra charge. Please wear a slip-on type dress on the day.

This event will be held through the Kita Kamakura Meigetsu-so Public-Private Partnership Agreement.

Time: 11:00 to 15:00　/　Dressing Times: 4 sessions (11:00, 12:00, 13:00, 14:00)

Venue: Meigetsu-so, Kita Kamakura

Dressers: Ms. Keiko Watanabe and her partners from Sodoreiho Kimono College

Donation: 6,000 yen per person (to be collected at reception on the day)

Fixed Number: Seven people for each dressing time (chosen in order of application)

Applications to: Kanagawa Culture Keepers tel・fax： 045-335-7411　mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

Please indicate your name, email address, and phone number. Please specify your desired dressing time.

Hosts: Kanagawa Culture Keepers & Kita Kamakura Meigetsu-so no Kai,

Co-host: Kamakura Teien Bunka Creation, Supported by the City of Kamakura

昭和レトロな住空間で振袖を着て写真を撮ろう
着付のプロ集団に振袖（男性は羽織袴）を着せてもら

い、座敷、鳥のさえずりが聞こえる庭園で自由に写真を

撮って明月荘を満喫していただきます。ご自分の着物を

持ってきていただいても勿論構いませんが、何も持って

いない場合は全て用意いたします。化粧はしてきてくだ

さい。プロの写真家も待機しますが有料です。洋服は容

易に着脱できるものでお越しください。

　　講師：装道礼法きもの学院・渡邉恵子氏他

　　着付時間：11：00、12：00、13：00、14：00の4回

11：00～15：00

北鎌倉明月荘

6,000円（当日お支払下さい）

各着付時間ごとに7名まで（申込先着順）

氏名、Eメールアドレス、℡番号を記入してください。

着付希望時間を必ず明記してお申込み下さい。

神奈川まちづかい塾　tel・fax：０４５-３３５-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

神奈川まちづかい塾、北鎌倉明月荘の会

鎌倉邸園文化クリエイション、後　援　鎌倉市

時　　間

会　　場

協賛寄付金

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催 put on a kimono Ms. Keiko Watanabe

1960年代の明月荘

吉川久子

10｜25｜土｜夏目漱石『こころ』の舞台を歩く
ー材木座の別荘地時代
夏目漱石は明治３０年夏におよそ１月を材木座にすごし

ている。この時の経験が後に「こころ」の冒頭、先生とわ

たしの出会いの場として描かれたと考えられる。明治

末から大正初にかけて夏の材木座は文化の尖端であ

った可能性もある。明治～大正の記憶をたどりながら

材木座地区をゆっくり歩いてみたい。

＜コース＞材木座九品寺前集合→旧河内屋→材木座の

別荘地跡の見学→光明寺→閻魔堂跡→旧モリソン邸跡

10：00～13：30（材木座で解散予定）

10：00　材木座九品寺前集合（鎌倉駅前より循

環バスが10分間隔で出ています。九品寺前下車）

島本千也（地理・地域研究者）

2,500円（軽食含む）当日徴収いたします。

25名（申込先着順）

tel・fax：0466-34-7100（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

鎌倉の別荘地時代研究会 

時　　間

集合場所

案　　内

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催
旧河内屋

鎌倉風致保存会事務所

御成小学校
講堂

阿見みどり 画

銀の鈴ギャラリー＆サロン

妙本寺散華絵はがき
「万葉御葩（まんようおはな）」

内田麟太郎詩集
「まぜごはん」より
長野ヒデ子 絵

北鎌倉明月荘での催しは、「北

鎌倉明月荘県民協働事業協

定」に基づき行われます。

明月荘は、昭和21年建造の

実業家・Ｉ氏の旧宅。敷地約

15000㎡の中に約２４０㎡の母

屋、離れの茶室、2600㎡の日

本庭園、さらに周辺に樹木林

と大竹林を有します。

［集合場所］鎌倉駅西口時計台広場
鎌倉駅西口すぐ

11｜15｜土｜鎌倉別荘建築の至宝-旧山本条太郎邸
長谷桑ケ谷に敷地5000坪の構え、関東大震災にも揺

るぎなく100年近い建物、壮麗さに圧倒される鎌倉の

本格的別荘建築。　戦前の政財界の大物、茶人・山本

条太郎邸（現鎌倉霊源閣）。普段非公開を本文化祭

上特別公開。研究者による解説、琵琶演奏、花結ア－ト

を展示し彩ります。心ゆたかな晩秋をご堪能ください。

解説　別荘文化研究家・島本千也、建築家・小沢朝江

演奏　薩摩琵琶演奏家・坂麗水

作品展示　花むすび作家・倉田生子

13：30～16：00

旧山本条太郎邸

3.000円

50名（申込先着順、申込締切11月5日）

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp　（稲田）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp　（島本）

