
 

第１回 企画展 「市民参加の作品展」（高津区老人クラブ連合会） 

ふるさと館まつりが終了  ～第３回企画展・第３回歴史探究講座～ 
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 ふるさと館だより４０号では、今年度９月までの実施を予定している事業をお知らせしました。 

第 1回ふるさとまち歩き講座やミニ企画展などの諸事業には、大勢の皆様にご参加、ご来館いただき 

ありがとうございました。１０月以降も内容の充実した諸事業を企画してまいります。当館へのご支 

援のほどよろしくお願いいたします。 

1.博物館事業   

 ２．歴史文化探究事業                  

※講座は事前の申し込みが必要です。後日、案内チラシなどでご確認の上お申し込みください。 

※実施日は変更することもあります。 

第１回ふるさと発見講座 

★テーマ  「川崎の発展に尽くした人物伝」 

                   ～内藤慶雲を中心とした川崎の石工たち～ 

かって、大山街道沿いに、内藤石材店がありました。石工内藤慶雲は、なかなかの名人で東京から横 

浜までの神社の境内には慶雲が彫ったといわれる狛犬などが数多く残されています。 

今回は、ふるさと溝口が生んだ石工、内藤慶雲に焦点を当てた 

ご講演をいただきます。 

  ◇ 日 時：５月１４日（土） 午前１０時～１２時 

  ◆ 講 師：林 浩一 氏（郷土史研究家） 

  ◇ 会 場：大山街道ふるさと館イベントホール（２Ｆ） 

  ◆ 定 員：定員６０人（先着順） ◇４月中旬より申込受付中 

  ◇ 参加費：５００円（資料代を含む）  

  ◆ 申込み：ふるさと館へ TEL、FAX、窓口にて 

 

 

 

  高津区内の老人クラブの会員の方々が趣味の教室などで創作した 

絵画、陶芸、書道、編み物などの作品を展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 実施月・日 内   容 

常設展 通年（企画展開催

時を除く） 

・郷土に関わりのある資料やゆかりの美術・文学作品など

を展示 

ミニ企画展 1・２月 ・上・下作延村の歴史 

企画展 

第３回企画展 

 

２月１１日（土） 

～２月１７日（金）

（予定） 

・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～ 

（大山街道フェスタ参加事業） 

アーカイブ展示 随時 ・大山街道や川崎の昔と現代の様子を写真で展示します。 

 

ＤＶＤによる上映会 

 

