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～天平文化の薫るまち「海老名」を歩こう〜  

◇新年にあたって 

「歴史と文化のまち海老名、住みたいまち海老名」を合言葉に！ 

                             会長 福井 敦 

新しい年を迎えて、当会員そして賛助会員の皆様にはご家族ともども、

とても健やかな気持ちでおられることと思います。 

昨年は１５周年の節目を迎えましたが、今年はさらなる飛躍の年とな

るよう考えています。 

当会には、毎年行われるガイド養成講座を通して新しい会員を迎え、

会の活動も市民ガイド、企画ガイド、そして依頼ガイドなどに、今まで

にも増した若々しい活動がなされて来たと感じています。 

会員の数も引き続き６０名を超えています。そして当会の行事の中で、

ボランティア活動らしい和気あいあいとした雰囲気の中に、何か新しい

息吹が感じられてきているのを感じるのは、私だけではないという気が

しています。うまく言葉では表現できませんが、市民が「歴史と文化のまち海老名、住みたいま

ち海老名」を身近に感じられるようなガイドが出来れば最高かなと思っています。 

今年度も会の益々の発展と会員皆様のご健勝を願って、新年の挨拶とさせていただきます。 

 

◇市民ガイド ～ えびなの『涅槃図』を訪ねる ～ 
 
本年度は「えびなの『涅槃図』を訪ねる」をテーマに、４回シリーズで探訪しています。 

市民ガイドは海老名市との共催により「史跡散策・えびな文化財探求舎」として実施されます。 
 

◇第１回 えびな北部の「みほとけ」をめぐる 
          
                    ９月２８日（土） Ｂグループ 小原 威司 

 
当日は、残暑の厳しい晴れの天気でした。市民の参加者

３９名、ガイド１２名、海老名市教育委員会担当者２名の

合計５３名が４班体制で午前９時かしわ台駅近くのコミュ

ニティバス発着場を出発しました。第六天社址碑～富士塚

（庚申塔）～峰坂～いせしもむら橋（河童橋）～清水寺公

園～弥生神社～龍峰寺～かいな坂～上今泉コミセン～常泉

院（涅槃図）です。 

コースの途中の峰坂から見た大山や丹沢が青空を背景に

きれいに映り、目久尻川の対岸の龍峰寺がよく見えました。 

また、清水寺公園に行く途中では、目久尻川沿いの彼岸
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花が今年は、１週間遅れで満開となり、見事な光景でした。最後の常泉院では、境内の彼岸花が

