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古家1681

一色会館

郷土資料館 旧藤瀬・脇村邸

長島邸 薩摩琵琶

10｜26｜土｜

11｜30｜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､薩摩琵琶の名手古沢史水､樋渡蓬水両

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｡

又地元の歴史家金子省治氏に「平家物語と逗子･葉 

山」の話も伺います｡

11｜3｜日・祝｜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。

11｜17｜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

表的洋風別邸建築です。緑の屋根と白のドイツ下見板

の美しい意匠、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。

そこで、ピアニスト井上和恵さんのピアノの名曲を楽し

みます。演奏後、ささやかなパーテイがあります。

11｜23｜土・祝｜～24｜日｜

11｜2｜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、宮城道雄の名曲の

数々を箏曲宮城会の方々が演奏します。

曲目は『春の海』『五十鈴川』『祭の太鼓』『虫の武蔵

野』などです。

※コンサート終了後、建物の見学会（解説付）があります。

10｜19｜土｜横須賀の茅葺き民家
万代会館を楽しむ
経済界で活躍した万代順四郎とトミ夫人の別邸であっ

たこの邸園は、茅葺きの田舎家を思わせる別荘建築で

す。現在は市に寄贈され、昭和55年からは市民の文化

活動の場として活用されています。この日は市内唯一

となった茅葺き屋根の万代会館で、「文化講演」と「寄

席」、「お抹茶席」を催します。

10：00　　開園

11：00～文化講演「日本近代資本主義の父 渋沢栄一に学ぶ」

　　　　　　　 講師：平松廣司（三浦藤沢信用金庫 理事長）

12：00～お抹茶席[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：まじめ家金夢、音曲：深緑亭まりも、落語：三優亭右勝

15：00　　閉園

10：00～15：30

建物案内あり　①10：30～

　　　　　　　　　　　　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）

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

休館日

入館料

会　　場

主　　催

①10：30～11：30、②12：00～12:20、

③14：00～14：30（変更の場合あり）

葉山しおさい公園内　①②茶室、③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

13：45～16：30（13：30「富士見橋」バス停前集合）

長島孝一邸

40名（申込先着順）

2,500円（お茶とお菓子つき）

fax：046-873-7786（長島）

mail：zushi@forward-good.com（原）

10月19日（土）

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

会　　場

定　　員

参加費

申込み＆

お問合せ

申込締切

主　催

後　援

13：00～16：00（13時逗子市役所正面玄関前集合）

30名（申込先着順）

1,000円（資料代・お茶代を含む）

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp（山本）

fax：046-875-1772（山本）

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

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・三絃）、多々良香保里（箏）、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

9｜22｜日｜・10｜13｜日｜古民家暮らしを楽しむお話会と
お茶会（お膳料理とお菓子付き）
古い日本家屋は風をよく通し、湿気を吸い、暑い日差し

をやわらげるなど、日本の自然環境に合った知恵と工

夫があふれています。無駄なエネルギーを使うことの

少ない昔ながらの古民家での暮らしぶりをお話すると

同時に、お抹茶とお膳料理、お茶菓子で楽しむお茶席

を設けました。

伝統的な木造建築の心地よさに触れながら、ぜひゆっ

くりとおくつろぎください。

①11：00～13：00（食事・お茶菓子付き）

②14：00～15：30（お茶菓子のみ）

古家1681 coya iroai

①3,500円　②1,500円

各回10名（申込先着順）

tel：046-876-9170 fax：046-876-9171

mail：coya1681@gmail.com

http://www.coya1681.blogspot.jp/

NPO法人　葉山環境文化デザイン集団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜20｜日｜・11｜10｜日｜古民家でかいまみる
向田作品と戦前の暮らし
逗子小坪の築７６年の古民家でなつかしい昭和
のドラマをみませんか？
1981年不運にも航空機事故で亡くなった向田邦子作

の名ドラマが背景と共によみがえる、昔の家族のあり方

をかんじてみませんか？

鑑賞作品：隣の神様 父の詫び状

14：00～17：00

T邸

2,000円（向田レシピからつまみ３品とワンドリンク

（ビールorワイン）又は、お抹茶とシフォンケーキ付き）

各回10名（申込先着順）

tel：080-3669-7556（竹田）

NPO法人　葉山環境文化デザイン集団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

14：30開演（14：00会場）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会修道院葉山内）

井上和恵（ピアノ）

3,000円

50名（申込先着順）

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp（山本）

fax：046-875-1772（山本）

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｜30｜土｜普段は非公開の古民家と茅山荘
を訪ねるツアー（食事付き）
大正３年に｢葉山御用邸水源地｣ができたその敷地に

江戸時代からあった母屋を曳家して今も残る古民家の

建物やお庭を拝見します。葉山で最も美しいと定評の

旧畠山一清別荘｢茅山荘｣の紅葉につつまれた門とお

庭と建物を拝見します。

そこから、下山口のいくつかのパワースポットを巡った後

お食事をいただきます。（場所はお問合せください。）

9：30（バス停｢滝の坂｣集合)　14：00頃解散

1,500円（建物拝観・食事・ガイド・資料・保険代）

別途食事代が必要です。

２０名（申込先着順）

yabe-fumiko@jcom.home.ne.jp（矢部)

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

10｜6｜日｜まるごと葉山一色を楽しむツアー
（食事付き）
葉山の別荘文化の中心地であった一色の、歴史・文化

を感じるところ（旧別荘・神社など）、よい景観のところ

（海岸・こみちなど）、今の葉山を感じるところ（古民家

利用のレストランなど）を巡ります。今回はじめて美術

館観覧の時間を設けました。昔から今に続く葉山一色

の魅力をまるごとお伝えします。

9：30　（神奈川県立近代美術館葉山エントランスホール集合）

15：00頃解散

1,500円（ガイド・資料・保険代）

別途食事代、入館料が必要です　

10名（申込先着順）

yabe-fumiko@jcom.home.ne.jp（矢部）

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、
独歩・蘆花・鏡花の描写した逗子を読む
　逗子には、明治以来、近代日本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。旧藤瀬・脇村邸や旧徳川別邸などの邸園を訊ね

るとともに、国木田独歩・徳富蘆花・泉鏡花の逗子での

足跡を巡りつつ、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。

【散策コース】旧藤瀬・脇村邸→旧徳川別邸→文学作

品観賞会場：蘆花記念公園休憩所

[集合場所]

「富士見橋」バス停
JR逗子駅よりバス３番乗

り場、京急新逗子駅南口

よりバス２番乗り場 

逗12葉山（海岸回り）ゆ

きで４分

三曲合奏

旧宮城道雄別荘

相模湾を望む

古家1681

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

［集合場所］

バス停｢滝の坂｣

［集合場所］バス停｢逗子
マリーナリビエラプラザ前」

琴アカデミー

旧東伏見宮別邸

茅山荘門

逗子小坪の古民家

井上和恵

馬場信子
万代会館

庭園

茶の間

桔梗の間での呈茶会

旧山口蓬春邸 特別公開

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。

11｜1｜金｜～10｜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

手掛けました。本期間中、非公開の和室「桔梗の間」と

「茶の間」を特別公開いたします。

※入館料でご覧いただけます。

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］県立近代美術館葉山
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

JR逗子駅より｢衣笠｣行きに乗車
バス停｢滝の坂｣下車

JR鎌倉駅より　バス7番乗り場
無料シャトルバスに乗車

※13：45までにバス停にお迎え
にあがります。散策しながら会場
のT邸に入ります。

10：00～16：30

11月5日（火）

６００円　(高校生以下は無料)

団体・障害者・連携館５０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
Photo by Mitsuo Matsuoka

葉山町一色1681

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

横須賀・葉山 葉山・逗子
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逗子市郷土資料館

旧脇村邸

田越橋

至鎌倉

富士見橋
バス停
[集合場所]

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

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

134

逗子マリーナ

バス停「逗子マリーナ
　　　リビエラプラザ前」

27

217

池田邸

至茅山荘

清寿苑

新善光寺
水源地入口

交差点

　[集合場所]
バス停「滝の坂」

至 逗子

至 横須賀

バス停
「旧役場前」

134

古家1681

一色会館

郷土資料館 旧藤瀬・脇村邸

長島邸 薩摩琵琶

10｜26｜土｜

11｜30｜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､薩摩琵琶の名手古沢史水､樋渡蓬水両

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｡

又地元の歴史家金子省治氏に「平家物語と逗子･葉 

山」の話も伺います｡

11｜3｜日・祝｜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。

11｜17｜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

表的洋風別邸建築です。緑の屋根と白のドイツ下見板

の美しい意匠、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。

そこで、ピアニスト井上和恵さんのピアノの名曲を楽し

みます。演奏後、ささやかなパーテイがあります。

11｜23｜土・祝｜～24｜日｜

11｜2｜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、宮城道雄の名曲の

数々を箏曲宮城会の方々が演奏します。

曲目は『春の海』『五十鈴川』『祭の太鼓』『虫の武蔵

野』などです。

※コンサート終了後、建物の見学会（解説付）があります。

10｜19｜土｜横須賀の茅葺き民家
万代会館を楽しむ
経済界で活躍した万代順四郎とトミ夫人の別邸であっ

たこの邸園は、茅葺きの田舎家を思わせる別荘建築で

す。現在は市に寄贈され、昭和55年からは市民の文化

活動の場として活用されています。この日は市内唯一

となった茅葺き屋根の万代会館で、「文化講演」と「寄

席」、「お抹茶席」を催します。

10：00　　開園

11：00～文化講演「日本近代資本主義の父 渋沢栄一に学ぶ」

　　　　　　　 講師：平松廣司（三浦藤沢信用金庫 理事長）

12：00～お抹茶席[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：まじめ家金夢、音曲：深緑亭まりも、落語：三優亭右勝

15：00　　閉園

10：00～15：30

建物案内あり　①10：30～

　　　　　　　　　　　　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）

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

休館日

入館料

会　　場

主　　催

①10：30～11：30、②12：00～12:20、

③14：00～14：30（変更の場合あり）

葉山しおさい公園内　①②茶室、③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

13：45～16：30（13：30「富士見橋」バス停前集合）

長島孝一邸

40名（申込先着順）

2,500円（お茶とお菓子つき）

fax：046-873-7786（長島）

mail：zushi@forward-good.com（原）

10月19日（土）

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

会　　場

定　　員

参加費

申込み＆

お問合せ

申込締切

主　催

後　援

13：00～16：00（13時逗子市役所正面玄関前集合）

30名（申込先着順）

1,000円（資料代・お茶代を含む）

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp（山本）

fax：046-875-1772（山本）

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

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・三絃）、多々良香保里（箏）、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

