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あけましておめでとうございます。

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。
ご理解、ご支援のほどよろしくお願い申しあげます。
.>.10

パート 3

第３回

歴史探究講座参加者の募集

★テーマ「近世の川崎市域の道」～ 府中道を中心に ～
道シリーズ・パートⅢです。パートⅠ・パートⅡに引き続いて、近世にお
ける府中道や鎌倉道などの変遷をたどり、その果たしてきた役割について、
古地図や写真をもとに解説していただきます。
◆日 時： ３月５日（土） 午前１０時～１２時
◇講 師： 馬場 治子氏 （元府中市郷土の森博物館学芸員）

第 3 回ふるさと館まつり

（大山街道フェスタ参加事業）

◆会 場： 大山街道ふるさと館 イベントホール（２階）
◇定 員： ６０人

一昨年度から実施している「大山街道ふるさと館まつり」を今年もフェスタ参加事業として３月５日（土）
から開催致します。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。

“ふるさと館まつり”３つのイベント

◆参加費： ３００円（資料代含む）
◇申込み： ２月１日（月）9:30～（大山街道ふるさと館まで）

大山街道サポーターズクラブ
自主企画事業

第３回企画展
パート１

は、大山街道フェスタ参加事業の一環として下記の要領で実施
◇日 時： ３月６日（日）

ふるさと館で活躍している団体の方々に参加していただきます。

午前１０時～午後２時（事前に申込みが必要です。
）

・大山街道をまち歩きしながら、大山街道フェスタに参加します。

②「ＤＶＤ上映会（岡本太郎の芸術）」午前１０時４０分～１１時２０分
・会 場：ふるさと館イベントホール

平成２８年３月５日（土）～３月１１日（金） 午前１０時～午後５時

③

大山街道ふるさと館 展示室 （入場無料）
―参加団体（順不同）―

大山街道フェスタ記念講演会
・演 題「歩いて楽しい二子・溝口」

絵たより萠の会 ・ 短歌の会
・ 天為溝の口俳句会

高津のまちアーカイブ展

・

高津パステル

第２回

パート 2

平成２８年３月５日（土）～１１日（金）
▲溝口・亀屋十字路

▲二子・六軒町

大山街道ふるさと館 スロープ展示 （入場無料）
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。
展示当日は高津区役所所蔵の写真を展示します。
ふるさとへの愛着と理解につながれば幸いです。

講

師：中平龍二郎氏

場：ふるさと館イベントホール（事前に申込みが必要です。
）

ふるさと町歩き講座参加者募集

☆テーマ
「 二 子 を 歩 く 」

昭和 40 年頃（1965 年）

午前１０時～午後５時 （入場無料）

・会

午後１時３０分～３時

＊詳しくは、別紙案内チラシをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。

～溝口・二子を中心に～
まちの風景

して参ります。

◆内 容：①「大山街道ぶらぶら散歩」

作品に込められた出展者の熱い想いをご鑑賞ください。

フラワーサークルリリー ・
なかよしクラブ ・ 麦の会

今年度発足した大山街道ふるさと館サポーターズクラブで

地域が創出するカルチャー展

～趣味が創り出す美と感動の世界～

大山街道ふるさと館サポーターズクラブまつり
～魅力いっぱい高津のまち～

◆日

時： ３月１１日（金） 午後１時～３時

◇講

師： 佐藤

忠氏

前回、久地方面のまち歩きから今回は、
二子地区の史跡など見ながら歩いてみま
す。今回もまた、新しい発見が期待されま
す。

（高津シルバーガイドの会代表）

◆集合場所： 東急田園都市線高津駅
◇定

員： ２５人

◆参 加 費： ３００円（保険代含む）
◇申 込 み： ２月８日（月）9:30～（大山街道ふるさと館まで）
前回：町歩き：かすみ提にて

子ども大山街道探検クラブ活動の紹介

大山街道（二子・溝口宿）をゆけば
二子・溝口宿の主な史跡をシリーズで紹介します。街道散策の折の参考になれば幸いです。

～１１月

昔話を聞こう～

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
民話などの読み聞かせをしていただきました。子ども達は、
「しばられ松」という
昔話や紙芝居など、お話の世界にどっぷりひたっていました。

～１２月

❝第１０回 宗隆寺と溝口神社❞

溝口入口交差点を左へ少し過ぎると大山街道に隣接して溝口神社。そして、５０ｍほど

うまくまわせるかな！コマ回しに挑戦～

進むと右奥に宗隆寺の建物がみえてきます。

今年最後の探検クラブは、地域のベーゴマ名人、宮田守さんを講師にお招きして
「コマ回し」に取り組みました。
最初に大山のコマや全国のコマを紹介してもらいました。活動の後半はコマ回しや
ベーゴマに挑戦です。うまく回つた時、子ども達の歓声が会場いっぱいに響き渡って
いました。

