まちの魅力再発見

＜新シリーズ＞

高津の町を中心に名所・史跡をシリーズで紹介します。町巡りの参考になれば幸いです。

“第５回：濱田庄司生誕の碑”

５１
2018.1.10
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（所在地：高津区溝の口）

川崎にゆかりのある芸術家の中に、第 1 回人間国宝となった陶芸家、濱田庄司がいます。
焼き物の美を、何よりも使い道と結びつけ、温かみのある厚手の器に太い筆など

〒213-0001 川崎市高津区溝口 3-13-3 TEL 044-813-4705 FAX044-814-0250 http//furusatokan.web5.jp/
HTTP

で絵を描いたり、柄杓でうわぐすりを流しかけるなどして生み出された、おおら

あけましておめでとうございます

.>.10

かな作風は、暮しの中の器、益子焼の伝統となっています。
濱田庄司は 1955 年（昭和 30 年）2 月 15 日には第 1 回の重要無形文化財「民芸

今年も地域の皆様に愛され親しまれるふるさと館をめざし、諸事業を推進してまいります。
この写
ご理解、ご支援のほどよろしくお願い申しあげます。
真 の

陶器」保持者（人間国宝）に認定され、1964 年（昭和 39 年）に紫綬褒章を 1968
年（昭和 43 年）には文化勲章を受章しました。
▲濱田庄司生誕記念碑

1978 年（昭和 53 年）、83 歳で益子にて人生の幕を閉じました。その後は溝口

作成者

第５回“

不明な
”を開催します（大山街道フェスタ参加事業）

の宗隆寺で永遠の眠りについています。生涯、戸籍を高津区から移さなかったという濱田庄司ゆかりの碑が、

作成者

川崎市にいくつもありますが、溝口駅近く、第一ホテル前（庄司が生まれた母方の実家、旧太田医院跡地）

当館でもいくつかのイベントに取り組み、地域の活性化に寄与したいと考えております。
は CC

にあるのが、この生誕記念碑です。

BY-SA

のイベント

二子散策と「老舗料亭やよい」でお茶を飲みませんか
パート１

センス

パート１

１１月１日（水）ふるさと館自主事業の一つ“二子界隈の歴史散策を楽しみなが
溝口駅近く、第一ホテル前（庄司が生まれた母方の実家、旧太田医院跡地）にある生誕記念碑があります
らその後、
「老舗料亭やよい」で抹茶を楽しみませんか”を開催しました。二子新

第３回企画展

地駅に集合し、渡し場跡や二子神社、光明寺を見学した後、老舗料亭「やよい」で

▲昨年度のカルチャー展

◆ 平成３０年２月２４日（土）～３月２日（金）
午前１０時～午後５時

日は６０名の受講者が小川氏の情熱的な語り口と、長い人生経験がほとばしる

◇大山街道ふるさと館

素晴らしい講演に皆引き込まれていました。受講者の中には「小川氏の姿に稲

－

毛三郎重成が重なって見えました。
」との声がありました。

▲ 熱く講演する小川信夫氏

展示室（入場無料）

参加団体（順不同） －

○フラワーサークル リリー
○高津パステル会

－ふるさと館案内図―

○絵たより萠の会

○なかよしクラブ

○高津短歌会

○絵画サークル麦の会

○天爲溝の口俳句会

高津のまちアーカイブ展

－

パート２

＊燻蒸作業のため 25 日から休館
・毎月 最終金曜日
・奇数月 第 3 水曜日

～溝口・二子を中心に～

ふるさと高津の魅力再発見をテーマに溝口・二子を
中心に移り変わるまちの風景を紹介します。

※施設点検日、床清掃日は会議室等の利用ができません。

（高津区役所所蔵の写真を展示します。）

※駐車スペースがありませんので、お車での来館はご遠慮

▲二子神社祭礼Ｓ30 年

◆平成３０年２月２４日（土）～３月２日（金）

ください。

六件

午前１０時～午後５時

※ふるさと館では、イベントホール（64 名）
、
が利用できます。＊今年度から個人登録者も利用できるようになりました。

います

作品に込められた出展者の熱い想いの力作をどうぞご鑑賞ください。

１２月６日（水）午後１時３０分からイベントホールにおいて小川信夫氏を
講師にお招きして「稲毛三郎重成とその人間力」の講演をいただきました。当

第１会議室(12 名)、第２会議室(30 名)、和室(10 名)