9｜22｜日｜・10｜13｜日｜古民家暮らしを楽しむお話会と
お茶会（お膳料理とお菓子付き）
古い日本家屋は風をよく通し、湿気を吸い、暑い日差し

をやわらげるなど、日本の自然環境に合った知恵と工

夫があふれています。無駄なエネルギーを使うことの

少ない昔ながらの古民家での暮らしぶりをお話すると

同時に、お抹茶とお膳料理、お茶菓子で楽しむお茶席

を設けました。

伝統的な木造建築の心地よさに触れながら、ぜひゆっ

くりとおくつろぎください。

①11：00～13：00（食事・お茶菓子付き）

②14：00～15：30（お茶菓子のみ）

古家1681 coya iroai

①3,500円　②1,500円

各回10名（申込先着順）

tel：046-876-9170 fax：046-876-9171

mail：coya1681@gmail.com

http://www.coya1681.blogspot.jp/

NPO法人　葉山環境文化デザイン集団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜20｜日｜・11｜10｜日｜古民家でかいまみる
向田作品と戦前の暮らし
逗子小坪の築７６年の古民家でなつかしい昭和
のドラマをみませんか？
1981年不運にも航空機事故で亡くなった向田邦子作

の名ドラマが背景と共によみがえる、昔の家族のあり方

をかんじてみませんか？

鑑賞作品：隣の神様 父の詫び状

14：00～17：00

T邸

2,000円（向田レシピからつまみ３品とワンドリンク

（ビールorワイン）又は、お抹茶とシフォンケーキ付き）

各回10名（申込先着順）

tel：080-3669-7556（竹田）

NPO法人　葉山環境文化デザイン集団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

14：30開演（14：00会場）

旧東伏見宮別邸（イエズス孝女会修道院葉山内）

井上和恵（ピアノ）

3,000円

50名（申込先着順）

mail：katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp（山本）

fax：046-875-1772（山本）

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｜30｜土｜普段は非公開の古民家と茅山荘
を訪ねるツアー（食事付き）
大正３年に｢葉山御用邸水源地｣ができたその敷地に

江戸時代からあった母屋を曳家して今も残る古民家の

建物やお庭を拝見します。葉山で最も美しいと定評の

旧畠山一清別荘｢茅山荘｣の紅葉につつまれた門とお

庭と建物を拝見します。

そこから、下山口のいくつかのパワースポットを巡った後

お食事をいただきます。（場所はお問合せください。）

9：30（バス停｢滝の坂｣集合)　14：00頃解散

1,500円（建物拝観・食事・ガイド・資料・保険代）

別途食事代が必要です。

２０名（申込先着順）

yabe-fumiko@jcom.home.ne.jp（矢部)

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

10｜6｜日｜まるごと葉山一色を楽しむツアー
（食事付き）
葉山の別荘文化の中心地であった一色の、歴史・文化

を感じるところ（旧別荘・神社など）、よい景観のところ

（海岸・こみちなど）、今の葉山を感じるところ（古民家

利用のレストランなど）を巡ります。今回はじめて美術

館観覧の時間を設けました。昔から今に続く葉山一色

の魅力をまるごとお伝えします。

9：30　（神奈川県立近代美術館葉山エントランスホール集合）

15：00頃解散

1,500円（ガイド・資料・保険代）

別途食事代、入館料が必要です　

10名（申込先着順）

yabe-fumiko@jcom.home.ne.jp（矢部）

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、
独歩・蘆花・鏡花の描写した逗子を読む
　逗子には、明治以来、近代日本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。旧藤瀬・脇村邸や旧徳川別邸などの邸園を訊ね

るとともに、国木田独歩・徳富蘆花・泉鏡花の逗子での

足跡を巡りつつ、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。

【散策コース】旧藤瀬・脇村邸→旧徳川別邸→文学作

品観賞会場：蘆花記念公園休憩所

[集合場所]

「富士見橋」バス停
JR逗子駅よりバス３番乗

り場、京急新逗子駅南口

よりバス２番乗り場 

逗12葉山（海岸回り）ゆ

きで４分

三曲合奏

旧宮城道雄別荘

相模湾を望む

古家1681

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

［集合場所］

バス停｢滝の坂｣

［集合場所］バス停｢逗子
マリーナリビエラプラザ前」

琴アカデミー

旧東伏見宮別邸

茅山荘門

逗子小坪の古民家

井上和恵

馬場信子
万代会館

庭園

茶の間

桔梗の間での呈茶会

旧山口蓬春邸 特別公開

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。

11｜1｜金｜～10｜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

手掛けました。本期間中、非公開の和室「桔梗の間」と

「茶の間」を特別公開いたします。

※入館料でご覧いただけます。

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］県立近代美術館葉山
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

JR逗子駅より｢衣笠｣行きに乗車
バス停｢滝の坂｣下車

JR鎌倉駅より　バス7番乗り場
無料シャトルバスに乗車

※13：45までにバス停にお迎え
にあがります。散策しながら会場
のT邸に入ります。

10：00～16：30

11月5日（火）

６００円　(高校生以下は無料)

団体・障害者・連携館５０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
Photo by Mitsuo Matsuoka

葉山町一色1681

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

横須賀・葉山 葉山・逗子
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大学前
バス停

横浜国大付属
鎌倉小学校

西御門サローネ

鶴岡八幡宮

鎌倉駅東口

来迎寺テニスコート

銀の鈴社

鶴岡八幡宮

横浜国大付属
鎌倉小学校

鎌倉駅東口

大学前
バス停

鎌倉署
鎌倉駅

材木座海岸

鎌倉女学院高

簡易裁判所

ゲストハウス
「亀時間」

浄智寺 建長寺

明月院

北鎌倉駅

円覚寺

明月荘
9｜21｜土｜北鎌倉明月荘

｢お月見野外コンサート｣
薩摩琵琶と篠笛コラボレーション
邦楽を通じ日本の伝統文化の親善大使として各国で

活躍されているおふたりは明月荘再公開にいちはやく

賛同してくださいました。笛は風を琵琶は水を表す楽

器といわれます。竹と蝋燭による幽玄な会場しつらえの

中満月を待ちつつ聞く幻想的な和楽器の世界をおた

のしみください。

演奏終了後、ご希望の方にはお抹茶のご接待もあります。

17：00～19：00

北鎌倉明月荘

坂麗水（琵琶）、福原道子（篠笛）

3,000円(当日)

40名(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

演奏者

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

10｜19｜土｜北鎌倉明月荘
｢外国人奏者によるお月見野外コンサート｣
琴と尺八コラボレーション
シカゴ出身の琴奏者のカーティス・パターソンは外国人で

初めてＮＨＫ邦楽技能者育成会卒業、ロスアンジェルス出

身の尺八奏者ブルース・ヒューバナーは、外国人で始め

て東京藝術大学邦楽修士課程に入学、首席で修了とい

う経歴の持主。2006年より二人でデュオを組み演奏会

活動を展開、東日本大震災被災地訪問ステージも続け

ています。日本語による軽妙な語りも魅力です。

演奏終了後、ご希望の方にはお抹茶のご接待もあります。 ※URL参照

http://www.youtube.com/watch?v=rnNoks6-z3Y

http://artistlife.jp/ja/jazz/curtandbruce

17：00～19：00

北鎌倉明月荘

3,000円(当日)

40名(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

10｜27｜日｜秋風わたる北鎌倉明月荘で
草笛を吹いてみよう
講師の河津先生が明月荘を視察された時の第一声

は、｢明月荘は楽器の森｣でした。明月荘は敷地約

15000㎡余り、様々な草花、樹木が生きています。どん

な植物の葉も楽器になると河津先生は仰います。草笛

を吹くと鳥が飛来、上空を旋回し始める様子は絵物語

の世界です。大人も子供も、一人でも保護者連れでも、

お気軽にご参加ください。

10：30～12：00

北鎌倉明月荘

河津哲也先生(関東草笛の会代表)

小学生以上学生500円、保護者と子供一人1,000(当日)

30名(組）(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

11｜2｜土｜北鎌倉明月荘の建物と
屋根修復工事の話＆抹茶ご賞味
茶室もある広大な庭に建つ明月荘は、昭和21年実業家

・石橋又義氏の自邸として建てられた平屋の木造住宅

です。建物を知ることは、生活文化を知ることに繋がりま

す。明月荘の建物の話を聞きながら昭和の時代の生活

文化に思いを馳せてみませんか。

また、今年1月の大雪で屋根損壊の被害が出ましたが

無事修復工事が終りました。その工事の顛末もご披露し

ます。きっとご自宅の修理が身近なものになるでしょう。

お話終了後、ご希望の方には茶室でお薄を差し上げます。

13：00～15：30

北鎌倉明月荘

有里公徳(建築士)、遠藤靖仁(大工棟梁)、

島田真弓(建築士)、藤井禎夫(瓦師)

3,000円

40名(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

11｜23｜土・祝｜北鎌倉明月荘の竹林でお茶を
鉄の音響彫刻家・原田和男と共に
　明月荘には広大な竹林があります。竹林のざわめきと

音響彫刻家・原田和男氏の作り出す不思議な鉄の響

きとのコラボレーション。一味違った茶の湯の時空を演

出、ご体験いただきます。

11：00～15：00　（1時間おきに席）

北鎌倉明月荘

3,000円

40名(申込先着順)

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

和塾白庵　｜後　　援　神奈川県、鎌倉市

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

協　　力

10｜13｜日｜大正・昭和初期の装い
～邸宅の中で見るアンティーク着物展～
大正15年、作家里見弴が建てた西御門サローネで、

同時代（大正から戦前頃まで）のアンティーク着物を展

示します。大正～戦前は、アールヌーボー、アールデコ

が流行し、大正ロマンが花開いた時代。その斬新なデ

ザインを着物に取り入れ、また、卓越した染色技術や刺

繍・織りの技術により、着物が頂点を極めた時代です。

日本が誇る素晴らしい着物の文化を多くの皆さんに知

っていただきたいと思っています。

11：00～17：00

西御門サローネ

600円（小・中学生は300円）　着物割引100円

kimonopatra@yahoo.co.jp

アンティーク着物愛好会

◆春夏秋冬　装いで感じる日本の四季

◆アールヌーボーとアールデコの装い

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

テーマ

10｜12｜土｜～27｜日｜

11｜2｜土｜～12｜火｜

八ヶ岳山麓の工房より
山本俊男「ペザント・アート」木工民具展
ペザント・アート（peasant art＝農民芸術）とは、農夫た

ちが丹念に彫り込んだ木工民具のことです。日本のペ

ザント・アートの第一人者、故林二郎の愛弟子が、八ヶ

岳山麓の工房で制作した、暮らしを豊かにする楽しい

木彫民具をご紹介します。澤田政廣に仏像彫刻を学

んだ山本俊男氏は、旧前田公爵家別邸（現在の鎌倉

文学館）の西洋家具の修復を任されたほか、東京芸術

劇場ホールのパイプオルガンの木彫を担当しました。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）

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

第14回 鎌倉に咲く万葉野の花水彩画展

鎌倉時代の万葉学者である仙覚は、鎌倉の妙本寺で

『万葉集』を研究、校訂し、その定本が後世に継承され

ました。現存する日本最古の和歌集『万葉集』には、い

までも鎌倉に咲く花々が数多く登場します。

鎌倉在住の野の花画家 阿見みどりが描く『万葉集』に詠

われた野の花の水彩画を、万葉歌とともに展示します。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）

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｜21｜木｜～12｜1｜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、子どもからおとなまで、鑑賞した感想と

あわせて展示発表します。鎌倉市内の小学校の子ども

たちも、いきいきとした感性でポエムを鑑賞しています。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）

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｜23｜土・祝｜古民家サロンお話会
「ポエムを語ろう」
詩人のみなさま、ポエムの好きな方、ご興味のある