tel・fax：0467-32-1650　（稲田）

tel・fax：0466-34-7100　（島本）

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

参加費

定　　員

申込み

主　　催

共　　催

坂麗水島本千也

小沢朝江

花むすび

旧山本条太郎別荘内部

鎌倉 鎌倉
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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

バス停 「真名瀬」

バス停 「芝崎」

熊野神社

旧宮城道雄別荘207

県立近代美術館
葉山館

葉山しおさい公園
しおさい博物館

一色海岸 バス停
「一色海岸
　しおさい公園前」

207

万代会館

津久井浜駅

津久井浜

京
急

久
里

浜
線

県立近代美術館
葉山館

しおさい公園

一色海岸

バス停「三ヶ丘」

プレーゴ葉山

しおさい博物館

山口蓬春記念館

207

バス停
「旧役場前」

134

古家1681

一色会館

バス停「切通し下」

集合場所

207

134

↑至逗子

旧藤瀬・脇村邸横光利一

川崎智子

11｜22｜土｜

11｜3｜祝・月｜しおさい公園　琴のしらべ

かつて御用邸内であった由緒ある庭園の葉山町しおさ

い公園。毎年11月3日は葉山町により無料開放日とな

る日です。琴の演奏は、葉山と鎌倉で琴を学ぶ琴アカ

デミー馬場信子教室のメンバー。美しい日本庭園で伝

統のしらべをお楽しみ下さい。

※駐車場の台数に限りがありますので、お越しの際は

　 公共交通機関を御利用下さい。

11｜9｜日｜旧東伏見宮別邸サロンコンサート
葉山の代表的別邸でピアノの名曲を楽しむ
旧東伏見宮別邸は御用邸の次に建てられた葉山の代

表的宮廷建築で、創建以来今年で１００年を迎えます。

緑の屋根と白のドイツ下見板のコントラスト、展望室ま

である堂々とした風格、広いベランダと階段そして優

雅な応接間はサロンコンサート場として最高です。

そこで、葉山在住の川崎智子さんによるピアノの名曲

をお楽しみ下さい。ささやかなパーテイも用意しました。

11｜22｜土｜～23｜祝・日｜

11｜1｜土｜
「雨の念佛荘」サロンコンサート
～宮城道雄名曲のしらべ～
葉山の景勝地、真名瀬の海岸から三ケ岡山の山麓に

向かった高台に、建物全体が茶室づくりという凝った造

りの旧宮城道雄別荘があります。

普段は非公開ですが、湘南邸園文化祭に合わせて、

宮城道雄の名曲を箏曲宮城会の方々が演奏します。

曲目は『春の海』『荒城の月』『水の変態』『浜木綿』。

コンサート終了後は、建築家の解説による、建物の見学

会があります。

10｜4｜土｜横須賀の茅葺き民家　万代会館に集う
戦前戦後を通して経済界で活躍した万代順四郎は、青

山学院の理事長や校友会長として学院の復興に貢献

しました。「万代会館」は、順四郎とトミ夫人の別邸で、現

在は横須賀市に遺贈され、文化活動の場として活用さ

れています。楽しい一日をこの邸園でお過ごしください。

青山学院創立１４０周年記念講演もお楽しみに。

11：00～　青山学院創立１４０周年記念講演「万代順四郎と青山学院」

　　　　　　　　　講師：杉浦勢之（青山学院大学総合文化政策学部教授）

12：00～　 お抹茶席（県立津久井浜高校茶道部のみなさん）※２時終了

　　　　　　　昼食は各自お弁当や周辺食堂で（お弁当持込み可）

13：30～　寄席落語「うなぎの太鼓」：まじめ家金夢、

　　　　　　　　 お笑いマジック：アタチ稔、講釈噺「陸奥間違い」：三優亭右勝

10：00～15：30

建物案内あり　①10：15～

　　　　　　　　　　　　②15：00～

市立万代会館（駐車場はありません）

1,000円（一日チケットなので出入り自由です。お好き

なプログラムをお楽しみください。資料・お抹茶券付）

70名程度（先着順）

tel：090-4016-2265　（富澤）

横須賀建築探偵団

横須賀市教育委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

後　　援

時　　間

入館料

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

①10：30～11：30、②13：00～13：30、