満開の中、今年のテーマである『涅槃図』を訪ねることになり、実際に涅槃図を見て、ご住職か

ら説明をしていただき、参加者全員大変満足したものになったと思います。予想以上の大きさで、

はっきりとわかりやすい絵でした。以上の見学後、午前１１時３０分に、常泉院で、現地解散し

ました。なお、参加者の方より、また市民ガイドに参加したいとの声も多く、事故等もなく無事

開催できたことは、良かったと思います。 
 

◇第２回 えびな中部の「みほとけ」をめぐる 
 

１０月２０日（日） Ｃグループ 掛川 忠良 
 
１０月１９日の予定が、天候不安から翌日の２０日になりました。申し込み時点では５０名強

でしたが実施日変更で３２名の参加、ガイド１４名と海老名市教育委員会担当者２名での実施と

なりました。「みほとけ」をめぐるシリーズでは最も多い３つの寺での『涅槃図』鑑賞が予定され

ていました。増全寺、海源寺の両涅槃図には、それぞれ

の特徴が際立ち、鑑賞された方々から「いろいろな涅槃

図があるんですね」などの声を耳にしました。海源寺の

涅槃図を鑑賞後、根下にある観音堂、上の坂、鳳勝寺と

めぐりました。法事が入った鳳勝寺での実物鑑賞はでき

ませんでしたが、以前撮られた涅槃図の写真を見ながら

説明、前のふたつと比べた感想が聞かれました。同寺の

百体地蔵尊をお参りして解散となりました。 

４班体制での行動でしたが、前後を行く各班の様子を

見ても、ガイドの話を真剣に楽しそうな雰囲気で聞いて

いる姿を目にしました。 
 

◇第３回 えびな南部の「みほとけ」をめぐる 
 

１１月３０日（土） Ｄグループ 木村 眞吾 
 
当日は、１週間以上の記録的な雨空が続いた後の、

雲ひとつない晴天のガイド日和でした。午後の温かい

陽光の下、参加者３７名、ガイドは１７名と海老名市

教育委員会担当者２名で、若干黄色いベストが目立つ

４班体制のガイドでした。 

門沢橋の正覚寺、浄久寺では涅槃図の多様性に驚き

ました。正覚寺ご住職の説明は好評で、もっと聞きた

かったとの声がありました。居合坂、本宿の不動塔、

本郷自治会館を経て、真光寺では半井驢庵一族の位牌、

御本尊を初めて拝見させていただきました。最後に訪

れたクリーンセンター環境プラザからの一望は素晴

らしく、まさに一見の価値がある夕景でした。 

昼の短い時期で、時間的制約が厳しい午後からのガイドでしたが、各班の努力でスケジュール

通りに楽しくガイドを終えることが出来ました。 
 

◇第４回 えびな西部の「みほとけ」をめぐる 
 

令和２年２月１５日（土）実施予定です。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

トピックス：海老名市議会議員選挙で当協会理事池亀幸男が当選しました。 

市政のチェックと文化の発展に活躍されることを期待しています。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

海源寺にて  

 

大山不動講、（本宿）不動尊像前にて  
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■ 企画ガイド 
 
◇かかしまつりと「海老名の遺跡」めぐり  

９月１４日（土） 東部地区 大賀 弘一 
 
午前９時から海老名中央公園七重の塔前にて受付開始、ガイド

１１名が４班編成で参加者１９名（市内９、市外１０）を「海老

名の遺跡」をめぐりながら中新田の「かかしまつり会場」まで案

内しました。天候は曇天で、ウォーキングには最適でした。 

コースは大ケヤキ～国分寺～国分八景公園～ひさご塚～三塚公

園～山王坂～八坂神社～鳳勝寺～勝瀬文化センター～大国学校跡

～横須賀水道路～かかしまつり会場（１２時頃解散）でした。 

９月８日に上陸した台風１５号の影響で、ひさご塚、山王坂に

おいては小枝が散乱しており、注意しながら通行しました。また、

当ガイド協会として参加した「七重の塔かかし」は風雨により一

部損傷しましたが修復し、「かかし賞」を受賞しました。全行程で

約４キロの徒歩、約２時間半でした。 
 

◇海老名の横須賀水道路を歩く 
 
『海老名のはしからはしまで横須賀水道どんどん歩け！』        
                        １１月９日（土）） 全地区 牧嶋 剛輝 

 
今回の企画ガイドは、参加者４１名という、これまでで２番

目の盛況ぶりでした。朝方はどんよりとしていた空模様も、

１０時頃には晴れ間が見えてきて、寒さ対策で厚着をしてき

た方達は、途中で上着やセーターを脱ぎ、汗を拭っていたよ

うです。私は、この水道路を、以前一人で歩いてみたことが

ありましたが、こうして大勢で列を作り、ガヤガヤ歩くとい

うのも、良いものだと思いました。当日のガイドは１４名で

対応しました。そのガイドの一人は、「企画が良いと、参加者

が大勢集まることが実証された」という感想を述べていまし

た。私も同じ思いでいます。過去の歴史や逸話だけでなく、参

加者の皆さんが、これからの海老名の姿をも想像できるような、魅力のある企画を今後も提案し

てゆきたいと思っています。 

 

■ 依頼ガイド・指名ガイド・講座                                 
 
◇柏ケ谷小学校 校外学習「郷土の歴史を学ぶ」 
                  ６月２７日(木) Ｂグループ 田島 正歳 
 
柏ケ谷小学校６年生（３クラス７７名、先生３名、保

護者３名）の校外学習の依頼を受け、当初予定の６月２

４日が雨天のため６月２７日（木）に延期となりました。 

 当日は朝から蒸し暑くガイド４名で対応。９時過ぎに

クラスごとに出発。柏ケ谷長ヲサ遺跡～護王姫の碑～秋

葉山古墳群～産川せせらぎ公園で絶滅危惧種「河骨（こ

うほね）」を観賞し、約２時間３０分の行程を無事終了。

児童からは「身近な所に誇れる遺跡があり大変勉強にな

りました」と感想が寄せられました。 

     

みずほ団地付近の水道路  

 

秋葉山にて  

 

七重の塔かかし  
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◇横浜桂山クラブ「歴史探訪」     ９月１７日(木) Ｃグループ 榮 芳朗 
 