方・・・、どなたでも、ぜひ一緒にポエムについて語り合

いませんか。おもしろい発見や出会いがあるかもしれま

せん。

14：00～15：30

銀の鈴サロン（銀の鈴社）

無料

10名（申込先着順）

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

申込み

主　　催

13：00～15：00

ゲストハウス亀時間

2,500円（小学生500円、幼児無料）茶菓子付

40名（申込先着順）

tel：0467-25-1166（亀時間）

NPO法人　葉山環境文化デザイン集団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜5｜土｜材木座の別荘地時代
―夏目漱石『こころ』の舞台を歩く
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

アンティーク着物

江口正子詩集『勇気の子』

（銀の鈴社刊）より

カーティス

福原道子

屋外コンサートイメージ

坂麗水

ブルース

西御門サローネ

（旧里見弴邸）

バス停「大学前」より徒歩10分

鎌倉市西御門1-19-3

旧河内屋

木工民具

万葉野の花
水彩画

木工民具

八ヶ岳工房入口

ペザント・アート

鎌倉駅東口より徒歩15分

鶴岡八幡宮より徒歩3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

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

※北鎌倉明月荘での催しの申込み＆お問合せ

往復葉書、fax又はメールに申込者全員の①氏名②住

所③電話番号をご明記の上下記のいずれかで。

住所：〒247-0062　鎌倉市山ノ内232－110　川上方

fax：0467-46-4671 or 045-335-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

ハレの間、秋わける
／舞台亀時間
願の獅子と太鼓、おあとはあいてのお楽しみ…。

知っているようで意外に知らない獅子と、太鼓の音。

古民家・亀時間のハレの間の、ハレの時間を過ごし、い

い気分をお持ち帰りください。

9｜29｜日｜

ゲストハウス「亀時間」
鎌倉駅7番乗り場より

12、40、41番バスで

九品寺下車徒歩0分

鎌倉市材木座3-17-21

鉄の楽器

春の明月荘 屋根修復工事中の母屋

竹林

茶室1960年代の明月荘

キックオフイベント　北鎌倉明月荘県民協働事業協定締結記念

鎌倉 鎌倉
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大学前
バス停

横浜国大付属
鎌倉小学校

西御門サローネ

鶴岡八幡宮

鎌倉駅東口

来迎寺テニスコート

銀の鈴社

鶴岡八幡宮

横浜国大付属
鎌倉小学校

鎌倉駅東口

大学前
バス停

鎌倉署
鎌倉駅

材木座海岸

鎌倉女学院高

簡易裁判所

ゲストハウス
「亀時間」

浄智寺 建長寺

明月院

北鎌倉駅

円覚寺

明月荘
9｜21｜土｜北鎌倉明月荘

｢お月見野外コンサート｣
薩摩琵琶と篠笛コラボレーション
邦楽を通じ日本の伝統文化の親善大使として各国で

活躍されているおふたりは明月荘再公開にいちはやく

賛同してくださいました。笛は風を琵琶は水を表す楽

器といわれます。竹と蝋燭による幽玄な会場しつらえの

中満月を待ちつつ聞く幻想的な和楽器の世界をおた

のしみください。

演奏終了後、ご希望の方にはお抹茶のご接待もあります。

17：00～19：00

北鎌倉明月荘

坂麗水（琵琶）、福原道子（篠笛）

3,000円(当日)

40名(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

演奏者

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

10｜19｜土｜北鎌倉明月荘
｢外国人奏者によるお月見野外コンサート｣
琴と尺八コラボレーション
シカゴ出身の琴奏者のカーティス・パターソンは外国人で

初めてＮＨＫ邦楽技能者育成会卒業、ロスアンジェルス出

身の尺八奏者ブルース・ヒューバナーは、外国人で始め

て東京藝術大学邦楽修士課程に入学、首席で修了とい

う経歴の持主。2006年より二人でデュオを組み演奏会

活動を展開、東日本大震災被災地訪問ステージも続け

ています。日本語による軽妙な語りも魅力です。

演奏終了後、ご希望の方にはお抹茶のご接待もあります。 ※URL参照

http://www.youtube.com/watch?v=rnNoks6-z3Y

http://artistlife.jp/ja/jazz/curtandbruce

17：00～19：00

北鎌倉明月荘

3,000円(当日)

40名(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

10｜27｜日｜秋風わたる北鎌倉明月荘で
草笛を吹いてみよう
講師の河津先生が明月荘を視察された時の第一声

は、｢明月荘は楽器の森｣でした。明月荘は敷地約

15000㎡余り、様々な草花、樹木が生きています。どん

な植物の葉も楽器になると河津先生は仰います。草笛

を吹くと鳥が飛来、上空を旋回し始める様子は絵物語

の世界です。大人も子供も、一人でも保護者連れでも、

お気軽にご参加ください。

10：30～12：00

北鎌倉明月荘

河津哲也先生(関東草笛の会代表)

小学生以上学生500円、保護者と子供一人1,000(当日)

30名(組）(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

11｜2｜土｜北鎌倉明月荘の建物と
屋根修復工事の話＆抹茶ご賞味
茶室もある広大な庭に建つ明月荘は、昭和21年実業家

・石橋又義氏の自邸として建てられた平屋の木造住宅

です。建物を知ることは、生活文化を知ることに繋がりま

す。明月荘の建物の話を聞きながら昭和の時代の生活

文化に思いを馳せてみませんか。

また、今年1月の大雪で屋根損壊の被害が出ましたが

無事修復工事が終りました。その工事の顛末もご披露し

ます。きっとご自宅の修理が身近なものになるでしょう。

お話終了後、ご希望の方には茶室でお薄を差し上げます。

13：00～15：30

北鎌倉明月荘

有里公徳(建築士)、遠藤靖仁(大工棟梁)、

島田真弓(建築士)、藤井禎夫(瓦師)

3,000円

40名(申込先着順)

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

神奈川県・鎌倉市

時　　間

会　　場

講　　師

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

後　　援

11｜23｜土・祝｜北鎌倉明月荘の竹林でお茶を
鉄の音響彫刻家・原田和男と共に
　明月荘には広大な竹林があります。竹林のざわめきと

音響彫刻家・原田和男氏の作り出す不思議な鉄の響

きとのコラボレーション。一味違った茶の湯の時空を演

出、ご体験いただきます。

11：00～15：00　（1時間おきに席）

北鎌倉明月荘

3,000円

40名(申込先着順)

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

和塾白庵　｜後　　援　神奈川県、鎌倉市

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

主　　催

共　　催

協　　力

10｜13｜日｜大正・昭和初期の装い
～邸宅の中で見るアンティーク着物展～
大正15年、作家里見弴が建てた西御門サローネで、

同時代（大正から戦前頃まで）のアンティーク着物を展

示します。大正～戦前は、アールヌーボー、アールデコ

が流行し、大正ロマンが花開いた時代。その斬新なデ

ザインを着物に取り入れ、また、卓越した染色技術や刺

繍・織りの技術により、着物が頂点を極めた時代です。

日本が誇る素晴らしい着物の文化を多くの皆さんに知

っていただきたいと思っています。

11：00～17：00

西御門サローネ

600円（小・中学生は300円）　着物割引100円

kimonopatra@yahoo.co.jp

アンティーク着物愛好会

◆春夏秋冬　装いで感じる日本の四季

◆アールヌーボーとアールデコの装い

時　　間

会　　場

参加費

お問合せ

主　　催

テーマ

10｜12｜土｜～27｜日｜

11｜2｜土｜～12｜火｜

八ヶ岳山麓の工房より
山本俊男「ペザント・アート」木工民具展
ペザント・アート（peasant art＝農民芸術）とは、農夫た

ちが丹念に彫り込んだ木工民具のことです。日本のペ

ザント・アートの第一人者、故林二郎の愛弟子が、八ヶ

岳山麓の工房で制作した、暮らしを豊かにする楽しい

木彫民具をご紹介します。澤田政廣に仏像彫刻を学

んだ山本俊男氏は、旧前田公爵家別邸（現在の鎌倉

文学館）の西洋家具の修復を任されたほか、東京芸術

劇場ホールのパイプオルガンの木彫を担当しました。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）

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

第14回 鎌倉に咲く万葉野の花水彩画展

鎌倉時代の万葉学者である仙覚は、鎌倉の妙本寺で

『万葉集』を研究、校訂し、その定本が後世に継承され

ました。現存する日本最古の和歌集『万葉集』には、い

までも鎌倉に咲く花々が数多く登場します。

鎌倉在住の野の花画家 阿見みどりが描く『万葉集』に詠

われた野の花の水彩画を、万葉歌とともに展示します。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）

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｜21｜木｜～12｜1｜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、子どもからおとなまで、鑑賞した感想と

あわせて展示発表します。鎌倉市内の小学校の子ども

たちも、いきいきとした感性でポエムを鑑賞しています。

10：00～17：00 水曜定休　入場無料

銀の鈴ギャラリー（銀の鈴社）

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｜23｜土・祝｜古民家サロンお話会
「ポエムを語ろう」
詩人のみなさま、ポエムの好きな方、ご興味のある

方・・・、どなたでも、ぜひ一緒にポエムについて語り合

いませんか。おもしろい発見や出会いがあるかもしれま

せん。

14：00～15：30

銀の鈴サロン（銀の鈴社）

無料

10名（申込先着順）

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

申込み

主　　催

13：00～15：00

ゲストハウス亀時間

2,500円（小学生500円、幼児無料）茶菓子付

40名（申込先着順）

tel：0467-25-1166（亀時間）

NPO法人　葉山環境文化デザイン集団

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み

主　　催

10｜5｜土｜材木座の別荘地時代
―夏目漱石『こころ』の舞台を歩く
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