③14：00～14：30　（変更の場合あり）

葉山しおさい公園内　①茶室、②③庭園（雨天茶室）

無料

馬場 信子、琴アカデミー会員

演奏について　tel： 0467-25-1234（琴アカデミー）

施設について　tel： 046-876-1140（しおさい公園）

琴アカデミー

葉山町、葉山町教育委員会、逗子葉山ライオンズクラブ

時　　間

会　　場

参加費

出　　演

お問合せ

主　催

後　援

13：00～16：00

逗子市役所

３０名（申込先着順）

1,000円

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

fax：046-875-1772 

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／逗子市教育委員会

時　　間

集合場所

定　　員

参加費

申込み

お問合せ

主　催

後　援

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

協　　力

13：30開演（13：00開場）

旧宮城道雄別荘（「雨の念佛荘」）

岩城弘子（箏）、多々良香保里（箏・胡弓）、武田旺山（尺八）

3,000円

40名（申込先着順）

tel：03‐3269‐0208　（宮城道雄記念館）

一般財団法人 宮城道雄記念館

箏曲宮城会

時　　間

会　　場

出演者

参加費

定　　員

申込み

主　　催

協　　賛

11｜9｜日｜葉山の古民家で打ちたて蕎麦と
旬の味覚を愛でる会
築85年の古民家で、打ち立ての新そばと旬の味覚を、

漆のお膳で味わっていただきます。

目の前でそばを打っている間には、ゆったりとくつろぎな

がら、古民家の心地よさを存分に感じていただければ

と思います。また、参加者の皆様にも、そば切りなどの

体験もしていただけます。そばにぴったりの新酒の純米

生酒もご用意してお待ちしております。

10：30～13：00

古家1681　（葉山町一色1681）

3,000円

12名

mail：coya1681@gmail.com　

tel：046-876-9170

ＮＰＯ法人葉山環境デザイン集団　

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜19｜日｜葉山の洋館めぐりツアー

御用邸に象徴されるように、葉山には戦前からの洗練

された生活文化の歴史があります。別荘として建てら

れ、貴重な存在となる昭和初期の洋館４棟を内外から

見学します。

葉山独特の環境にたつ建物と敷地特性を感じて下さい。

途中、旧宮家のサロンにてお茶菓子をお楽しみいただ

きます。

ツアー終了後、オプションで内部見学会実施します。料

金等、詳細は予約時にお問い合わせ下さい。

午前の部　9：30～12：00

午後の部　13：00～15：30

バス停　長柄橋

（JR逗子駅よりバス2番乗り場にて葉山方面行にご乗車ください）

2,500円　（茶菓子付）

各回２０名（申込先着順）

mail：hayamadesign@gmail.com

tel：046-875-8114

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

申込み＆

お問合せ

主　　催

14：30開演（14：００開場）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会葉山修道院内）

川崎智子（ピアノ）

3,000円

５０名（申込先着順）

mail：ｋatsuya.yamamoto@jcom.home.ne.ｊｐ　fax：046-875-1772

tel：０８０-５０９６-1385　（山本）

葉山東伏見宮別邸サロン

時　　間

会　　場

演　　奏

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜16｜日｜古絵葉書と地図で感じる
－近代葉山の風
2014年発刊の柳沢光二著『葉山にて』に載っている古

絵葉書、古写真をもとに現地を巡ります。昔の葉山を記

憶に残す戦前の絵はがきと同じポイントに立ち、葉山の

海沿いのまち歩きをします。旧別荘でお食事を頂き、町

内に残る旧別荘や往時の面影をしのび、長者園跡地

で解散となります。

９：３０（バス停「切通し下」そばのコンビニ集合)