されて

ふるさと館で活動している団体の方々に参加していただきます。

ふるさと発見講座が終了～稲毛三郎重成とその人間力～

施設点検日
床 清 掃

地域が創出するカルチャー展

▲老舗料亭「やよい」
▲老舗料亭「やよい」

の話を聞かせていただき、当時の賑やかな二子を偲ぶことが出来ました。

申込み・問合せ 大山街道ふるさと館 電話：044（813）4705
開館 時間 ・9：30～21:30（常設展示 10:00～17:00）
休 館 日 ・年末年始（12 月 25 日～1 月４日）

を許諾

～ 趣味が創り出す美と感動の世界 ～

抹茶とお菓子を味わいました。
「やよい」の女将から大正・昭和の賑わいについて

第２回

のライ

◇大山街道ふるさと館スロープ展示（入場無料）

JR 南武線 武蔵 溝ノ口駅 下車 徒歩 7 分
東急田園都市線 高 津 駅 下車 徒歩 5 分

※沢山の方々のご来館をお待ちしています。

▲

▲溝ノ口駅北口Ｓ57 年

第３回歴史探究講座
★テーマ

パート３

「渡しと橋シリーズⅢ

参加者募集

子ども大山街道探検クラブ活動の紹介

二子渡し・二子橋」
～１１月

◆日

時

平成３０年２月２４日（土）午前１０時～１２持

◇講

師

對馬醇一氏（郷土史研究家）

◆会

場

大山街道ふるさと館

◇定

員

６０人（先着順）

１１月の探検クラブは、高津図書館読み聞かせグループ「めんどり」の皆
さんによる読み聞かせをして頂きました。子ども達は、紙芝居やこの地域に

イベントホール（２階）

◆参 加 費

５００円（資料代含む）

◇申し込み

平成３０年１月２４日（水）から

伝わる「鼻取地蔵」という昔話にとても興味深く聴き入っていました。

～１２月うまく回せるかな！コマ回しにチャレンジ～
地域のベーゴマ回しの名人、宮田守さんを講師にお招きして、コマ回し

※大山街道ふるさと館にて、電話、ＦＡＸまたは、窓口で受け付けます。

第３回

昔話を聞こう～

大山街道まちのマイスター講座

▲二子の渡し

参加者募集

大山街道には、歴史ある商家や専門店がたくさん。そんな街のマイスターの皆さんからプロの知恵と技を
学びます。第２回は、糀屋岩崎酒店さん。糀屋岩崎酒店の歴史や日本酒にまつわるお話を聞きながら、お酒
の味をゆったり楽しみましょう。
◇日 時
２月７日（水） 午後１時～２時３０分

やベーゴマにチャレンジしました。うまく回せたとき、子ども達の歓声

街道学習講座“街道歩き”好評のうちに終了 ～錦秋の大山街道を訪ねて～
①１０月２６日（木）参加者２５名（講師・館員４名を含む）
晴天の中、中平龍二郎氏を先頭に愛甲石田駅を出発し、石倉橋まで