アンティーク着物

江口正子詩集『勇気の子』

（銀の鈴社刊）より

カーティス

福原道子

屋外コンサートイメージ

坂麗水

ブルース

西御門サローネ

（旧里見弴邸）

バス停「大学前」より徒歩10分

鎌倉市西御門1-19-3

旧河内屋

木工民具

万葉野の花
水彩画

木工民具

八ヶ岳工房入口

ペザント・アート

鎌倉駅東口より徒歩15分

鶴岡八幡宮より徒歩3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

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

※北鎌倉明月荘での催しの申込み＆お問合せ

往復葉書、fax又はメールに申込者全員の①氏名②住

所③電話番号をご明記の上下記のいずれかで。

住所：〒247-0062　鎌倉市山ノ内232－110　川上方

fax：0467-46-4671 or 045-335-7411

mail：kanagw_juku@yahoo.co.jp

ハレの間、秋わける
／舞台亀時間
願の獅子と太鼓、おあとはあいてのお楽しみ…。

知っているようで意外に知らない獅子と、太鼓の音。

古民家・亀時間のハレの間の、ハレの時間を過ごし、い

い気分をお持ち帰りください。

9｜29｜日｜

ゲストハウス「亀時間」
鎌倉駅7番乗り場より

12、40、41番バスで

九品寺下車徒歩0分

鎌倉市材木座3-17-21

鉄の楽器

春の明月荘 屋根修復工事中の母屋

竹林

茶室1960年代の明月荘

キックオフイベント　北鎌倉明月荘県民協働事業協定締結記念

鎌倉 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

蔵まえギャラリ ー

藤沢小学校

トレアージュ白幡
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

横浜国大付属
鎌倉小学校

鶴岡八幡宮

鎌倉駅東口

岐れ道
バス停

鎌倉投信邸

11｜17｜日｜旧モーガン邸のための講談会

藤沢市大鋸在住の講談師一龍斎春水さんが、新作

「講談モーガン邸」を口演してくださったのが2006年の

邸園文化祭です。初演から7年、再建の糸口を模索し

続ける守る会に勇気と元気を、そして在りし日のモーガ

ン邸を知らない方々にもその魅力が伝わるよう、再び

口演してくださいます。

演目は「モーガン邸物語」「杉山和一苦心の管鍼」

13：00～15：30

遊行寺信徒会館（藤沢市西富1-8-1）

2,000円（床座）、2,200円（イス席）

150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

入場料

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜8｜日｜◆おとなの遠足-第12回

「湘南の丘の上のリゾート」

湘南ふじさわ歴史文化めぐり

湘南藤沢の丘の上に立地する善行の旧藤澤カントリー

倶楽部　跡地の、グリーンハウス（県立体育センター内）

と聖園女学院内のゴルフコース跡地をたずね、藤沢に

隣接する横浜の旧住友家俣野別邸の庭園を散策し、

大鋸の建築家モーガンの旧邸まで歩き、丘の上のリゾ

ートの魅力を探ります。

湘南藤沢文化ネットワークが行う「おとなの遠足」企画より３コースを紹介します。藤沢の歴史文化に触れながら、

歴史的建物やまちなみをお楽しみください。

9：30～12：00

小田急「善行」駅改札前（9：15集合）

５００円（保険代・資料代）

30人（申込は8月25日から、先着順）

※ランチ・ミニレクチャー検討中

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

集　　合

参加費

定　　員

主　　催

11｜23｜土・祝｜国登録有形文化財－旧後藤医院
で聴く親と子の長唄演奏会
昭和初期の木造医院で現在でも学ぶところの多い建

造物です。そこの和室で六四次三味線塾の子供たちと

親が長唄の名曲(越後獅子や勧進帳)を抜粋してお聞

かせします。同時に特徴ある建物内部をご案内いたし

ます。

第一部　11：30～　第二部13：30～

旧後藤医院(現・鵠沼橘市民の家)

無料

各回２０名程度

当日直接会場にお越しください。

tel：080-1211-7726（そしろだ）

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

小笠原信夫

一龍斎春水

水野勝之

グリーンハウス

大刀と脇差

音楽のおくりもの11｜8｜金｜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藍染体験会

をおこなっています。初心者もリピーターも歓迎いたしま

す。楽しみにして下さる方のために、素材も基本の布以

外に、追加で染められるように各種用意いたします。

秋の一日をモーガン邸庭園でゆったりとお過ごしくださ

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

11｜10｜日｜八幡山の洋館 秋のヴィオラコンサート

明治時代のイギリス風木造洋館でヴィオラの響きを！

’０８に八幡山公園に解体移築されて生れかわり、国の

有形文化財に登録されました。大きな楠やヒマラヤ杉、

バラの花園に囲まれた、優雅な館です。当平塚市出身

の百武由紀女史が磨き上げられた、いぶし銀のような

ヴィオラの音色で名曲の数々を演奏します。小さなホ

ールでの贅沢な午後をお楽しみください。

開場13：30　開演14：00

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

3,000円

60名（申込先着順）

tel・fax：0463-58-4117（担当 鈴木）

070-5086-0491　mail：mitsu_szk@yahoo.co.jp

水交社の保存と利用をすすめる会

平塚市教育委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜28｜土｜文化講座「武将と名刀」

小笠原信夫氏による日本刀のお話を行います。

例えば、「源頼光と童子切安綱」・「坂上田村麻呂と鞍

馬寺の大刀」・「北条時頼と鬼丸国綱」・「楠正成と小

竜景光」以来、戦国武将織田信長・豊臣秀吉・徳川家

康などが用いた愛刀が出て来ます。

14：00～16：00

旧横浜ゴム平塚製造所記念館　第１会議室

無料

5０名（椅子席）、立ち見が出来ます（若干名）

tel：0463-35-8124　平塚市社会教育課文化財保護担当

平塚市教育委員会・記念館企画委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

10｜19｜土｜～20｜日｜第6回ひらつか音楽のおくりもの

八幡山の洋館で行う「音楽のおくりもの」です。　プロ・ア

マ・学生及び年齢や性別を問わずに募集によって選ば

れた演奏者による音楽会、演奏者は持ち時間内(1時

間)で曲目の選定・進行を行います(9人（団体）／1日

を予定)、土曜日がクラシック系・日曜日が自由曲と成

ります。

10：00～19：00（両日とも予定）

旧横浜ゴム平塚製造所記念館　第１会議室

無料

7月に募集し多数の場合は抽選で決定する、

計19人（団体）を予定

６０名（椅子席）、立ち見が可能（若干名）

tel：0463-35-8124　平塚市社会教育課文化財保護担当

平塚市教育委員会・記念館企画委員会

時　　間

会　　場

入場料

出演者

定　　員

お問合せ

主　　催

11｜9｜土｜グリーンハウス物語・第14話
講演会＆ビデオ上映＆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

ドの設計により昭和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80年を経た歴史的建造物です。ゴルフ場は関

東一の眺望を誇り、当時の著名人が交流する華麗な

舞台となりました。一方、今年で創立100年を迎える

『東京ゴルフ倶楽部』（当時朝霞、現狭山）も当時アリソ

ンが設計、レーモンドがクラブハウスを設計しました。兄

弟コースとも言える同倶楽部の理事で広報委員長の

水野勝之氏をお招きして、日本のゴルフと名門ゴルフ

場の歴史とエピソードなど「グリーンハウス」の旧ラウン

ジでお話を伺います。ビデオ、藤沢の「百年名家」とお

馴染みのコンサートもお楽しみ下さい。

14：30　ビデオ鑑賞「藤沢の百年名家」　

15：15　講演会 「日本のゴルフと東京ゴルフ倶楽部」

　　　　　　 講師　水野　勝之氏

　　　　　　 東京ゴルフ倶楽部　理事　広報委員長

　　　　　　　（編纂室委員、100周年記念誌編纂担当）

16：20　「コンサート」歌と演奏　アンサンブル・アモーレ

17：30 懇親会「有志、会費制(実費)」

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)

120名

11月2日まで　faxまたはメールにて

fax：0466-82-0517、hidemiyata@nifty.com (宮田)

善行雑学大学

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

遊行寺信徒会館
藤沢市西富1-8-1

藤沢駅北口より徒歩15分

10｜12｜土｜◆おとなの遠足-第13回

「旧藤沢宿-まちなかアートめぐり」
旧藤沢宿地区の歴史的なスポットや建物をめぐりなが

ら、　開催中の「藤沢今昔・まちなかアートめぐり2013」

を鑑賞します。　新しい試みで夕方スタートのライトアッ

プツアーとなります。

現代アート展示による歴史的景観の保全活用の取り

組みを是非、ご覧ください。

17：00～19：00

小田急「藤沢本町」駅改札前（16：45集合）

５００円（保険代・資料代）

20人（申込は9月25日から、先着順）

※別途、ミニレクチャー・懇親会もあります（参加費2,000円）

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

集　　合

参加費

定　　員

主　　催

11｜16｜土｜◆おとなの遠足-第14回
「江の島みちを歩く」
現在の藤沢橋周辺は古くから東海道、大山街道、江の

島道などが交差する交通の要所でした。今も残る「江

の島道標」など往時の名残りをたどりながら江の島詣

でに出かけた人々の気持ちになって龍口寺から遊行寺

橋まで歩いてみましょう。終点は蔵まえギャラリーです。

10：00～12：00

江ノ電「江ノ島」駅改札前（9：45集合）

５００円（保険代・資料代）

20人（申込は10月25日から、先着順）

※別途、ランチ・ミニレクチャーがあります（参加費1,500円）

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

集　　合

参加費

定　　員

主　　催

◆左記「おとなの遠足」申込み先

藤沢市藤沢　630-1　蔵まえギャラリー

tel・fax：0466-25-9909

mail：a_whto@yahoo.co.jp

電話は午前11時から午後5時まで受付けます。

それぞれの受付開始前は受付けませんのでご注意ください。

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122

JR藤沢駅北口バスターミナル5番

旧後藤医院
藤沢市鵠沼橋1-14-7

JR藤沢駅南口より徒歩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

11｜9｜土｜～映像とフル－トでつなぐ小泉八雲の世界～
「ハーンが見た明治の鎌倉」
明治２３年鎌倉を見聞したハ－ンはその感動を世界に

伝えました。往時を物語るお屋敷でハ－ンの眼差しを

鎌倉ペンクラブ会員・土谷精作氏がパワ－ポイントと夫

人の朗読をはさんで解説します。

八雲ファンで鎌倉出身のフル－ト奏者吉川久子氏の作

曲による　「八雲の子守歌」などを披露していただきま

す。懇親会はハ－ンゆかりのお菓子とお茶をいただきな

がら出演者とおくつろぎください。　

13：00～15：30

鎌倉投信邸

3,000円（茶菓子代込）

40名（申込先着順）

tel・fax：0467-32-1650（事務局 稲田）

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp

鎌倉邸園文化クリエイション

鎌倉投信（株）

鎌倉市

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

吉川久子 小泉八雲切手土谷精作

11｜16｜土｜鎌倉の別荘地時代を歩く
―長谷・由比ガ浜地区―

鎌倉は明治期に海浜保養都市として発展した町です。

長谷・坂ノ下・由比ガ浜地区の明治・大正時代・別荘

地時代はどうだったのだろうか。別荘族にはどのような

人々がいたのだろうか。鎌倉の別荘地化はどの程度進

んだのだろうか。かつての別荘地時代の残り香を求め

て、小さな旅を予定しています。

＜コース＞　江ノ電長谷駅前集合→三橋旅館跡→旧

山本条太郎別荘→その後長谷地区・坂ノ下地区・由

比ガ浜地区の旧別荘地帯を歩く→昼（軽）食（若宮

荘）→一の鳥居解散

10：00～13：30

10：00　江ノ電長谷駅前（出口は1か所です）

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

鎌倉投信邸

旧山本条太郎邸

グリーンハウス

まちなかアートめぐり

蔵まえギャラリー

藍染体験会

旧モーガン邸中門

鎌倉駅東口から徒歩20分
バス停「岐れ道」下車徒歩3分

八幡山の洋館（旧横浜ゴム
平塚製造所記念館）は、明
治40年代に建てられイギリ
スに本社が在ったノーベル
社などの技術者が滞在し執
務した、日本で唯一のノーベ
ル賞に関係する建物です。

八幡山の洋館HP

http://www.hiratsuka-yokan1906.jp/

鎌倉・藤沢 藤沢・平塚
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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