15：00頃（バス停「長者ヶ崎」）解散

3,５００円（テキスト『葉山にて』・食事・ガイド・保険代）

２０名（申込先着順）

mail：nonakaya@jcom.home.ne.jp　（野中)

tel：090-2312-2257　（野中）

エコツーリズム葉山

時　　間

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

逗子の別荘邸園を散策し、横光利一・
中里恒子・多田祐計の描写した逗子を読む

逗子には、明治以来、近代日本文学の代表的文学者

達が居を構え、逗子を舞台にした多くの名作を産んで

きました。旧脇村邸の邸園を訊ねるとともに、横光利

一・中里恒子・多田祐計の逗子での足跡に思いを馳せ

つつ、彼らが描いた逗子の自然や風物を読み、改めて

逗子の魅力を味わいたいと思います。

昨年の演奏風景

旧宮城道雄別荘

葉山にて

葉山の洋館

旧宮城道雄別荘

JR逗子駅より　バス3番乗り場

「葉山一色（海岸まわり）」行きに乗車

バス停「真名瀬」下車

市立万代会館
横須賀市津久井2-15-33

京浜急行津久井浜駅より

徒歩5分

葉山しおさい公園
JR逗子駅より　バス３番乗り場 海岸

まわり「葉山」行きに乗車 バス停

「一色海岸しおさい公園前」下車

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

琴アカデミー

旧東伏見宮別邸

馬場信子

万代会館

茶の間画室　（撮影　芳地博之）

桔梗の間での呈茶会

山口蓬春記念館　呈茶会

山口蓬春夫人・春子氏がお茶事やおもてなしの際に

使っていた非公開の和室「桔梗の間」にて、武者小路

千家流に通じていた夫人を偲び呈茶会を開催いたし

ます。蓬春邸のたたずまいとともにお菓子とお抹茶をお

楽み下さい。（1席約２０分、学芸員の解説付）

※「茶の間」はご覧いただけませんのでご了承ください。

10｜4｜土｜～5｜日｜

旧山口蓬春邸の当時の庭園の様子や「桔梗の間」「茶

の間」などの建物について学芸員が解説付きでご案内

いたします。普段と一味違う山口蓬春記念館をお楽し

み下さい。

※雨天の場合は、建物のみのご案内になります。

※雨天の場合は、集合場所が２階座敷に変更になる　

　　場合がありますので受付でご確認ください。

山口蓬春記念館
JR逗子駅より　バス３番乗り場

海岸回り「葉山一色」行き乗車

バス停「三ヶ丘･神奈川県立近

代美術館前」下車　徒歩２分

URL http://www.hoshun.jp/

［集合場所］バス停「切通し下」そばのコンビニ
JR逗子駅より「葉山一色」行き

(海岸回り)に乗車

時　　間

休館日

入館料

会　　場

主　　催

8｜22｜金｜～10｜19｜日｜

山口蓬春記念館は、日本画家・山口蓬春が戦後を過

ごした邸宅であり、画室などの増改築を吉田五十八が

手がけました。画室竣工６０周年を記念した本展では、

別館を建替え公開するとともにこれまで非公開であっ

た五十八増改築部分を公開いたします。五十八が創

造した空間でいかなる名作が生み出されたかを展観

しながら蓬春と五十八の交流の軌跡を辿ります。

10：00～17：00（入館は16：30まで）

毎週月曜日（９/１５、１０/１３を除く）、９/1６、１０/１４

６００円　(高校生以下は無料)

団体・障害者・連携館100円割引有

山口蓬春記念館（tel：046-875-6094）

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生涯学習財団

12：00～15：30（最終席は各日とも15：00から）

※詳細につきましては当館Ｗｅｂをご覧ください。

山口蓬春記念館（tel:046-875-6094） 

1席1,000円（入館料を含む）

各席10名

2日前までにお電話にて①氏名②電話番号

③希望日・時間④人数を当館までご予約下さい。

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生涯学習財団

葉山町茶道連盟

旧山口蓬春邸外観
（撮影　松岡満男）

ＪＲ逗子駅よりバス２番乗り場 山手回り「長井」

行き乗車バス停「旧役場前」下車　徒歩５分

古家1681

寄席風景

①11：00～11：40　②15：00～15：40

６００円　(高校生以下は無料)