横浜の栄区から、常泉院の駐車場まで大型バスで来ていただき

ました。杖をついた方や高齢者の入り混じった４０人。秋葉山古

墳群の石碑近くまでバスでご案内しようと思ったのですが不可。

次の龍峰時門前までも、大型バスは不可。歩き慣れない行程に、

坂の上り下りと暑さのせいもあって、温故館についたときには、

タクシーでお送りするグループ２つ、椅子に座り込む人々多数と

いう、苦行ガイドになってしまいました。その後のホテルでの昼

食は、さぞ美味しかったことと思われます。 
                                 

◇国分寺台樽井まちづくり会「歴史探訪」 
                  ９月２４日（火） Ｄグループ 木村 眞吾 
  
 国分寺台にある樽井集会所に集合し、杉久保遺跡〜椿地蔵

〜伊勢山古墳群〜豊受大神〜善教寺を経て大谷近隣公園で解

散のコースを巡りました。 

 樽井の名は、その昔、壁が壊れるのを防ぐために樽を内壁

として用いた井戸があったことに由来するとのこと。伝統あ

る地名を冠した樽井まちづくり会からは２０名が参加、ガイ

ドは６名、３班体制でのガイドでした。参加者の多くは我々

ガイドより年配の方達でしたが、晴天で残暑が厳しい中、何

事もない様子で元気に歩かれていました。貴重な豊受大神の

絵馬や善教寺の格天井絵を拝観出来、さらに善教寺では偶然にも涅槃図を拝観することも出来て、

満足した様子の皆様でした。 

 

◇河原口自治会「健康ウォーキング」  
１０月５日（土） Ｃグループ 岡田 實千代 

 
恒例の河原口自治会のガイドをしました。今年は相模川

左岸自然堤防史跡巡りをテーマに、自治会館から社家駅往復

の約５km、３時間のコースでした。９時に集合、体操で体を

ほぐした後、自治会館を出発しました。大山街道七曲り、厚

木の渡し跡、運動公園、三島社、社家宇治山遺跡、岡田の渡

し跡、社家駅を巡りました。１０月なのに３０度を超える暑

さでしたが木陰に入ると涼しく、薄紅色のコスモス、真っ赤

な彼岸花が咲いていて秋の気配が感じられました。参加者は

４８名、ガイドは５名（５班編成）、幼稚園児、小学生から

ご高齢の方まで幅広い年齢層でした。厚木の渡し跡では「素敵な大山の景色を旅人も見て渡った

のね」と、昔に思いを馳せて写真を撮られていました。交通安全協会員、保健師さんの同行で安

心してウォーキングができました。 
 

◇秦野ぶらり会「天平の遺跡を歩く」 
          １０月６日（日） Ａグループ 窪寺 秀都 

 
４０名会員を４班に分け、ガイド５名で案内しました。中央公園、国分寺、

大欅、相模国分寺跡、逆川船着場跡、相模国分尼寺跡、龍峰寺と２時間かけて

巡りました。昼食後、秋葉山古墳群から座間星谷寺までを歩かれるとのこと、

足に自信のあるグループでした。途中、新東名の建設で見つかった遺跡などの

情報も聞き、和やかな雰囲気で楽しくガイドでき、満足された様子でした。 
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◇新神奈川１００選を訪ねる会  「秋葉山古墳群と天平文化の遺跡を歩く」 
 