通年 ・当館で企画・制作した映像の上映（展示室にて） 

作品名「魅力がいっぱい大山街道～二子・溝口をあるく～」 

事 業 名 実施月・日 内   容 

歴史探究講座 

第２回講演会 

１０月１５日（土） ・宿場シリーズⅡ「中原街道小杉宿」 

講師：池上真由美氏（歴史研究家） 

歴史探究講座 

第３回講演会 

Ｈ29/２月１１日 

（土）予定 

・宿場シリーズⅢ「大山街道二子・溝口宿」 

講師：鈴木 穆氏 （郷土研究家） 

街道学習講座 

（全３回） 

第１回 10/27（木） 

第２回 11/10（木） 

第３回 11/24（木）     

・「大山街道の魅力再発見」（街道歩き） 

①海老名～厚木渡船場跡  ②厚木渡船～厚木宿 

③厚木宿～愛甲石田 

     講師：中平龍二郎氏（大山道研究家） 

ふるさと発見講座 

第２回講演会 

１２月７日（木） ・「川崎の発展に尽くした人物伝Ⅱ」 

講師：小川信夫氏（演劇作家） 

第２回 

ふるさとまち歩き講座 

Ｈ 29/１月１１日

（木）  

・まち歩きしながら地域の歴史を学ぶ。 

○二子新地～諏訪、北見方 

     講師：佐藤 忠氏（高津シルバーガイドの会） 

 ▲昨年の第１回企画展の様子 

 ◇ 展示期間 ６月１７日（金）～６月２０日（月） 

        午前１０時～午後５時   

＊２０日（月）は午前中のみ 

◆ 会 場  大山街道ふるさと館展示室（１Ｆ） 

     ※入場無料 

第３回歴史探究講座 ～近世の川崎市域の道～ 

 ふるさと館まつり事業の一環として、３月５日（土）馬場治子氏をお招き 

してご講演をいただきました。当日は、定員を超える６２名の皆さまにご出 

席をいただき、イベントホールは熱気に包まれました。 

 講演では、古くから重要な街道であった府中道に焦点を当て、古地図や村 

絵図などから街道が整えられていった意義など興味深くお話を聴くことがで 

きました。受講者の方から、「自分が近くに住んでいるため、現在の府中道と 

旧の府中街道の違いについて歴史的背景と重ね合わせることができてよかった。」などと感想をいただきま

した。 

内藤慶雲が彫ったといわれる文学碑 
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〒213-0001 川崎市高津区溝口 3-13-3 TEL 044-813-4705 FAX 044-814-0250 http://furusatokan.web5.jp 

Ｈ２８年度 10月から 3月までの実施予定の事業 

～ 歴史をつなぐ、人をつなぐ大山街道ふるさと館 ～  

第２回 企画展 「ある郷土史家からみたふるさと高津」 ～上田恒三氏寄贈史料から～ 

◇ テーマ  維新動乱期の溝ノ口  ＜高津区民祭参加事業＞ 

◆ 展示作品 ６月２５日（土）～７月３１日（日）午前１０時～午後５時 

◇ 会 場  大山街道ふるさと館 展示室（１Ｆ）  入場無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画展記念講演会「幕末・維新動乱期の動き」

（仮題） 

◇ 日 時：７月１７日（日） 午前１０時～１２時 

◆ 会 場：大山街道ふるさと館イベントホール（２Ｆ） 

◇ 講 師：渡辺 賢二氏（元明治大学大学院講師） 

◆ 定 員：６０人 

◇ 参加費：５００円（資料代含む） 

◆ 申込み：６月１５日（水）から電話、ＦＡＸ、 

大山街道ふるさと館窓口で 
▲昨年の企画展記念講演会 



ふるさと館まつりが終了  ～第３回企画展・第３回歴史探究講座～ 

平成２７年度 第２回 川崎市大山街道ふるさと館運営協議会開催 

 案件 （１）平成２７年度の事業報告 

（２）平成２８年度の事業計画 

２月１９日（金）協議委員６人、事務局５人が出席。上記の案件が全会一致で承認され、 

運営協議会が無事終了しました。 

     なお、２８年度から大山街道運営懇談会と名称を改め、スタートすることになりました。 

大山街道（二子・溝口宿）をゆけば 
 

 

 

 

   

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❝第１2回 片町の庚申塔❞           （所在地：高津区溝口） 