トレアージュ白幡
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

横浜国大付属
鎌倉小学校

鶴岡八幡宮

鎌倉駅東口

岐れ道
バス停

鎌倉投信邸

11｜17｜日｜旧モーガン邸のための講談会

藤沢市大鋸在住の講談師一龍斎春水さんが、新作

「講談モーガン邸」を口演してくださったのが2006年の

邸園文化祭です。初演から7年、再建の糸口を模索し

続ける守る会に勇気と元気を、そして在りし日のモーガ

ン邸を知らない方々にもその魅力が伝わるよう、再び

口演してくださいます。

演目は「モーガン邸物語」「杉山和一苦心の管鍼」

13：00～15：30

遊行寺信徒会館（藤沢市西富1-8-1）

2,000円（床座）、2,200円（イス席）

150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

入場料

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜8｜日｜◆おとなの遠足-第12回

「湘南の丘の上のリゾート」

湘南ふじさわ歴史文化めぐり

湘南藤沢の丘の上に立地する善行の旧藤澤カントリー

倶楽部　跡地の、グリーンハウス（県立体育センター内）

と聖園女学院内のゴルフコース跡地をたずね、藤沢に

隣接する横浜の旧住友家俣野別邸の庭園を散策し、

大鋸の建築家モーガンの旧邸まで歩き、丘の上のリゾ

ートの魅力を探ります。

湘南藤沢文化ネットワークが行う「おとなの遠足」企画より３コースを紹介します。藤沢の歴史文化に触れながら、

歴史的建物やまちなみをお楽しみください。

9：30～12：00

小田急「善行」駅改札前（9：15集合）

５００円（保険代・資料代）

30人（申込は8月25日から、先着順）

※ランチ・ミニレクチャー検討中

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

集　　合

参加費

定　　員

主　　催

11｜23｜土・祝｜国登録有形文化財－旧後藤医院
で聴く親と子の長唄演奏会
昭和初期の木造医院で現在でも学ぶところの多い建

造物です。そこの和室で六四次三味線塾の子供たちと

親が長唄の名曲(越後獅子や勧進帳)を抜粋してお聞

かせします。同時に特徴ある建物内部をご案内いたし

ます。

第一部　11：30～　第二部13：30～

旧後藤医院(現・鵠沼橘市民の家)

無料

各回２０名程度

当日直接会場にお越しください。

tel：080-1211-7726（そしろだ）

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

小笠原信夫

一龍斎春水

水野勝之

グリーンハウス

大刀と脇差

音楽のおくりもの11｜8｜金｜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藍染体験会

をおこなっています。初心者もリピーターも歓迎いたしま

す。楽しみにして下さる方のために、素材も基本の布以

外に、追加で染められるように各種用意いたします。

秋の一日をモーガン邸庭園でゆったりとお過ごしくださ

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

11｜10｜日｜八幡山の洋館 秋のヴィオラコンサート

明治時代のイギリス風木造洋館でヴィオラの響きを！

’０８に八幡山公園に解体移築されて生れかわり、国の

有形文化財に登録されました。大きな楠やヒマラヤ杉、

バラの花園に囲まれた、優雅な館です。当平塚市出身

の百武由紀女史が磨き上げられた、いぶし銀のような

ヴィオラの音色で名曲の数々を演奏します。小さなホ

ールでの贅沢な午後をお楽しみください。

開場13：30　開演14：00

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）

3,000円

60名（申込先着順）

tel・fax：0463-58-4117（担当 鈴木）

070-5086-0491　mail：mitsu_szk@yahoo.co.jp

水交社の保存と利用をすすめる会

平塚市教育委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜28｜土｜文化講座「武将と名刀」

小笠原信夫氏による日本刀のお話を行います。

例えば、「源頼光と童子切安綱」・「坂上田村麻呂と鞍

馬寺の大刀」・「北条時頼と鬼丸国綱」・「楠正成と小

竜景光」以来、戦国武将織田信長・豊臣秀吉・徳川家

康などが用いた愛刀が出て来ます。

14：00～16：00

旧横浜ゴム平塚製造所記念館　第１会議室

無料

5０名（椅子席）、立ち見が出来ます（若干名）

tel：0463-35-8124　平塚市社会教育課文化財保護担当

平塚市教育委員会・記念館企画委員会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

お問合せ

主　　催

10｜19｜土｜～20｜日｜第6回ひらつか音楽のおくりもの

八幡山の洋館で行う「音楽のおくりもの」です。　プロ・ア

マ・学生及び年齢や性別を問わずに募集によって選ば

れた演奏者による音楽会、演奏者は持ち時間内(1時

間)で曲目の選定・進行を行います(9人（団体）／1日

を予定)、土曜日がクラシック系・日曜日が自由曲と成

ります。

10：00～19：00（両日とも予定）

旧横浜ゴム平塚製造所記念館　第１会議室

無料

7月に募集し多数の場合は抽選で決定する、

計19人（団体）を予定

６０名（椅子席）、立ち見が可能（若干名）

tel：0463-35-8124　平塚市社会教育課文化財保護担当

平塚市教育委員会・記念館企画委員会

時　　間

会　　場

入場料

出演者

定　　員

お問合せ

主　　催

11｜9｜土｜グリーンハウス物語・第14話
講演会＆ビデオ上映＆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

ドの設計により昭和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80年を経た歴史的建造物です。ゴルフ場は関

東一の眺望を誇り、当時の著名人が交流する華麗な

舞台となりました。一方、今年で創立100年を迎える

『東京ゴルフ倶楽部』（当時朝霞、現狭山）も当時アリソ

ンが設計、レーモンドがクラブハウスを設計しました。兄

弟コースとも言える同倶楽部の理事で広報委員長の

水野勝之氏をお招きして、日本のゴルフと名門ゴルフ

場の歴史とエピソードなど「グリーンハウス」の旧ラウン

ジでお話を伺います。ビデオ、藤沢の「百年名家」とお

馴染みのコンサートもお楽しみ下さい。

14：30　ビデオ鑑賞「藤沢の百年名家」　

15：15　講演会 「日本のゴルフと東京ゴルフ倶楽部」

　　　　　　 講師　水野　勝之氏

　　　　　　 東京ゴルフ倶楽部　理事　広報委員長

　　　　　　　（編纂室委員、100周年記念誌編纂担当）

16：20　「コンサート」歌と演奏　アンサンブル・アモーレ

17：30 懇親会「有志、会費制(実費)」

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)

120名

11月2日まで　faxまたはメールにて

fax：0466-82-0517、hidemiyata@nifty.com (宮田)

善行雑学大学

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

遊行寺信徒会館
藤沢市西富1-8-1

藤沢駅北口より徒歩15分

10｜12｜土｜◆おとなの遠足-第13回

「旧藤沢宿-まちなかアートめぐり」
旧藤沢宿地区の歴史的なスポットや建物をめぐりなが

ら、　開催中の「藤沢今昔・まちなかアートめぐり2013」

を鑑賞します。　新しい試みで夕方スタートのライトアッ

プツアーとなります。

現代アート展示による歴史的景観の保全活用の取り

組みを是非、ご覧ください。

17：00～19：00

小田急「藤沢本町」駅改札前（16：45集合）

５００円（保険代・資料代）

20人（申込は9月25日から、先着順）

※別途、ミニレクチャー・懇親会もあります（参加費2,000円）

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

集　　合

参加費

定　　員

主　　催

11｜16｜土｜◆おとなの遠足-第14回
「江の島みちを歩く」
現在の藤沢橋周辺は古くから東海道、大山街道、江の

島道などが交差する交通の要所でした。今も残る「江

の島道標」など往時の名残りをたどりながら江の島詣

でに出かけた人々の気持ちになって龍口寺から遊行寺

橋まで歩いてみましょう。終点は蔵まえギャラリーです。

10：00～12：00

江ノ電「江ノ島」駅改札前（9：45集合）

５００円（保険代・資料代）

20人（申込は10月25日から、先着順）

※別途、ランチ・ミニレクチャーがあります（参加費1,500円）

湘南藤沢文化ネットワーク

時　　間

集　　合

参加費

定　　員

主　　催

◆左記「おとなの遠足」申込み先

藤沢市藤沢　630-1　蔵まえギャラリー

tel・fax：0466-25-9909

mail：a_whto@yahoo.co.jp

電話は午前11時から午後5時まで受付けます。

それぞれの受付開始前は受付けませんのでご注意ください。

旧モーガン邸
藤沢市大鋸1122

JR藤沢駅北口バスターミナル5番

旧後藤医院
藤沢市鵠沼橋1-14-7

JR藤沢駅南口より徒歩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

11｜9｜土｜～映像とフル－トでつなぐ小泉八雲の世界～
「ハーンが見た明治の鎌倉」
明治２３年鎌倉を見聞したハ－ンはその感動を世界に

伝えました。往時を物語るお屋敷でハ－ンの眼差しを

鎌倉ペンクラブ会員・土谷精作氏がパワ－ポイントと夫

人の朗読をはさんで解説します。

八雲ファンで鎌倉出身のフル－ト奏者吉川久子氏の作

曲による　「八雲の子守歌」などを披露していただきま

す。懇親会はハ－ンゆかりのお菓子とお茶をいただきな

がら出演者とおくつろぎください。　

13：00～15：30

鎌倉投信邸

3,000円（茶菓子代込）

40名（申込先着順）

tel・fax：0467-32-1650（事務局 稲田）

mail：inadaxxx@yahoo.co.jp

鎌倉邸園文化クリエイション

鎌倉投信（株）

鎌倉市

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

共　　催

後　　援

吉川久子 小泉八雲切手土谷精作

11｜16｜土｜鎌倉の別荘地時代を歩く
―長谷・由比ガ浜地区―

鎌倉は明治期に海浜保養都市として発展した町です。

長谷・坂ノ下・由比ガ浜地区の明治・大正時代・別荘

地時代はどうだったのだろうか。別荘族にはどのような

人々がいたのだろうか。鎌倉の別荘地化はどの程度進

んだのだろうか。かつての別荘地時代の残り香を求め

て、小さな旅を予定しています。

＜コース＞　江ノ電長谷駅前集合→三橋旅館跡→旧

山本条太郎別荘→その後長谷地区・坂ノ下地区・由

比ガ浜地区の旧別荘地帯を歩く→昼（軽）食（若宮

荘）→一の鳥居解散

10：00～13：30

10：00　江ノ電長谷駅前（出口は1か所です）

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

鎌倉投信邸

旧山本条太郎邸

グリーンハウス

まちなかアートめぐり

蔵まえギャラリー

藍染体験会

旧モーガン邸中門

鎌倉駅東口から徒歩20分
バス停「岐れ道」下車徒歩3分

八幡山の洋館（旧横浜ゴム
平塚製造所記念館）は、明
治40年代に建てられイギリ
スに本社が在ったノーベル
社などの技術者が滞在し執
務した、日本で唯一のノーベ
ル賞に関係する建物です。