１０月１０日（木） Ａグループ 金丸 功 
 台風接近の晴れ間の朝、かしわ台駅に訪ねる会の皆さん１０

名とガイド４名が集まり、１３時健脚な足取りで出発しました。

柏ヶ谷長ヲサ遺跡を見て、産川橋を渡り護王姫の碑に立ち寄り、

坂道を登って秋葉山古墳群の案内板の前で記念写真を撮りまし

た。古墳群を一周し下って上今泉コミセンで休憩、かいな坂を

通って龍峰寺に向かう、千手観音をお参りして、境内を巡り山

門を出ました。国分尼寺跡を見て、船着場跡で逆川を偲び、近

くの国分寺跡広場に入る、伽藍配置の建物跡をご案内しました。

温故館で休憩をとり、国分寺を経由して、中央公園に到着、七

重塔を仰ぎ見ながら、天平文化に思いをはせつつ１６時過ぎに解散しました。 

 参加者の皆さんは、史跡ツアーを重ねられておられ、鋭い質問を交えつつ意見交換が出来、満

足された様子でした。 
 

◇賛助会員 海老名長崎県人会の史跡めぐり    １０月１４日(月) 城山 俊則 
 
天平文化のロマン「相模国分寺と相模国分尼寺」   

 
１０月１２日の台風１９号は神奈川県西部などを通過し、史上まれ

にみる豪雨で甚大な被害を各地にもたらしました。その後、台風一過

の晴天を期待しましたが、あいにくの雨で予定コース全体の散策は出

来ませんでした。  

第４５代聖武天皇の国民に対する想い、天平文化の意味、国分寺・

国分尼寺建立の目的、現在の信仰施設「寺院」との違い、国民への影

響などを説明しました。途中、雨が強くなったので、早々に県人会本来の目的である親睦を懇親

会で図りました。参加者９名。なお、同会は出身地に関係なく皆様の入会を歓迎します。 
 

指名ガイド◇リコーＯＢ会「天平文化の遺跡を巡る」 １０月１４日（月） 武内  哲 
 
９月下旬、会長から突然電話が入り、指名ガイドでリコーＯＢの４名

をどこか案内してほしいとの話がありました。 

当日は雨模様のなか、午後２時に七重塔前で待ち合わせをし、東光山

国分寺、相模国分寺跡、温故館、龍峰寺、相模国分尼寺跡の順で巡り、

５時頃から「ららぽーと」近くのレストランで夕食・歓談をいたしまし

た。ＯＢのなかに私の知り合いが二人おり、昔話に花が咲きました。ま

た、温故館では丁寧な説明をしていただき、海老名の歴史の深さに興味

を抱かれたものと思います。 
 

◇県西ボランティアガイド協議会「小田原なりわい甲州路のさんぽ～幹部研修会」 
 

１０月１８日（金） 福井  敦 
 
当日は小雨が降る中を、当会からは３名が参加しました。午前中の行事は

小田原の街の散策で、８ガイド協会３９名の参加者でした。今と昔が交差す

るという小田原市内の甲州街道を歩き、路沿いの歴史ある店を訪ねる企画で

す。和紙・茶の老舗「江嶋」、焼物好き必見の「松崎屋」、かまぼこの「籠清」

などの歴史ある店を、丁寧な解説を交えて案内していただきました。午後は

「県西観光ボランティア幹部会議」が行われて、次期開催団体に南足柄ボラ

ンティアの会が選ばれ、各ガイド協会が積極的な協力を約束して解散となり

ました。 

相模国分寺跡  

 

産川橋にて  
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◇上今泉コミセン講座「秋葉山～常泉院」 
１０月２７日（日） Ｂグループ 宮地 勝則 

 
 参加者は２７名、天気は曇り、９時３０分〜１２時１０分、３班

体制で実施。ガイド内容：秋葉山古墳～常泉院。 

案内前に先方からの依頼で「古墳について」レクチャーを希望さ

れ、会議室にて約１５分程、当協会会員が話をしました。   

 今回の責任者の大橋様より予定した３０名より少なくなった点の

お詫びがあり、「秋葉山古墳の麓に住んでいますが、古墳の知識を多

く得ることができました。常泉院では青山氏の宝篋印塔について、

そして住職様から直にお寺のお話が聞けたことを大変喜んでいま

す。」と感想をいただきました。 
 

◇ゆめクラブ「秋の歩こう会」 
１１月１２日（火） 窪寺 秀都 

 
この時期には珍しく暖かい気候のもと、６３名（事務局２名含む）

の参加者を４班編成でガイド８名にて案内しました。 

今回は、鶴ヶ峰駅（横浜市旭区）から帷子川親水緑道を巡り、支流

となる中堀川流域の白根公園内の蛇塚、大滝、不動尊等を見学し、昼

食休憩となりました。午後は、鎌倉時代の武将の畠山重忠にまつわる

駕籠塚、首塚を巡り鶴ヶ峰駅に戻るコースでした。 

緑道の憩いの空間を体感すると共に、畠山氏の歴史にふれられ、再

度、訪ねたいとの声も多数聞かれたウォーキングでした。 
 

◇国分北三丁目自治会依頼ガイド    
１１月１６日（土） Ｄグループ 堀 光子 

 
 雲一つ無い秋晴れの中、国分北三丁目自治会の皆様２８名を３班

に分けガイド８名でご案内いたしました。当日のコースは、まず文

化会館に集合の後、一大縄～二大縄～海源寺～大島記念公園～今福

薬医門～諏訪神社～増全寺と中新田を回るコースです。 

 一大縄から二大縄に進んだ後に海源寺へ。海源寺では本堂に入れ

ていただき、須弥壇の奥の関東大震災で被災した柱までみることが

出来ました。また、大島正時坐像はもちろんの事、梁の彫刻の事ま

でご住職に詳しく説明していただきました。 

 今福薬医門公園では裏門の「今」のモニュメントが何に見えますか？と訪ねたところ、郵便ポ

ストの記号と答えられた方がおられました。 

 大島家・今福家と中新田の二つの旧家をガイドし、稲刈りが終了した畦道を通って福祉会館で

解散しました。 
 

◇依頼ガイド「渦潮会」 １１月１８日（月） 
    Ｂグループ 宮地 勝則 

秋葉山古墳群から温故館まで小春日和の中をかしわ台

駅に１３時集合、相模鉄道～長ヲサ遺跡～護王姫の碑～秋

葉山古墳群～かいな坂～龍峰寺～相模国分尼寺跡～逆川

船着場跡～相模国分寺跡。温故館では係の方から館内を案

内いただき、１６時に無事終えることができました。 

ガイド２名で、会社のＯＢ仲間で神奈川の歴史のある地

を巡り楽しんでおられる方々男性８名をご案内しました。

秋葉山古墳にて  

 