◆集合場所

大山街道ふるさと館玄関前

歩き、雄大な大山の美しい姿に見とれ、絶好のシャッターチャンス。高

◇集合時刻

１２時４５分

部屋神社、太田道灌の墓、石倉橋の石造物などを見学した。石倉橋から

◆会

場

糀屋岩崎酒店

◇定

員

１５人（先着順）

◆参加費
◇申込み

▲話に聴き入る子ども達

がイベントホールいっぱいに響き渡っていました。

バスで伊勢原駅まで行き、解散した。（徒歩約８㎞）

店内（ふるさと館前の酒店）

②１１月９日（木）参加者２７名（講師・館員４名を含む）
今回も晴天の中、伊勢原駅からバスに乗り石倉橋で下車。そこから

２，０００円（試飲費等）
１月７日（日）から電話、ＦＡＸ、当館窓口にて

▲糀屋岩崎酒店

大山ケーブルバス停まで高低差 300 メートル登った。特に這い子坂、
豆腐坂は急坂である。昔の人は豆腐を食べながらのぼったと言う。

「ふるさと館食堂」開催される

地域トピックス

大山の新鮮な空気や紅葉を間近に感じ、感激した。バスで伊勢原駅

１１月９日（木）に高津区第一地区社会福祉協議会が主催する会食会「福寿
草の会」が実施されました。今年度から「ふるさと館食堂」として大山街道ふ
るさと館が後援しています。ふるさと館周辺地域在住の高齢者が一堂に会して
食事・会話・運動・合唱・季節のイベントなどを行うことにより、日々の生活
を豊かで潤いのあるものにすることを目的として実施している事業です。
今回は体操・食事の後に三味線演奏を楽しむ会が催され、参加者は目の前で ▲新富ご主人の三味線演奏

▲ 街道学習の様子（１回目）

まで行き解散した。（徒歩約５㎞）
③１１月１６日（木）参加者２５名（講師・館員５名を含む）
伊勢原駅からバスで大山ケーブルまで行き、そこからこま参道の階段を３６２段上り、大山ケーブル駅に着
く。ケーブルカーに乗り、まずは大山阿夫利神社下社に到着。神社を見学参拝し、全員で集合写真を撮った。
二重滝見学後、大山寺駅で下車し、春日の局も願掛けした大山寺を見学した。帰り道は女坂を下り、バスで
伊勢原駅に着き、解散した。（徒歩約３㎞）＊７年かけて今年度ようやく大山に到達した。

演奏される三味線に聞き入っていました。次回は来年の２月８日（木）午前１０

※３日間とも晴天に恵まれ、最後目的地大山阿夫利神社到着にふさわしい錦秋の中での街道歩きでした。現地

時からふるさと館３階で実施する予定です。

にて閉講式を行いました。参加者の中から「今後もこの講座を続けて欲しい。」という声がありました。参加
者一人一人のご理解とご協力のたまものです。７年前から実施してきたこの街道学習講座を怪我や事故もなく
無事に終了することができ、講師の中平氏には、多大なご尽力をいただきました。ありがとうございました。

秋のサポ

タ

ズ
ふるさと子ども出前授業 （川崎市立高津小学校）

今年で３回目となるサポーターズクラブまつりが１１月２６日（日）ふるさ
と館全館を使って開催されました。

毎年近隣校に実施している出前授業を１０月２０日（金）に高津小学校の３年

当日は ① 高津さんの市･･･新鮮で美味しい健康的な地場産野菜、コーヒー

生（１７３人）を対象に実施しました。講師は経験豊富な宮田進先生にお願いを

② 高津シルバーガイドの会による納め太刀体験 ③ ふるさと館内ミニミニ

しました。高津の古地図を中心にして、大山街道の様子や昔の高津のまち、高津

大山詣りスタンプラリー、そして午後からは ④ 林家錦平師匠による落語

小学校の昔についてプレゼンテーションを利用して、子供達に授業を展開しまし

など、食べる、見る、聴く、参加するなど体験参加型のまつりになりました。
参加された方も「毎年楽しみにしています。
」と大好評でした。

▲イベントホールでの落語
▲林家錦平師匠による落語

た。 子ども達からは「とても分かりやすく興味がわきました」
「私たちのまち
の昔の様子がよく分かりました。」と大好評でした。

▲出前授業の様子