八幡山の洋館HP

http://www.hiratsuka-yokan1906.jp/

鎌倉・藤沢 藤沢・平塚



7 8

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

大磯城山公園

旧安田善次郎邸

大磯迎賓舘

（大磯町郷土資料館）

ラディアン

二宮町
役場

会場案内図
掲示板

写真展
会場エリア

東大果樹園跡地

JR二宮駅

1

北
口
通
�

JR東海道本線

東海道新幹線

十五夜 9｜19｜木｜

十三夜 10｜17｜木｜

旧安田善次郎邸のお月見の会

遠くに海を望む旧安田善次郎邸でお月見の会を催し

ます。

夕暮れの安田邸庭園の散策、雅楽による音楽、お月見

弁当をいただきながら名月を鑑賞しませんか。

16：30（集合）17：00～19：00

旧安田善次郎邸（JR大磯駅より徒歩6分）

3,500円（雅楽鑑賞、お月見弁当・お土産付き）

各日30名   

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

主　　催

10｜11｜金｜・22｜火｜邸園文化を支えた大磯宿
歴史と味の散歩路
江戸時代宿場町で栄えた大磯宿は、明治時代になる

と政財界の賢人の別荘文化を支えてきました。歴史あ

る大磯宿をまちあるきで堪能し、石井本陣跡に建つ汐

彩のお宿大内館で季節の篭会席料理を頂きます。

10：00～13：30　（9：30）受付開始

大磯迎賓舘前（大磯駅前）　

4,000円（篭会席付き）

各日40名

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

11｜29｜金｜旧安田善次郎邸のお茶室で
お点前を楽しむ会
お茶が初めての方でも気軽に参加いただける催しで

す。旧安田善次郎邸のお茶室で大磯銘菓とお抹茶頂

き、お庭巡りで邸園文化を味わっていただきます。お庭

の見学後、大磯の邸園をめぐるまち歩きを楽しんでい

ただくコースも有ります。

【Aコース】（邸園めぐり付き）

午前の部9：30～　　午後の部13：30～
2,500円（お茶＋銘菓、邸園見学含む）  

【Bコース】

午前の部9：30～　　午後の部13：00～
2,000円（お茶＋銘菓付き）

旧安田善次郎邸（JR大磯駅より徒歩6分）

各回16名

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

参加費

時　　間

参加費

会　　場

定　　員

主　　催

11｜12｜火｜・22｜金｜伊藤博文公ゆかりの大磯巡り

大磯には8人の総理大臣が居を構えました。その中の

一人、初代内閣総理大臣伊藤博文ゆかりの大磯巡り

です。大磯町郷土資料館の学芸員による伊藤公の功

績と大磯の邸園文化の講演後、伊藤公ゆかりの地を

訪ねるまちあるき、伊藤公の料理長をつとめた松尾千

代吉が明治３６年創業した老舗割烹「松月」でミニ懐

石を召しあがって頂きます。

10：00～14：00 

県立大磯城山公園内大磯町郷土資料館（旧三井別邸跡）

4,500円（ミニ懐石付き）

各日16名

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

11｜27｜水｜～12｜1｜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　11：00～予定　　「もみじまつり」　

模擬店・竹細工教室他　（その他のプログラムも企画

中、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

日時：11／27（水）～12／1（日）　点灯16：30～20：30

②紅葉くつろぎ音楽会

日時：11／30（土）～12／1（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」

県立大磯城山公園管理事務所

tel：0463-61-0355

mail：oiso-joyama@kanagawa-park.or.jp

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｜23｜土・祝｜～12｜15｜日｜二宮の魅力発見!未来に伝えたい写真展
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」
会場は、まちなかの十数か所。二宮駅駅前、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、湘南の魅力として発

見した「生活文化や季節を感じる風景」を各会場のテ

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

まちづくり工房「しお風」

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｜日｜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幸吉男爵の別荘

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、

遺跡、庭園、みかん山などを見て回り、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。

9：30～15：00（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

15名

tel：090-3142-9358（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜7｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」
紅葉の美しい吾妻山、自然風紅葉庭園、海岸地域の

自然や吉田五十八が設計した旧山川邸などを巡り、

地元の人たちとふれあいながら、二宮の生活文化や季

節の魅力を発見する「体験型」ツアーです。

※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」選択していただけます。

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）

15名

tel：090-3142-9358（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜7｜土｜～10｜6｜日｜上田菊明の世界
ー足柄刺繍の技と美ー
小田原で近代の輸出産業として盛んだった刺繍の技

法を基に、用布や糸にぼかし染めを施し、芯肉に綿糸

を高く入れる立体的で独自な表現を確立した「足柄刺

繍」の作品を紹介します。

9：00～17：00　

松永記念館

300円（大学生以下無料）

10：00～15：30

板橋内野邸（元醤油醸造業経営）

150円（内野邸施設見学料として）

tel：0465-23-1377　(小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

時　　間

会　　場

観覧料

時　　間

会　　場

観覧料

お問合せ

主　　催

関連イベント
上田菊明の足柄刺繍―帯と野草小額―
9月21日｜土｜～23日｜月・祝｜
板橋・内野邸（元醤油醸造業経営）において帯と野草

小額の作品を展示します。

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

9｜19｜木｜清閑亭 十五夜観月会・琵琶奏
（特選菓子プレート付き）

相模湾が見渡せる清閑亭からの月。十五夜に音楽を

鑑賞しながら、小田原の特選菓子プレートも味わう、優

雅なお月見会です。今回は琵琶奏者田原順子さんを

お迎えし、幽玄の世界を演出します。

18：30～20：30　(18：00受付開始)

田原順子　（筑前琵琶奏者）

2,000円　(特選菓子プレート付き)

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

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜5｜土｜～13｜日｜清閑亭 小田原工芸作家
「ふだんつかいのもの」展
シンプルで自然な風合い。ふだんつかいの食器や家具

を、目で楽しむだけでなく、カフェスペースで使っていた

だけます。期間中、作品を使ったオーガニックのスィー

ツバーも併催(限定開設※日付未定)。

11：00～16：00 （火曜休館）

入館無料　※喫茶・スィーツバー有料

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

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や蔵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）

ふだんつかいのもの展

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

上田菊明
「巡る季節 partⅠ」

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492

JR大磯駅から徒歩6分

県立大磯城山公園
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9/19、10/11・17・22、11/12・22・29のイベント

の申込方法・受付期間は大磯町観光協会のホーム

ページをご覧下さい。

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

旧安田善次郎邸

茅ヶ崎館大広間

佐野周二・小津安二郎

旧安田善次郎邸茶室

大磯町郷土資料館

もみじのライトアップ

11｜3｜日｜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　「父ありき」
茅ヶ崎で唯一の登録有形文化財茅ヶ崎館にて、ゆかり

の小津安二郎監督作品「父ありき」の上映を行います。

昭和17年頃に茅ヶ崎館で執筆された傑作を上映。

終了後には、茅ヶ崎館の歴史説明と館内見学がござ

います。没後50年を記念するこの機会に、小津監督の

世界観をお楽しみ下さい。

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@chi-bunkei.net

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

10｜26｜土｜茅ヶ崎と藝能―別荘地時代を歩くー

茅ヶ崎の別荘地時代は藝能史に関わりが深い。九代

目市川團十郎に始まり、川上音二郎・貞奴、土方与

志、友田恭助、小津安二郎など茅ヶ崎の明治・大正期

別荘地時代をたどる小さな旅をしませんか。

＜コース＞茅ヶ崎駅南口集合→バスにて南湖入口→　

伴田坂（南湖座跡）→南湖院→茅ヶ崎館（お茶＋お菓

子）小津安二郎仕事場見学→川上音二郎・貞奴別荘

跡（萬松園　現茅ヶ崎美術館）

13：30～16：30

ＪＲ茅ヶ崎駅南口階段下

島本千也（地理・地域研究者）

2,500円（＋市内バス170円）

茅ヶ崎館で（お茶＋お菓子）休憩

２５ 名

tel・fax：0466-34-7100（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

平塚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

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

O邸自然風紅葉庭園 旧山川邸

みかん山 東大二宮果樹園建物と周辺

落花生工場での写真展

旧山川邸内

茅ヶ崎・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

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

大磯城山公園

旧安田善次郎邸

大磯迎賓舘

（大磯町郷土資料館）

ラディアン

二宮町
役場

会場案内図
掲示板

写真展
会場エリア

東大果樹園跡地

JR二宮駅

1

北
口
通
�

JR東海道本線

東海道新幹線

十五夜 9｜19｜木｜

十三夜 10｜17｜木｜

旧安田善次郎邸のお月見の会

遠くに海を望む旧安田善次郎邸でお月見の会を催し

ます。

夕暮れの安田邸庭園の散策、雅楽による音楽、お月見

弁当をいただきながら名月を鑑賞しませんか。

16：30（集合）17：00～19：00

旧安田善次郎邸（JR大磯駅より徒歩6分）

3,500円（雅楽鑑賞、お月見弁当・お土産付き）

各日30名   

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

会　　場

参加費

定　　員

主　　催

10｜11｜金｜・22｜火｜邸園文化を支えた大磯宿
歴史と味の散歩路
江戸時代宿場町で栄えた大磯宿は、明治時代になる

と政財界の賢人の別荘文化を支えてきました。歴史あ

る大磯宿をまちあるきで堪能し、石井本陣跡に建つ汐

彩のお宿大内館で季節の篭会席料理を頂きます。

10：00～13：30　（9：30）受付開始

大磯迎賓舘前（大磯駅前）　

4,000円（篭会席付き）

各日40名

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

11｜29｜金｜旧安田善次郎邸のお茶室で
お点前を楽しむ会
お茶が初めての方でも気軽に参加いただける催しで

す。旧安田善次郎邸のお茶室で大磯銘菓とお抹茶頂

き、お庭巡りで邸園文化を味わっていただきます。お庭

の見学後、大磯の邸園をめぐるまち歩きを楽しんでい

ただくコースも有ります。

【Aコース】（邸園めぐり付き）

午前の部9：30～　　午後の部13：30～
2,500円（お茶＋銘菓、邸園見学含む）  

【Bコース】

午前の部9：30～　　午後の部13：00～
2,000円（お茶＋銘菓付き）

旧安田善次郎邸（JR大磯駅より徒歩6分）

各回16名

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

参加費

時　　間

参加費

会　　場

定　　員

主　　催

11｜12｜火｜・22｜金｜伊藤博文公ゆかりの大磯巡り

大磯には8人の総理大臣が居を構えました。その中の

一人、初代内閣総理大臣伊藤博文ゆかりの大磯巡り

です。大磯町郷土資料館の学芸員による伊藤公の功

績と大磯の邸園文化の講演後、伊藤公ゆかりの地を

訪ねるまちあるき、伊藤公の料理長をつとめた松尾千

代吉が明治３６年創業した老舗割烹「松月」でミニ懐

石を召しあがって頂きます。

10：00～14：00 

県立大磯城山公園内大磯町郷土資料館（旧三井別邸跡）

4,500円（ミニ懐石付き）

各日16名

公益社団法人　大磯町観光協会

時　　間

集合場所

参加費

定　　員

主　　催

11｜27｜水｜～12｜1｜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　11：00～予定　　「もみじまつり」　

模擬店・竹細工教室他　（その他のプログラムも企画

中、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

日時：11／27（水）～12／1（日）　点灯16：30～20：30

②紅葉くつろぎ音楽会

日時：11／30（土）～12／1（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」

県立大磯城山公園管理事務所

tel：0463-61-0355

mail：oiso-joyama@kanagawa-park.or.jp

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｜23｜土・祝｜～12｜15｜日｜二宮の魅力発見!未来に伝えたい写真展
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」
会場は、まちなかの十数か所。二宮駅駅前、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、湘南の魅力として発