帷子川をのぞむ  

 

「今」のモニュメント  
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「時間をかけ、ゆっくり説明していただき楽しい時間が持てて良かった。伸び盛りの街海老名に

多くの遺跡が残され大切に保存され、開発との反することを考えさせられる。」との意見をいただ

きました。また、「ガイドの人数・資格取得に試験は有るか、海老名市には観光課が有るか」の質

問を受けました。 

 

 

■訪問ガイド・交流会 
 

◇みうら観光訪問ガイド            １０月１８日（金） 谷村 隆 
 

１０月１８日、朝から雨が降るなか、海老名から三崎港まで片

道約２時間半かけて行ってきました。着いた順番に海南神社、

レトロな昭和の街並みなどを案内していただき、最後は「うら

り」という産直品売り場へ。マグロの解体ショーまで売り場で

うろつき、マグロのウィンドーショッピング。やっと１２時か

らこの日のために、解凍してきたものという、３０㎏のマグロ

解体ショーが始まりました。見事な手さばきで解体され、来客

者とガイドの７０人近くでマグロ丼を食しました。マグロのお

代わりが次々ときますが、さすがお腹も限界。それでもまだ提

供されていないマグロの部位がありました。とにかく、おいしい訪問ガイドでした。 

 

 

■会員研修及び専門部会 
 

◇史跡文化財部会  
 

①「県立埋蔵文化財センター」          ９月２５日（水）  宮崎 裕子 
 

 会員２０名で神奈川県埋蔵文化財センターを訪問

しました。はじめに神奈川県や海老名市の遺跡の概要

について説明を受け、２グループに分かれて、①資料

管理閲覧室で県内の旧石器～近世迄の代表的な遺跡

遺物の見学②収蔵庫見学③会議室に河原口坊中・社家

宇治山・中野桜野遺跡の出土品の一部が出されていて

解説を受けながら見学しました。河原口坊中遺跡の小

銅鐸、鉄斧、木製農具等に「再会」できました。河原

口坊中遺跡の出土品は「再整理中」だそうです。普段

は見られない海老名の出土品を見学できて大変貴重

な機会でした。準備して下さった埋蔵文化財センターの職員の皆様に感謝いたします。 
 
②「國學院大學博物館」            １０月１６日（水）  松本 仁美 
 
 １０月１６日、史跡文化財部会で渋谷の國學院大學博物館

に１８名で行ってきました。神道の大学ということで学芸員

に大嘗祭（１１月１４日、１５日）の神事についても説明を

聞くことが出来ました。 

逆川の発掘をされた樋口博士が自身の収蔵品を寄付した

ことに始まったという、この博物館は土器などの展示品が多

く、また、珍しいものもたくさんありました。 

 

 

 國學院大學博物館にて 

県立埋蔵文化財センターにて 
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◇石仏古道部会                      部会長 三澤 武治 
 
①藤沢市菖蒲沢・遠藤の石仏めぐり               ７月２日（火） 
 
海老名駅東口バス停に１１名が集合し、８時５５分長後行きのバスで出発、宮の腰バス停で下

車し、菖蒲沢から遠藤への石仏めぐりを行いました。雨の降る天気予報でしたが一度も傘をさす

こともなく石仏をめぐることができました。この地域の石仏は、石質が良く青面金剛像や双体道

祖神の美しい姿を見ることが出来ました。参加者は６月１８日

(火)の下見に９名、延べ２０名の参加を得ました。県指定重文

の大曲型や市指定重文の庚申塔もあり、見応えのある石仏に会

話もはずみ楽しい一日となりました。 
 
 
 
 
 
 

②茅ヶ崎市北西部の石仏めぐり                
１０月１５日（火） 

 
ＪＲ海老名駅に１４名が集合し、９時２分発で寒川駅下

車し、バスで北方バス停へ向かいました。天気は曇り空で

涼しく、石仏めぐりには助かりました。青面金剛には右手

にショケラを持ったもの、県指定重文の大曲型、また双体道祖神には「道祖神」、「庚申」が刻ま

れたもの、香川では社に保護されたものなど、石仏全体の石材が良く、像がはっきりしていまし

た。浄見寺では樹齢４００年以上の大木が台風で倒れているのに遭遇しました。多種多様の石仏

が見られ満足したのと、自然の脅威を知ることも出来た石仏めぐりでした。 
 

◇植物自然部会                     部会長 竹川 光子 
 
相模国分寺跡の「ミシマサイコ園」の手入れは、毎月一回し

ています。今年度の定時総会での記念講演を拝聴しまして、堀

口氏が「ミシマサイコ」を部会で栽培するにあたっての、当初

の意義と苦労を詳しく知ることが出来ました。これからも一層、

堀口氏の意志を大切にして、守って行きたいと思いました。 
 

「座間ひまわり祭り」   
８月１０日(土)  