団体・障害者・連携館100円割引有

山口蓬春記念館（tel：046-875-6094）

無料（ただし、当日の入館券は別途必要）

①、②とも先着15名

開始10分前までに入館料をお支払いの上、

正門前にご集合下さい。

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生涯学習財団

山口蓬春記念館　邸園ツアー

山口蓬春生誕１２０周年記念展Ⅱ
山口蓬春と吉田五十八

長島邸古沢史水・樋渡蓬水

11｜1｜土｜文化財住宅で聴く「平家物語」

平家最後の嫡男六代御前の処刑が行われた御最期

川(別名､田越川)の畔､110余年の歴史を持つ登録有

形文化財長島孝一邸で“平家物語”を終段の｢六代斬

られ｣も含め､薩摩琵琶の名手樋渡蓬水、古沢史水両

氏の演奏で聴きます｡併せて､建物の説明と登録有形

文化財活用保存の意義について､建築家長島孝一氏

と語ります｡

14：00～16：30

長島孝一邸

樋渡蓬水、古沢史水

40名（申込先着順、申込締切10月25日）

3,000円（資料、茶菓代を含む）

fax：046-873-7786（長島）

NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

時　　間

会　　場

演奏者

定　　員

参加費

申込み

主　　催

逗子・葉山 葉山・横須賀
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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