見した「生活文化や季節を感じる風景」を各会場のテ

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

まちづくり工房「しお風」

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｜日｜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幸吉男爵の別荘

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、

遺跡、庭園、みかん山などを見て回り、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。

9：30～15：00（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

15名

tel：090-3142-9358（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

12｜7｜土｜walk walk（ワクワク）地域探険ツアー
「湘南の残したい資産、生活文化や季節を感じる風景」
紅葉の美しい吾妻山、自然風紅葉庭園、海岸地域の

自然や吉田五十八が設計した旧山川邸などを巡り、

地元の人たちとふれあいながら、二宮の生活文化や季

節の魅力を発見する「体験型」ツアーです。

※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」選択していただけます。

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）

15名

tel：090-3142-9358（神保）

mail：shiokaze@mj.scn-net.ne.jp 

まちづくり工房「しお風」

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

9｜7｜土｜～10｜6｜日｜上田菊明の世界
ー足柄刺繍の技と美ー
小田原で近代の輸出産業として盛んだった刺繍の技

法を基に、用布や糸にぼかし染めを施し、芯肉に綿糸

を高く入れる立体的で独自な表現を確立した「足柄刺

繍」の作品を紹介します。

9：00～17：00　

松永記念館

300円（大学生以下無料）

10：00～15：30

板橋内野邸（元醤油醸造業経営）

150円（内野邸施設見学料として）

tel：0465-23-1377　(小田原市郷土文化館）

小田原邸園文化ネットワーク・松永記念館

時　　間

会　　場

観覧料

時　　間

会　　場

観覧料

お問合せ

主　　催

関連イベント
上田菊明の足柄刺繍―帯と野草小額―
9月21日｜土｜～23日｜月・祝｜
板橋・内野邸（元醤油醸造業経営）において帯と野草

小額の作品を展示します。

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

9｜19｜木｜清閑亭 十五夜観月会・琵琶奏
（特選菓子プレート付き）

相模湾が見渡せる清閑亭からの月。十五夜に音楽を

鑑賞しながら、小田原の特選菓子プレートも味わう、優

雅なお月見会です。今回は琵琶奏者田原順子さんを

お迎えし、幽玄の世界を演出します。

18：30～20：30　(18：00受付開始)

田原順子　（筑前琵琶奏者）

2,000円　(特選菓子プレート付き)

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

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜5｜土｜～13｜日｜清閑亭 小田原工芸作家
「ふだんつかいのもの」展
シンプルで自然な風合い。ふだんつかいの食器や家具

を、目で楽しむだけでなく、カフェスペースで使っていた

だけます。期間中、作品を使ったオーガニックのスィー

ツバーも併催(限定開設※日付未定)。

11：00～16：00 （火曜休館）

入館無料　※喫茶・スィーツバー有料

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

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や蔵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）

ふだんつかいのもの展

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

上田菊明
「巡る季節 partⅠ」

旧安田善次郎邸
大磯町大磯492

JR大磯駅から徒歩6分

県立大磯城山公園
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9/19、10/11・17・22、11/12・22・29のイベント

の申込方法・受付期間は大磯町観光協会のホーム

ページをご覧下さい。

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

旧安田善次郎邸

茅ヶ崎館大広間

佐野周二・小津安二郎

旧安田善次郎邸茶室

大磯町郷土資料館

もみじのライトアップ

11｜3｜日｜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　「父ありき」
茅ヶ崎で唯一の登録有形文化財茅ヶ崎館にて、ゆかり

の小津安二郎監督作品「父ありき」の上映を行います。

昭和17年頃に茅ヶ崎館で執筆された傑作を上映。

終了後には、茅ヶ崎館の歴史説明と館内見学がござ

います。没後50年を記念するこの機会に、小津監督の

世界観をお楽しみ下さい。

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@chi-bunkei.net

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

10｜26｜土｜茅ヶ崎と藝能―別荘地時代を歩くー

茅ヶ崎の別荘地時代は藝能史に関わりが深い。九代

目市川團十郎に始まり、川上音二郎・貞奴、土方与

志、友田恭助、小津安二郎など茅ヶ崎の明治・大正期

別荘地時代をたどる小さな旅をしませんか。

＜コース＞茅ヶ崎駅南口集合→バスにて南湖入口→　

伴田坂（南湖座跡）→南湖院→茅ヶ崎館（お茶＋お菓

子）小津安二郎仕事場見学→川上音二郎・貞奴別荘

跡（萬松園　現茅ヶ崎美術館）

13：30～16：30

ＪＲ茅ヶ崎駅南口階段下

島本千也（地理・地域研究者）

2,500円（＋市内バス170円）

茅ヶ崎館で（お茶＋お菓子）休憩

２５ 名

tel・fax：0466-34-7100（島本）

mail：cef36690@jcom.home.ne.jp

平塚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

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

O邸自然風紅葉庭園 旧山川邸

みかん山 東大二宮果樹園建物と周辺

落花生工場での写真展

旧山川邸内

茅ヶ崎・大磯 二宮・小田原
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10｜19｜土｜

10｜17｜木｜清閑亭 十三夜観月会コンサート
(特選・懐石料理付き)

十三夜観月会は、特選十三夜・懐石料理に舌鼓を打

ち、三味線コンサートを楽しむ、２度も美味しい大人のお

月見会です。コンサートには、地歌演奏家(三味線唄)の

上田恵子さんをお迎えし、邸園のお月見にふさわしい

音曲をお楽しみいただきます。

18：30～20：30　(18：00受付開始)

上田恵子（三味線）

5,000円　(特選・懐石料理付き)

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

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜10｜日｜清閑亭「小田原・坂の上の雲ツアー」
(海軍カレー付き)

「坂の上の雲」で描かれた軍人ゆかりの邸園めぐりに加

え、小田原で亡くなった名参謀・秋山真之にちなんだ

「秋山海軍カレー」と「よこすか海軍カレー」の食べ比

べ。さらに、「カレーの街よこすか」を宣言し、「海軍カ

レー」によるまちづくりに挑んだ青木猛さんの奮闘記ま

で聞ける超お得なツアーです。

＜コース＞清閑亭(講演＆昼食）→秋山真之終焉の地

→山縣有朋・古稀庵流水式庭園散策→箱根板橋駅

（解散）

11：00～15：30（11：00清閑亭集合）

青木猛さん（元横須賀市観光課長）

2,000円　(2種の海軍カレー付き)

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

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

①10｜20｜日｜

②11｜3｜日｜

政財界人の邸園巡りと
邸主が愛したグルメツアー①・②

近代日本を築いた政財界人の邸園と小田原老舗グ

ルメを巡る、大人気のツアーです。

＜コース＞箱根板橋駅(集合)→旧内野醤油店→小田

原城主勧進秋葉山→電力王の松永安左ヱ門旧邸・

老欅荘→大倉財閥の大倉喜八郎旧別邸門→首相の

山縣有朋旧別邸・古稀庵→小田原グルメ(昼食)→清

閑亭(老舗グルメ)→小田原城入口(解散)

10：00～15：30(10：00 箱根板橋駅前集合)

3,000円　(グルメの昼食&老舗グルメ付き)

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

10｜11｜金｜予備日25｜金｜湘南邸園めぐり・スケッチ会
@鎌倉文学館(ミニ・まち歩き付き)
湘南の邸園を順次めぐるスケッチ会です。今回の会場

は、昭和11年、旧加賀藩主前田家第16代当主前田利

為侯爵が建築した鎌倉文学館。青く輝く湘南の海が

一望できる谷戸に建つ洋館です。お庭でのスケッチを

お楽しみください。島本千也さんガイドによる駅周辺の

ミニ・まち歩きも付いています。

10：00～15：00　(10：00江ノ電由比ガ浜駅集合)

島本千也(まち歩きの講師・別荘研究)

渡辺望 （スケッチの講師・美術家）

2,000円(講師料、保険)

25名(昼食と飲物は各自ご持参ください)

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

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜24｜木｜～31｜木｜清閑亭 現代美術展アーティスト 
レジデンス in 小田原
国内外から集まった10数名の現代アーティストが、小

田原でともに過ごしながら制作した作品を展示します。

各アーティストが小田原から得たインスピレーションを

ご覧ください。

11：00～16：00 （火曜休館）

入館無料　※喫茶有料

tel・fax：0465-22-2834（清閑亭）

西湘地区アーティストインレジデンス実行委員会

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

お問合せ

主　　催

雨天順延

①12｜1｜日｜

②12｜8｜日｜

清閑亭 観楓会
紅葉の美しい邸園めぐり①・②

（特選菓子プレート付き）　　　　　

隠れた紅葉スポットの三邸園などをめぐり、小田原の

特選菓子プレートも味わう、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（解散）

13：30～16：00　（13：30箱根板橋駅前集合）

2,000円　(特選菓子プレート付き)

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

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

→料亭大松→料亭清風楼(内部)→花街グルメ(昼食)

→籠常→籠清→田中光顕旧別邸(内部)→清閑亭(内

部･利きかま会)→小田原駅(解散・かまぼこも紹介しま

す)

10：00～15：30　(10：00小田原駅改札前集合)

3,000円　(グルメの昼食＆老舗グルメ付き)

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

11｜16｜土｜政財界人の邸園巡りと
「東海道中箱根越え三大土産」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老舗

グルメを巡る、お得なツアーです。

＜コース＞小田原駅(集合)→清閑亭→旧田中光顕別

邸→小田原グルメ(昼食)→江戸箱根八里越えの三大

土産店(丸薬ういろう、梅干、塩から)→小田原駅(解散・

かまぼこも紹介します)

10：00～15：30　(10：00 小田原駅改札前集合)

3,000円　(グルメの昼食＆老舗グルメ付き)

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

11｜2｜土｜清閑亭の白秋記念日
歌の散歩道＆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、ソプラノ歌手の橋本京子さんといっしょに、白秋童

謡の舞台を歌いめぐります。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(季節のランチ&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)

橋本京子（ソプラノ）

2,500円　(季節のランチ付き)

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

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

上田恵子

鎌倉文学館
橋本京子

昨年の観月会の様子

古稀庵門前

清閑亭の南庭

秋葉山門前

市内での作品制作と清閑亭での展示

料亭清風楼

清閑亭で利きかまぼこ

当時の手鼓舞の
様子

からたちの花の小径
（白秋の散歩道）

菓子ビュッフェ

旧田中光顕邸

紅葉の老欅荘

「ちん里う」の梅干し

松永記念館・老欅荘

※日程はお問合せください。板橋周辺歴史的建造物リレー
益田孝（鈍翁）・松永安左ヱ門（耳庵）など、近代政財

界の重鎮らが競って別邸を構えた小田原・板橋。いく

つかの建造物をテーマとする見学会や講演会等をリ

レー形式で実施し、それぞれの歴史的価値や魅力に

迫ります。9月～12月は3回の実施を予定しています。

※内容の詳細はお問合せください。

10：00～15：00頃

一部有料

各40名程度

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

伝統芸能の夕べ

11｜10｜日｜夢見遊山いたばし見聞楽

実業家、数寄茶人として知られる松永安左ヱ門（耳

庵）が、各界の名士を招いて毎年開催していた園遊会

にちなんだ催事です。松永耳庵顕彰講話会・古典芸

能の夕べ・いたばし見聞楽市・庭園コンサート・ぶらり板

橋夢散歩・夢灯篭「灯りの回廊」など、多彩なメニュー

でお待ちしています。

10：00～17:00 

無料　

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

参加費

お問合せ

主　　催

茶会

秋山真之（国会図書館）

11｜3｜日｜夢見遊山いたばし見聞楽
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方・団体も募集します