 
座間のひまわり祭りに行きました。参加者１９名（１３名

と下見６名）でした。 

５５万本のひまわりは、大変美しく素晴らしいものでした。

イベント会場は、多くのお客様がいらしていました。催しも

あり、飲食店、切り花、農産物、特産品の販売もあり、楽し

い会場でした。 

天気も良く、満開のひまわりに感動して満足した、楽しい

一日でした。 

 
◇ガイドサポート部会                  部会長 西  佑治 
 
 令和元年度のガイドサポート部会は市民ガイドの「えびなの涅槃図を訪ねる」で行われていま
すが、市民ガイドのサポートとともに今回は海老名を中心とした歴史、寺院、神社、国指定史跡
について研修を次の通り実施いたしました。      

御嶽大神にて  

 

行谷金山神社にて 
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■第１回 

・８月３０日（金） １３時３０分より 国分南自治会館 
・第１回市民ガイド えびな北部の「みほとけ」をめぐる  

９月２８日（土）の解説  講師 牧嶋 剛輝 理事 
       海老名の寺院         講師 藤居 寛 相談役 

■第２回 
・９月２０日（金） １３時３０分より 国分南自治会館 
・第２回市民ガイド えびな中部の「みほとけ」をめぐる 

            １０月１９日（土）の解説  講師 榮 芳朗 理事 

       海老名の歴史           講師  三澤 武治 部会長 
■第３回 
・１０月２５日（金）１３時３０分より 国分南自治会館 
・第３回市民ガイド えびな南部の「みほとけ」をめぐる 

            １１月３０日（土）の解説  講師 堀 光子 理事 
       海老名の神社        講師 西 佑治 部会長 

以上終了いたしました。 

■第４回（予定） 
・１月１５日（水）  １３時３０分より 国分南自治会館 
・第４回市民ガイド えびな西部の「みほとけ」をめぐる 

            ２月１５日（土）の解説  講師 Ａグループ選任者 
        海老名の国指定史跡       講師 横川 剛之 部会長 

 
 

◇歴史講演会「涅槃図入門講座」          ８月３１日（土） 窪寺 秀都 
 

今年度の市民ガイドのテーマである「涅槃図」についての

講演会が海老名市役所で行われました。 

 県立歴史博物館の橋本遼太氏が「涅槃図」の舞台、登場人

物、居場所などを資料を通して、判りやすい解説でした。４

７名の会員が出席し、ガイドに向けての知識を深めることが

出来ました。 

改めて「涅槃図」についての関心が高まった講演会でした。 

 
 
 

 
■会員研修 
 
◇北部地区部会研修報告            北部地区リーダー   三澤 武治 
 
①東柏ヶ谷コースの研修                  ６月２５日（火） 
 
さがみ野駅に２１名が９時に集合し、東柏ヶ谷地区の歴

史と自然について研修しました。主だった研修は柴胡の原

といわれた相模野台地を通る大山道・矢倉沢往還・大道（付）

について。旧高座海軍工廠跡地にて当時の様子と台湾少年

工について。戦後の開拓農協と畑地灌漑用水と桜並木につ

いて。大塚本町交差点（大山道・巡礼道・大塚祭り）。かし

わ台駅東口（旧大塚本町駅）のホーム跡。目久尻川沿いの

満開の紫陽花を観賞し、また鮎の遡上を確認しました。東

柏ヶ谷地区の実地研修は初めての人が多く、新しい発見も

あり、満足したという声が聞けました。 
 旧高座海軍工廠跡地に 

写真提供：海老名市教育委員会  
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②大山道青山通（柏ヶ谷～国分）の研修                  ９月１９日（木） 
 
かしわ台駅に１３名が９時に集合し、大山道（矢倉沢往還）の

道標の位置を明治の迅速図に記入した地図を頼りに江戸時代の大

山道の研修をしました。確認した道標は第六天に向かう十字路に

あった道標（温故館で確認）、富士塚の庚申塔、赤坂バス停の不動

塔、国分の辻の庚申塔、国分寺の不動塔でした。コース途中では

古代の運河といわれる逆川についても研修しました。道標の文字

がはっきり残っているものに感激した人。文字が全く読めないも

の、また 7 年前にはあった道標が今は他の場所に移っていること

に接し、残念がる人もいました。 
 

③渡辺崋山の游相日記をたどる（国分～厚木）の研修   １１月１９日（火） 
 
海老名文化会館に１６名が９時に集合し、渡辺崋山が天

保２年（1831年）に游相日記に残した国分から厚木の大山

道と崋山が描いた六勝図の場所を研修しました。一大縄

（目中皆稲田海老名という）、厚木の渡し跡（渡船場跡・

六勝図）、厚木神社（那須与一、斉藤鐘助）、烏山藩の陣屋

跡、萬年屋平兵衛の旅籠跡と墓のある寶安寺、熊野神社（六

勝図）、智音神社（智音寺、那須与一の墓）、きりんど橋跡

（桐辺堤、六勝図）。厚木の渡し跡周辺の様変わりに驚き

の声が上がりました。厚木側の大山道を歩いたのは初めて

の人も多く、良い研修になりました。 
 
 