バス停 「真名瀬」

バス停 「芝崎」

熊野神社

旧宮城道雄別荘207

県立近代美術館
葉山館

葉山しおさい公園
しおさい博物館

一色海岸 バス停
「一色海岸
　しおさい公園前」

207

万代会館

津久井浜駅

津久井浜

京
急

久
里

浜
線

県立近代美術館
葉山館

しおさい公園

一色海岸

バス停「三ヶ丘」

プレーゴ葉山

しおさい博物館

山口蓬春記念館

207

バス停
「旧役場前」

134

古家1681

一色会館

バス停「切通し下」

集合場所

207

134

↑至逗子

旧藤瀬・脇村邸横光利一

川崎智子

11｜22｜土｜

11｜3｜祝・月｜しおさい公園　琴のしらべ

かつて御用邸内であった由緒ある庭園の葉山町しおさ

い公園。毎年11月3日は葉山町により無料開放日とな

る日です。琴の演奏は、葉山と鎌倉で琴を学ぶ琴アカ

デミー馬場信子教室のメンバー。美しい日本庭園で伝

統のしらべをお楽しみ下さい。

※駐車場の台数に限りがありますので、お越しの際は

　 公共交通機関を御利用下さい。

11｜9｜日｜旧東伏見宮別邸サロンコンサート
葉山の代表的別邸でピアノの名曲を楽しむ
旧東伏見宮別邸は御用邸の次に建てられた葉山の代

表的宮廷建築で、創建以来今年で１００年を迎えます。

緑の屋根と白のドイツ下見板のコントラスト、展望室ま

である堂々とした風格、広いベランダと階段そして優

雅な応接間はサロンコンサート場として最高です。

そこで、葉山在住の川崎智子さんによるピアノの名曲

をお楽しみ下さい。ささやかなパーテイも用意しました。

11｜22｜土｜～23｜祝・日｜

11｜1｜土｜
「雨の念佛荘」サロンコンサート
～宮城道雄名曲のしらべ～
葉山の景勝地、真名瀬の海岸から三ケ岡山の山麓に

向かった高台に、建物全体が茶室づくりという凝った造

りの旧宮城道雄別荘があります。

普段は非公開ですが、湘南邸園文化祭に合わせて、

宮城道雄の名曲を箏曲宮城会の方々が演奏します。

曲目は『春の海』『荒城の月』『水の変態』『浜木綿』。

コンサート終了後は、建築家の解説による、建物の見学

会があります。

10｜4｜土｜横須賀の茅葺き民家　万代会館に集う
戦前戦後を通して経済界で活躍した万代順四郎は、青

山学院の理事長や校友会長として学院の復興に貢献

しました。「万代会館」は、順四郎とトミ夫人の別邸で、現

在は横須賀市に遺贈され、文化活動の場として活用さ

れています。楽しい一日をこの邸園でお過ごしください。

青山学院創立１４０周年記念講演もお楽しみに。

11：00～　青山学院創立１４０周年記念講演「万代順四郎と青山学院」

　　　　　　　　　講師：杉浦勢之（青山学院大学総合文化政策学部教授）

12：00～　 お抹茶席（県立津久井浜高校茶道部のみなさん）※２時終了

　　　　　　　昼食は各自お弁当や周辺食堂で（お弁当持込み可）

13：30～　寄席落語「うなぎの太鼓」：まじめ家金夢、

　　　　　　　　 お笑いマジック：アタチ稔、講釈噺「陸奥間違い」：三優亭右勝

10：00～15：30

建物案内あり　①10：15～

　　　　　　　　　　　　②15：00～

市立万代会館（駐車場はありません）

1,000円（一日チケットなので出入り自由です。お好き

なプログラムをお楽しみください。資料・お抹茶券付）

70名程度（先着順）

tel：090-4016-2265　（富澤）

横須賀建築探偵団

横須賀市教育委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

後　　援

時　　間

入館料

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

①10：30～11：30、②13：00～13：30、

③14：00～14：30　（変更の場合あり）

葉山しおさい公園内　①茶室、②③庭園（雨天茶室）

無料

馬場 信子、琴アカデミー会員

演奏について　tel： 0467-25-1234（琴アカデミー）

施設について　tel： 046-876-1140（しおさい公園）

琴アカデミー

葉山町、葉山町教育委員会、逗子葉山ライオンズクラブ

時　　間

会　　場

参加費

出　　演

お問合せ

主　催

後　援

13：00～16：00

逗子市役所

３０名（申込先着順）

1,000円

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

fax：046-875-1772 

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／逗子市教育委員会

時　　間

集合場所

定　　員

参加費

申込み

お問合せ

主　催

後　援

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

協　　力

13：30開演（13：00開場）

旧宮城道雄別荘（「雨の念佛荘」）

岩城弘子（箏）、多々良香保里（箏・胡弓）、武田旺山（尺八）

3,000円

40名（申込先着順）

tel：03‐3269‐0208　（宮城道雄記念館）

一般財団法人 宮城道雄記念館

箏曲宮城会

時　　間

会　　場

出演者

参加費

定　　員

申込み

主　　催

協　　賛

11｜9｜日｜葉山の古民家で打ちたて蕎麦と
旬の味覚を愛でる会
築85年の古民家で、打ち立ての新そばと旬の味覚を、

漆のお膳で味わっていただきます。

目の前でそばを打っている間には、ゆったりとくつろぎな

がら、古民家の心地よさを存分に感じていただければ

と思います。また、参加者の皆様にも、そば切りなどの

体験もしていただけます。そばにぴったりの新酒の純米

生酒もご用意してお待ちしております。

10：30～13：00

古家1681　（葉山町一色1681）

3,000円

12名

mail：coya1681@gmail.com　

tel：046-876-9170

ＮＰＯ法人葉山環境デザイン集団　

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜19｜日｜葉山の洋館めぐりツアー

御用邸に象徴されるように、葉山には戦前からの洗練

された生活文化の歴史があります。別荘として建てら

れ、貴重な存在となる昭和初期の洋館４棟を内外から

見学します。

葉山独特の環境にたつ建物と敷地特性を感じて下さい。

途中、旧宮家のサロンにてお茶菓子をお楽しみいただ

きます。

ツアー終了後、オプションで内部見学会実施します。料

金等、詳細は予約時にお問い合わせ下さい。

午前の部　9：30～12：00

午後の部　13：00～15：30

バス停　長柄橋

（JR逗子駅よりバス2番乗り場にて葉山方面行にご乗車ください）

2,500円　（茶菓子付）

各回２０名（申込先着順）

mail：hayamadesign@gmail.com

tel：046-875-8114

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

申込み＆

お問合せ

主　　催

14：30開演（14：００開場）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会葉山修道院内）

川崎智子（ピアノ）

3,000円

５０名（申込先着順）

mail：ｋatsuya.yamamoto@jcom.home.ne.ｊｐ　fax：046-875-1772

tel：０８０-５０９６-1385　（山本）

葉山東伏見宮別邸サロン

時　　間

会　　場

演　　奏

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

11｜16｜日｜古絵葉書と地図で感じる
－近代葉山の風
2014年発刊の柳沢光二著『葉山にて』に載っている古

絵葉書、古写真をもとに現地を巡ります。昔の葉山を記

憶に残す戦前の絵はがきと同じポイントに立ち、葉山の

海沿いのまち歩きをします。旧別荘でお食事を頂き、町

内に残る旧別荘や往時の面影をしのび、長者園跡地

で解散となります。

９：３０（バス停「切通し下」そばのコンビニ集合)