（9月15日まで）。

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

席　　料

お問合せ

主　　催

花器「つむじ風」（1926年）

10｜25｜金｜～12｜8｜日｜第3回 松永記念館 交流美術展

フランスを代表する宝飾とガラス工芸の巨匠ルネ・ラリ

ック。箱根ラリック美術館が所蔵する名品と、旧岩崎邸

の壁紙にも用いられた金唐紙（上田尚氏制作）とのア

ンサンブルをお楽しみください。ラリック作品が、和の工

芸と絶妙なハーモニーを奏でます。

9：00～17：00

一般500円　大学生・高校生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

箱根ラリック美術館・上田尚・旧岩崎邸庭園

時　　間

観覧料

お問合せ

主　　催

協　　力

観月茶会

10｜19｜土｜ 予備日20｜日｜夢見遊山いたばし見聞楽
観月茶会
近代茶道史上に大きな足跡を残した数寄者・松永安

左ヱ門（耳庵）ゆかりの松永記念館で、幽玄な十五夜

の月をめでる茶会を開催します。

17：00～20：30　

松永記念館

2,500円（5席分通し券）

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

会　　場

席　　料

お問合せ

主　　催

雨天順延

小田原 小田原
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10｜19｜土｜

10｜17｜木｜清閑亭 十三夜観月会コンサート
(特選・懐石料理付き)

十三夜観月会は、特選十三夜・懐石料理に舌鼓を打

ち、三味線コンサートを楽しむ、２度も美味しい大人のお

月見会です。コンサートには、地歌演奏家(三味線唄)の

上田恵子さんをお迎えし、邸園のお月見にふさわしい

音曲をお楽しみいただきます。

18：30～20：30　(18：00受付開始)

上田恵子（三味線）

5,000円　(特選・懐石料理付き)

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

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

11｜10｜日｜清閑亭「小田原・坂の上の雲ツアー」
(海軍カレー付き)

「坂の上の雲」で描かれた軍人ゆかりの邸園めぐりに加

え、小田原で亡くなった名参謀・秋山真之にちなんだ

「秋山海軍カレー」と「よこすか海軍カレー」の食べ比

べ。さらに、「カレーの街よこすか」を宣言し、「海軍カ

レー」によるまちづくりに挑んだ青木猛さんの奮闘記ま

で聞ける超お得なツアーです。

＜コース＞清閑亭(講演＆昼食）→秋山真之終焉の地

→山縣有朋・古稀庵流水式庭園散策→箱根板橋駅

（解散）

11：00～15：30（11：00清閑亭集合）

青木猛さん（元横須賀市観光課長）

2,000円　(2種の海軍カレー付き)

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

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

①10｜20｜日｜

②11｜3｜日｜

政財界人の邸園巡りと
邸主が愛したグルメツアー①・②

近代日本を築いた政財界人の邸園と小田原老舗グ

ルメを巡る、大人気のツアーです。

＜コース＞箱根板橋駅(集合)→旧内野醤油店→小田

原城主勧進秋葉山→電力王の松永安左ヱ門旧邸・

老欅荘→大倉財閥の大倉喜八郎旧別邸門→首相の

山縣有朋旧別邸・古稀庵→小田原グルメ(昼食)→清

閑亭(老舗グルメ)→小田原城入口(解散)

10：00～15：30(10：00 箱根板橋駅前集合)

3,000円　(グルメの昼食&老舗グルメ付き)

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

10｜11｜金｜予備日25｜金｜湘南邸園めぐり・スケッチ会
@鎌倉文学館(ミニ・まち歩き付き)
湘南の邸園を順次めぐるスケッチ会です。今回の会場

は、昭和11年、旧加賀藩主前田家第16代当主前田利

為侯爵が建築した鎌倉文学館。青く輝く湘南の海が

一望できる谷戸に建つ洋館です。お庭でのスケッチを

お楽しみください。島本千也さんガイドによる駅周辺の

ミニ・まち歩きも付いています。

10：00～15：00　(10：00江ノ電由比ガ浜駅集合)

島本千也(まち歩きの講師・別荘研究)

渡辺望 （スケッチの講師・美術家）

2,000円(講師料、保険)

25名(昼食と飲物は各自ご持参ください)

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

講　　師

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

10｜24｜木｜～31｜木｜清閑亭 現代美術展アーティスト 
レジデンス in 小田原
国内外から集まった10数名の現代アーティストが、小

田原でともに過ごしながら制作した作品を展示します。

各アーティストが小田原から得たインスピレーションを

ご覧ください。

11：00～16：00 （火曜休館）

入館無料　※喫茶有料

tel・fax：0465-22-2834（清閑亭）

西湘地区アーティストインレジデンス実行委員会

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

お問合せ

主　　催

雨天順延

①12｜1｜日｜

②12｜8｜日｜

清閑亭 観楓会
紅葉の美しい邸園めぐり①・②

（特選菓子プレート付き）　　　　　

隠れた紅葉スポットの三邸園などをめぐり、小田原の

特選菓子プレートも味わう、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（解散）

13：30～16：00　（13：30箱根板橋駅前集合）

2,000円　(特選菓子プレート付き)

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

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

→料亭大松→料亭清風楼(内部)→花街グルメ(昼食)

→籠常→籠清→田中光顕旧別邸(内部)→清閑亭(内

部･利きかま会)→小田原駅(解散・かまぼこも紹介しま

す)

10：00～15：30　(10：00小田原駅改札前集合)

3,000円　(グルメの昼食＆老舗グルメ付き)

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

11｜16｜土｜政財界人の邸園巡りと
「東海道中箱根越え三大土産」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老舗

グルメを巡る、お得なツアーです。

＜コース＞小田原駅(集合)→清閑亭→旧田中光顕別

邸→小田原グルメ(昼食)→江戸箱根八里越えの三大

土産店(丸薬ういろう、梅干、塩から)→小田原駅(解散・

かまぼこも紹介します)

10：00～15：30　(10：00 小田原駅改札前集合)

3,000円　(グルメの昼食＆老舗グルメ付き)

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

11｜2｜土｜清閑亭の白秋記念日
歌の散歩道＆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、ソプラノ歌手の橋本京子さんといっしょに、白秋童

謡の舞台を歌いめぐります。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(季節のランチ&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)

橋本京子（ソプラノ）

2,500円　(季節のランチ付き)

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

出演者

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

上田恵子

鎌倉文学館
橋本京子

昨年の観月会の様子

古稀庵門前

清閑亭の南庭

秋葉山門前

市内での作品制作と清閑亭での展示

料亭清風楼

清閑亭で利きかまぼこ

当時の手鼓舞の
様子

からたちの花の小径
（白秋の散歩道）

菓子ビュッフェ

旧田中光顕邸

紅葉の老欅荘

「ちん里う」の梅干し

松永記念館・老欅荘

※日程はお問合せください。板橋周辺歴史的建造物リレー
益田孝（鈍翁）・松永安左ヱ門（耳庵）など、近代政財

界の重鎮らが競って別邸を構えた小田原・板橋。いく

つかの建造物をテーマとする見学会や講演会等をリ

レー形式で実施し、それぞれの歴史的価値や魅力に

迫ります。9月～12月は3回の実施を予定しています。

※内容の詳細はお問合せください。

10：00～15：00頃

一部有料

各40名程度

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

参加費

定　　員

申込み＆

お問合せ

主　　催

伝統芸能の夕べ

11｜10｜日｜夢見遊山いたばし見聞楽

実業家、数寄茶人として知られる松永安左ヱ門（耳

庵）が、各界の名士を招いて毎年開催していた園遊会

にちなんだ催事です。松永耳庵顕彰講話会・古典芸

能の夕べ・いたばし見聞楽市・庭園コンサート・ぶらり板

橋夢散歩・夢灯篭「灯りの回廊」など、多彩なメニュー

でお待ちしています。

10：00～17:00 

無料　

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

参加費

お問合せ

主　　催

茶会

秋山真之（国会図書館）

11｜3｜日｜夢見遊山いたばし見聞楽
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方・団体も募集します

（9月15日まで）。

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

席　　料

お問合せ

主　　催

花器「つむじ風」（1926年）

10｜25｜金｜～12｜8｜日｜第3回 松永記念館 交流美術展

フランスを代表する宝飾とガラス工芸の巨匠ルネ・ラリ

ック。箱根ラリック美術館が所蔵する名品と、旧岩崎邸

の壁紙にも用いられた金唐紙（上田尚氏制作）とのア

ンサンブルをお楽しみください。ラリック作品が、和の工

芸と絶妙なハーモニーを奏でます。

9：00～17：00

一般500円　大学生・高校生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

箱根ラリック美術館・上田尚・旧岩崎邸庭園

時　　間

観覧料

お問合せ

主　　催

協　　力

観月茶会

10｜19｜土｜ 予備日20｜日｜夢見遊山いたばし見聞楽
観月茶会
近代茶道史上に大きな足跡を残した数寄者・松永安

左ヱ門（耳庵）ゆかりの松永記念館で、幽玄な十五夜

の月をめでる茶会を開催します。

17：00～20：30　

松永記念館

2,500円（5席分通し券）

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・板橋秋の交流会実行委員会

時　　間

会　　場

席　　料

お問合せ

主　　催

雨天順延

小田原 小田原



小田原市 (P8-10)

開催地域 （掲載ページ）

大磯町 (P7)

葉山町 (P1-2)

鎌倉市 (P3-5)

茅ヶ崎市 (P7)

平塚市 (P6)

二宮町 (P8)

藤沢市 (P5-6)

逗子市 (P2)

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。

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。

湘南邸園文化祭

第8回
第8回

2013

9

湘南邸園文化祭の開催をご支援くださるスポンサーを募集します！

湘南地域には、邸園等が集積する地区が多数存在しています。湘南邸園文化祭においては、多数の邸園等を会場とした催しや、

それらを巡るまち歩きツアーを開催しておりますが、これらの他にもまだまだ多くの魅力的な邸園等が存在しており、滅失の

危機に瀕しているものもございます。

湘南邸園文化祭連絡協議会は、湘南邸園文化祭を継続的に開催し、邸園等を保全活用して、新たな湘南文化を創造し発信して

行くため、私たちの想いに賛同し、湘南邸園文化祭の開催を資金面で支援してくださるスポンサーを募集しております。

                  スポンサー募集に関するお問合せ｜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

横須賀市 (P1)

2013

7 12 15土 日 9 7 12 15土 日

◎主催｜横須賀建築探偵団 /NPO 法人葉山環境文化デザイン集団 / エコツーリズム葉山 / 葉山東伏見宮別邸サロン / 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 /NPO 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 / アンティーク着物愛好会 /NPO 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 /

茅ヶ崎の文化景観を育む会 / 平塚の別荘地時代研究会 / 記念館企画委員会 / 水交社の保存と利用をすすめる会 / 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 / まちづくり工房 「しお風」 /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

◎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/