◇西部地区部会研修報告          西部地区リーダー   矢野 智 
 
新しい企画ガイド案を提案することを目標に下記の活動をしました。 

１）海老名の西地区コースの実地研修（７月３日） 

まずは西地区の代表的なコースを一緒に歩くことからと暑

い盛りに浅間大神、外記河原、有鹿神社など７kmもの行程

を歩き、少々疲れた中からも新たな知識と部会メンバーの

親睦を築くことができました。 

２)提案によるテーマを基にガイドコース企画の検討（８月

１９日） 

企画のコンセプトは、単なる地域別の史跡の訪問ではなく、

物語や主人公をテーマにした史跡見学のコース創りです。

２つのテーマ：「日蓮聖人の足取り」「護王姫伝説」の提案

があり、それぞれにガイド企画案作成に向けて議論を始め

ました。みんなの知識を持ち寄り、地図を前にして、日蓮聖人や護王姫になった気分で、ワク

ワクしながらも、どうすれば面白いガイドコースができるかをじっくり議論しました。私を含

めメンバーの中にも初めて自ら企画に携わる人もいて、とても有意義な機会が得られました。 

３)企画案の下見と検証（９月３０日と１０月８日） 

ここからが本番です。共に海老名のみでなく座間にも及ぶ地域の日蓮聖人と護王姫の企画をそ

れぞれ１日ずつ歩いて確認しました。座間地域のこれまでに馴染みのない道も含め、ガイドの

物語性や所要時間、安全性なども大いに議論しながら検証ができました。 

４)企画案の具体化（〜１２月中旬） 

実際のコース検証ができた２つの企画を具体的なガイド案にまとめ、提出する準備を進めます。 

 

 

赤坂バス停不動塔前にて 

厚木の渡し跡にて 

護王姫神社にて 
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◇南部地区部会研修報告           南部地区リーダー  牧嶋 剛輝 
 
南部地区部会では、現在、大山道の散策をしています。一

口に大山道と言っても、幾つかありますが、１０月２４日は、

その中の柏尾通りを散策しました。メンバーの中に地元の方

が数名いらして、本郷地区にある見所を先頭切って案内して

くださいました。本郷荘や廃寺となった常念寺跡などを、こ

の日私は初めて目にしました。本郷という地名には、曾てこ

の辺り一帯を恩馬郷と呼んでいた頃、その恩馬郷の本と云う

意味が備わっているようです。実際、自分の足で海老名を歩

いてみると、この本郷という土地が、一際平穏で落ち着いて

いるという印象を持ちます。そしてこの辺りを横切る柏尾通

りが、江戸時代の気分のまま残っているであろうことを強く実感するのです。さて、次回は別の

大山道である百八堀通りを散策したいと思っています。あまり知られていないこの大山道を、こ

れを機会に深めたい。純粋な驚きと新たな発見を求めて。 
 

◇東部地区部会研修報告          東部地区リーダー   谷村 隆 
 
① 鈴木三太夫遺跡巡り 

 今回は、江戸時代の大谷の領主、旗本・町野幸宜の息子が鈴木

三太夫を処刑したという側面もあるが、幸宜本人は正八幡宮の社

殿を寄進した側面もあることを現場研修しました。１０月８日、

鈴木三太夫のお墓がある妙常寺から、住職が減免に向かったとき

に通った坊坂を通り、大谷の鈴木三太夫霊堂へ。次に代官所に行

った住職を待った三左待を通って、中央農高の処刑の碑を見たあ

と、正八幡宮へ行きました。 
 

② アツギ株式会社本社見学 

 今回は、海老名の誇れる会社、アツギ株式会社本社の現状を

拝見しに行きました。１１月７日、今回の目的である商品展示

室。ここには来年春販売するものを展示してあるとのことで、

写真撮影はできませんでした。ここにあるのは、ソックス、パ

ンスト、そして各種インナーなど、男には目にも眩いものばか

りでした。その後、旧堀禄助邸にあるゲストハウスへ。池に三

方を取り囲まれた広々とした部屋で、職員は就職したときと退

職時しか入れないとのことでした。庭も手入れが行き届き、ま

さに別世界でした。 

 