～錦秋の大山街道を訪ねて～

街道学習講座“街道歩き”が終了

宗隆寺は、寺伝によると元は天台宗本立寺という寺でしたが明応５年（１４９６）
興林山宗隆寺と改め、日蓮宗に改宗したということです。興林山と立派な額が掲げられ
ている山門は明和３年（１７６６）の建物で寺内最古の建築物と言われています。
宗隆寺最大の行事は、祖師報恩供養のお会式です。毎年１０月２１日に行われるお会
赤坂御門跡をスター

トした「街道歩き」
。今年は鶴間が出発点となり、
海老名までおよそ１３㎞を歩きました。

①

（所在地：高津区溝口）

１０月２９日（木）〈鶴間～さがみ野〉まで （約４．３㎞）

式万灯練り歩きは、溝口に秋を告げる風物詩になっています。また、寺の境内には松尾
芭蕉の句碑があり、人間国宝陶芸家、濱田庄司の眠っている墓があることでも有名です。
一方、溝口神社は、江戸時代は赤城大明神を祀った社なので村人は、赤城様と呼んで
いました。

今年も中平龍二郎氏を講師に３３人が参加。午後１時、元気に鶴間駅を出発。鶴間駅からさがみ野駅までの

明治６年（１８７３）新たに伊勢神宮より御分霊を迎え入れ、御祭神を改め、溝口村

区間は、直線の道路が続きます。途中、ドングリ林の中を通って泉の森公園を散策。縄文遺跡の発掘掲示板から

の総鎮守として溝口神社としました。社宝には、勝海舟の大幟があり、正月や祭りの時

遠い昔、縄文時代の人々の生活に思いをはせることができたひと時でした。

に見ることができます。また、祈願しゃもじは、縁起物として地元の人々に大変人気が

②

宗隆寺

１１月１２日（木）
〈さがみ野～柏ヶ谷〉まで （約４．０㎞）

あります。文字通り、宗隆寺と溝口神社はこの地域の人々にとって、大切な心の拠り所

さがみ野駅を元気に出発。大塚本町交差点付近にあったとされる大塚宿場を訪ね、

として崇められ、その歴史を繋いで今日に至っています。
溝口神社

かつての大塚宿の賑わいを垣間見ることができました。富士山の大噴火によって、
このあたりに積もった火山灰を集めて小高くなった丘に造られたのが富士塚といわ

高津区の歴史資産

今年も“二子の渡し体験”が開催

れています。
③

１１月２６日（木）
〈柏ヶ谷～海老名〉まで （約５．２㎞）

１１月３日（火）秋晴れの中、高津区地域振興課の主催する「二子渡し体験」イベン

今回の街道歩きでは一番長い行程になりました。渡辺崋山ゆかりの道案内板にそって「お銀様の墓」を

トが開催されました。当日は、強風のため、多摩川での乗船体験は中止になりましたが、

お参り。史跡逆川碑では、逆川の地名の話を聞くことができました。また、史跡相模国分寺跡では、この地

二子神社境内では数々の催し物が実施されました。各コーナーでは、お話会グループに

方一帯を治めていた当時の支配力を垣間見ることができました。

よる紙芝居、アユのぬいぐるみ色付け体験、“フラワースティック”を使った玩具体験な

好評

ふるさと館・出前授業
＜東高津小学校＞

１１月１０日（火）市立東高津小学校の３年生を対象に、今年も
ふるさと館職員による出前授業を行いました。授業の内容は、学校
の郷土資料室にある昔の道具に視点をあて、その道具がどのように

して使われたのか、また、学区にあるお寺や神社など古い建物の成り立ちなどを学びました。
「昔の人は、お米を作るのにとても苦労していたことが良く分かりました。」などの感想が寄せられ、熱心に
学ぶ子ども達の姿がとても印象的でした。

第２回

ふるさと発見講座が終了＜川崎の発展に尽くした人物伝

浅野総一郎と秋元喜四郎＞

１２月８日（火）多摩区在住の演劇作家・小川信夫氏を講師に迎えて開催しました。
当日は、多くの方が参加され熱心に講師の話に耳を傾けていました。講演では、浅野

ど親子連れや多くの子ども達でにぎわっていました。また、アユの塩焼きのコーナーか
らは、境内いっぱいに匂いや煙りが広がり、大勢の人が晩秋のひと時を満喫していまし
た。

申込み・問合せ

大山街道ふるさと館

〒213-0001 川崎市高津区溝口 3-13-3
電話：044（813）4705 FAX：044（814）0250
開館 時間 ・9：30～21：30
休 館 日 ・年末年始（12 月 28 日～1 月４日）

総一郎が一代で浅野財閥を築いていく中で、南武鉄道の建設にあたり、アミガサ事件

施設点検日
床 清 掃

で知られる秋元喜四郎との出会いやその時代背景について熱く語っていただきました。

※施設点検日、床清掃日は会議室等の利用ができません。

参加された方から、
“総一郎が、人間としての生き方に目を向けていく過程がよくわかっ

※駐車スペースがありませんので、お車での来館はご遠慮

た。”など感想をいただきました。

－ふるさと館案内図－

ください。

・毎月 最終金曜日
・奇数月 第 3 水曜日

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