南武線の踏切を渡って南に５０Ⅿほど歩くと、片町の四つ角に辿り着 

きます。ここに、江戸時代からの道標を兼ねた庚申塔が残っています。 

これには、「西大山道 東江戸 南加奈川道」と刻まれています。ここ 

が溝口から横浜へ向かう道の入口だったことがわかります。現在この塔 

は、高さ１８５センチ、幅８４センチ、奥行８９センチの祠に安置され 

ています。青面金剛が脚下に邪鬼を踏まえて立ち、その下に庚申信仰の 

三猿が刻まれています。 

 庚申信仰は、平安時代に始まり江戸期になってとくに盛んになったと 

いうことです。人間の体内には、三尸（さんし）という虫がいて６０日とか６０年ごとに廻ってくる庚申の夜、 

人間の寝ている間に体を抜け出して天の神にその宿主の悪口を言う。そこで人々は“見ざる、聞かざる、言わざ 

る”の三猿を石に彫って拝むようになったということです。 

 また、庚申塔の近くに、人間国宝陶芸家「濱田庄司の生誕の地を示す記念碑があります。「巧匠不留跡」と刻 

まれていますが、名工は細工の跡を残さない」という意味だそうです。 

                                ３月６日（日）高津区、早春恒例の行事、 

                                第１３回大山街道フェスタが街道沿いの 

                                ５会場で開催されました。 

この日は、やや雲がかかっていましたが、まずまずの行楽日和となり大山街道は 

大勢の人で賑わっていました。会場の 1つとなっている。ふるさと館では、ふる 

さと館サポーターズクラブの主催事業である大山街道ぶらぶら散歩、岡本太郎ビ 

デオ上映会、記念講演会と多くの皆様のご参加をいただきました。ぶらぶら散歩 

に参加された方からは「ふるさと館で食べたカレーがおいしかった」「納め太刀 

体験ができてよかった」などの感想をいただきました。また記念講演会では大山 

街道を１００回以上も歩いている中平龍二郎氏をお招きして大山街道を通した二子、溝口の魅力について熱く語 

っていただきました。街道フェスタのテーマ「高津隣人まつり」にふさわしく、まさに地域住民の交流、ふれあ 

いを深める活気に満ちた一日になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 企画展 「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～ 

 大山街道フェスタ参加事業として３月５日（土）から１１日（金）まで、 

大山街道まつりが開催されました。今年度も当館で活動されている７つの 

団体の皆さんが参加し、パステル画、俳句、絵手紙、生け花、習字、絵画 

など１２２点に及ぶ作品が出品されました。 

 この間、大勢の方々が当館を訪れ、その力作や労作に感心しながら見入 

っていました。また、今年は体験コーナーの場所が設定されたことで、「私 

たちの活動を多くの人に理解していただいて、とてもうれしいです。」と参 

加団体の皆様からも好評の声をいただきました。 

第３回歴史探究講座 ～近世の川崎市域の道～ 

 ふるさと館まつり事業の一環として、３月５日（土）馬場治子氏をお招き 

してご講演をいただきました。当日は、定員を超える６２名の皆さまにご出 

席をいただき、イベントホールは熱気に包まれました。 

 講演では、古くから重要な街道であった府中道に焦点を当て、古地図や村 

絵図などから街道が整えられていった意義など興味深くお話を聴くことがで 

きました。受講者の方から、「自分が近くに住んでいるため、現在の府中道と 

旧の府中街道の違いについて歴史的背景と重ね合わせることができてよかった。」などと感想をいただきま

した。 

第２回ふるさとまち歩き講座終了  ～二子を歩く～ 

 ３月１１日（金）「ふるさとの魅力再発見」をテーマに、昨年の４月に引き続き、講師に佐藤 忠氏をお

迎えして今回は、二子界隈４．５キロを歩きました。当日は真冬に逆戻り 

したかのような寒い日でしたが、午後 1 時、田園都市線「高津駅」を元気 

よく出発。二子塚跡では、二子の地名の言われについて説明があり、石碑 

に書かれた言葉には、歴史の重みを感じることができました。 

また、大貫家菩提寺でもある光明寺では、文学者大貫雪之助の墓を見学。 

すぐ近くにあった三業地へと足を進めました。この場所は、現在閑静な住 

宅地になっていますが、唯一黒塀に囲まれた料亭「やよい」は今でも営業 

しています。今回は、外側だけの見学になりましたが、かって繁栄を極めていた当時の面影を垣間見ること

ができます。最後は、多摩川二子渡し場跡へ。次回が楽しみな満喫した一日になりました。 

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。 

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（常設展示 10:00～17:00） 

休 館 日 ・年末年始（12月 28日～1月４日） 

施設点検日 ・毎月 最終金曜日 

床 清 掃 ・奇数月 第 3水曜日 

※施設点検日、床清掃日は会議室等の利用ができません。 

※駐車スペースがありませんので、お車での来館はご遠慮 

ください。 

※ふるさと館では、イベントホール（64名）、第１会議室(12名)、 

 第２会議室(30名)、和室(10名)が利用できます。ご利用のほどお願いします。 

－ふるさと館案内図－ 

 

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 

 

街中が大賑わい＜大山街道フェスタ＞ 

大山街道ふるさと館サポーターズクラブまつり開催される 