15：00頃（バス停「長者ヶ崎」）解散

3,５００円（テキスト『葉山にて』・食事・ガイド・保険代）

２０名（申込先着順）

mail：nonakaya@jcom.home.ne.jp　（野中)

tel：090-2312-2257　（野中）

エコツーリズム葉山

時　　間

参加費

定　　員

申込み

お問合せ

主　　催

逗子の別荘邸園を散策し、横光利一・
中里恒子・多田祐計の描写した逗子を読む

逗子には、明治以来、近代日本文学の代表的文学者

達が居を構え、逗子を舞台にした多くの名作を産んで

きました。旧脇村邸の邸園を訊ねるとともに、横光利

一・中里恒子・多田祐計の逗子での足跡に思いを馳せ

つつ、彼らが描いた逗子の自然や風物を読み、改めて

逗子の魅力を味わいたいと思います。

昨年の演奏風景

旧宮城道雄別荘

葉山にて

葉山の洋館

旧宮城道雄別荘

JR逗子駅より　バス3番乗り場

「葉山一色（海岸まわり）」行きに乗車

バス停「真名瀬」下車

市立万代会館
横須賀市津久井2-15-33

京浜急行津久井浜駅より

徒歩5分

葉山しおさい公園
JR逗子駅より　バス３番乗り場 海岸

まわり「葉山」行きに乗車 バス停

「一色海岸しおさい公園前」下車

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

琴アカデミー

旧東伏見宮別邸

馬場信子

万代会館

茶の間画室　（撮影　芳地博之）

桔梗の間での呈茶会

山口蓬春記念館　呈茶会

山口蓬春夫人・春子氏がお茶事やおもてなしの際に

使っていた非公開の和室「桔梗の間」にて、武者小路

千家流に通じていた夫人を偲び呈茶会を開催いたし

ます。蓬春邸のたたずまいとともにお菓子とお抹茶をお

楽み下さい。（1席約２０分、学芸員の解説付）

※「茶の間」はご覧いただけませんのでご了承ください。

10｜4｜土｜～5｜日｜

旧山口蓬春邸の当時の庭園の様子や「桔梗の間」「茶

の間」などの建物について学芸員が解説付きでご案内

いたします。普段と一味違う山口蓬春記念館をお楽し

み下さい。

※雨天の場合は、建物のみのご案内になります。

※雨天の場合は、集合場所が２階座敷に変更になる　

　　場合がありますので受付でご確認ください。

山口蓬春記念館
JR逗子駅より　バス３番乗り場

海岸回り「葉山一色」行き乗車

バス停「三ヶ丘･神奈川県立近

代美術館前」下車　徒歩２分

URL http://www.hoshun.jp/

［集合場所］バス停「切通し下」そばのコンビニ
JR逗子駅より「葉山一色」行き

(海岸回り)に乗車

時　　間

休館日

入館料

会　　場

主　　催

8｜22｜金｜～10｜19｜日｜

山口蓬春記念館は、日本画家・山口蓬春が戦後を過

ごした邸宅であり、画室などの増改築を吉田五十八が

手がけました。画室竣工６０周年を記念した本展では、

別館を建替え公開するとともにこれまで非公開であっ

た五十八増改築部分を公開いたします。五十八が創

造した空間でいかなる名作が生み出されたかを展観

しながら蓬春と五十八の交流の軌跡を辿ります。

10：00～17：00（入館は16：30まで）

毎週月曜日（９/１５、１０/１３を除く）、９/1６、１０/１４

６００円　(高校生以下は無料)

団体・障害者・連携館100円割引有

山口蓬春記念館（tel：046-875-6094）

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生涯学習財団

12：00～15：30（最終席は各日とも15：00から）

※詳細につきましては当館Ｗｅｂをご覧ください。

山口蓬春記念館（tel:046-875-6094） 

1席1,000円（入館料を含む）

各席10名

2日前までにお電話にて①氏名②電話番号

③希望日・時間④人数を当館までご予約下さい。

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生涯学習財団

葉山町茶道連盟

旧山口蓬春邸外観
（撮影　松岡満男）

ＪＲ逗子駅よりバス２番乗り場 山手回り「長井」

行き乗車バス停「旧役場前」下車　徒歩５分

古家1681

寄席風景

①11：00～11：40　②15：00～15：40

６００円　(高校生以下は無料)

団体・障害者・連携館100円割引有

山口蓬春記念館（tel：046-875-6094）

無料（ただし、当日の入館券は別途必要）

①、②とも先着15名

開始10分前までに入館料をお支払いの上、

正門前にご集合下さい。

山口蓬春記念館・公益財団法人 JR東海生涯学習財団

山口蓬春記念館　邸園ツアー

山口蓬春生誕１２０周年記念展Ⅱ
山口蓬春と吉田五十八

長島邸古沢史水・樋渡蓬水

11｜1｜土｜文化財住宅で聴く「平家物語」

平家最後の嫡男六代御前の処刑が行われた御最期

川(別名､田越川)の畔､110余年の歴史を持つ登録有

形文化財長島孝一邸で“平家物語”を終段の｢六代斬

られ｣も含め､薩摩琵琶の名手樋渡蓬水、古沢史水両

氏の演奏で聴きます｡併せて､建物の説明と登録有形

文化財活用保存の意義について､建築家長島孝一氏

と語ります｡

14：00～16：30

長島孝一邸

樋渡蓬水、古沢史水

40名（申込先着順、申込締切10月25日）

3,000円（資料、茶菓代を含む）

fax：046-873-7786（長島）

NPO法人逗子の文化をつなぎ広め深める会

時　　間

会　　場

演奏者

定　　員

参加費

申込み

主　　催

逗子・葉山 葉山・横須賀



Kanagawa Pref.

Sagami Bay

小田原市 (P1-2)

開催地域 （掲載ページ）

大磯町 (P3-4)

葉山町 (P9-10)

鎌倉市 (P7-8)

茅ヶ崎市 (P5)

平塚市 (P5)

二宮町 (P3)

藤沢市 (P5-6)

逗子市 (P9)

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 9回9th
Mon., Sep. 1st       Sat., Dec. 20th

横須賀市 (P10)

湯河原町 (P1)

2014

9 1 12 20月 土

◎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 / エコツーリズム葉山 / 一般財団法人宮城道雄記念館 / 山口蓬春記念館 /

琴アカデミー / 葉山東伏見宮別邸サロン / 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 /　株式会社銀の鈴社 / 鎌倉の別荘地時代研究会 /

神奈川まちづかい塾 / 御成小 「講堂」 の保全活用をめざす会 / 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 / 鵠沼の緑と景観を守る会 /

湘南藤沢文化ネットワーク / 盛岩寺昭和文化館 / 茅ヶ崎の文化景観を育む会 / 八幡山の洋館 / 公益財団法人神奈川県公園協会 / 公益社団法人大磯町観光協会 /

大磯まちづくり会議 / 小さな幸せづくり二宮まち遊び衆 / 特定非営利活動法人小田原まちづくり応援団 / 小田原邸園文化ネットワーク / 東海大学建築学科杉本研究室　

◎共催｜湘南邸園文化祭連絡協議会　　   ◎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://　teien-festival.seesaa.net/

Odawara City (P1-2)

Map of the venue for events （page number）

Oiso town (P3-4)

Hayama town (P9-10)

Kamakura City (P7-8)

Chigasaki City (P5)

Hiratsuka City (P5)

Ninomiya town (P3)

Fujisawa City (P5-6)

Zushi City (P9)

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. �ere, one may 
stroll around quiet residential areas and view historic 
buildings in a lush natural environment. �e area has 
developed a sophisticated culture in the fields of art, 
literature, music, cinema and sport. �is Shonan 
culture is still alive and well today. 

�ere 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. 

Yokosuka City (P10)

Yugawara town(P1)

2014
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” . 