 

「令和元年度後半ガイド計画」      ガイド研修企画委員長  窪寺 秀都 
 
■市民ガイド                     共催：海老名市教育委員会 
 
◇第４回 えびな西部の「みほとけ」をめぐる 

「実施日時」  令和２年２月１５日（土） １３時～１６時 

「集合受付」  社家駅 １２時５０分    「解散場所」  社家駅 １６時頃 

「申込方法」  別途「広報えびな１月１５日号」に掲載 

「広報えびな」に１ヶ月前に参加募集が掲載されますので、お申し込みください。 

★申込先：教育委員会教育総務課文化財係  TEL：046－235－4925 

 

本郷神社付近の大山道道標 

処刑の碑にて 

旧堀禄助邸にて 
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■企画ガイド                   
 
◇「千手観音ご開帳と秋葉山古墳群」 
 
 海老名市北部の龍峰寺に安置されている千手観音立像。一年に２回だけご開帳される秘仏で、

国指定重要文化財「木造千手観音立像」を間近に拝観します。京都の清水寺と同じ清水寺式観音

様です。中山毎吉の足跡を訪ね相模国分寺跡や尼寺跡もめぐります。 

「実施日時」   令和２年３月１７日（火） ９時３０分～１２時３０分 

「集合受付」   海老名北部公園  当日受付：９時１０分～９時２５分 

「解散場所」   龍峰寺    

「運営協力金」  ３００円 

★申込先：NPO法人海老名ガイド協会  TEL：046－234－7879（会長：福井） 

 

************************************************************************* 
 
■令和 2年度 海老名ガイド養成講座         養成講座委員長  古賀 純子 
 

５月１１日（月）～６月８日（月）  全５回   場所：海老名市文化会館 
 
住みたいまち、住み続けたい街「海老名」の歴史を学び、ご一緒にガイドしませんか。 

 
令和２年度の「ガイド養成講座」は、 

歴史講座３回             ５/１１・５/２５・６/８ 

歩いて学ぶ実地研修２回 ５/１８・６/１ 

全５回毎週月曜日に開催致します。皆様のご参加をお待ちしております。 
 

★申込先：NPO法人海老名ガイド協会  TEL：046－234－7879（会長：福井） 
 
************************************************************************* 
 

特別寄稿【賛助団体会員投稿】   
 
「高座クリーンセンター（高座清掃施設）を見学して」 
 

環境・歴史探訪えびなすえひろ会 
 
 毎月１回、県内、東京を中心に神社仏閣や各種施設を見学して、認知症を防止するための活動

をしています。令和元年１１月１４日新装なった高座清掃施設焼却場を訪ねました。海老名市で

は今年９月３０日から家庭から出される可燃ごみを有料化、戸別収集を実施しました。海老名市

は綾瀬市、座間市に比べて格段に人口増加があります。当然ごみの排出量も多くなり、減量化は、

一層進める必要があり、いろいろと議論されることを期待して焼却場を見学しました。 

 完成後７ヶ月ですので、とてもきれいな建物で、複合施設も充実していて、特に煙突を隠す為

に出来た展望台からの景観は、遠くに海老名駅、足下に新幹線が走り子供たちも楽しめる施設と

なっています。 

 焼却施設については、最新の技術が生かされて、少人数で

運転管理が出来るものになっています。排煙、排水も適切に

管理されていて、地域住民にも安心できる施設に思われます。

ただ、これらの状況が何時まで続くか問題だと思います。海

老名市は３０％のゴミ減量を目標としています。人口は増え

続け、ゴミも増えます。焼却炉の点検も必要です。市はこれ

からどのような対策を考えていくか、市民皆様で注視してい

きましょう。 
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☆☆ 新入会員の紹介 ☆☆  

☆小山内 浩（オサナイ ヒロシ）       Ａグループ 座間市 
 
座間市の谷戸山公園近くに住んでおります、小山内と申します。 

入会以来、皆様にとても親切に接して頂いたり、教えて頂きまして、大変

有難く感じております。海老名の風土や歴史、自然に興味を持ち、色々と学

び、ガイドできるまでになりたいと思い、入会させて頂きました。 

ただ、残念ながら、自身の仕事において、2020年春の開業に向け、準備が

多忙となり、しばらく参加が難しくなりました。一段落つきましたら、復帰させて頂くつもりで

おります。また、色々とご指導、ご教示頂けましたら、嬉しい限りです。皆さまと再びご一緒で

きる日を、心から楽しみにしております。 

 

☆小原 威司（コハラ タケシ）       Ｂグループ 杉久保 
 
今年６月に入会しました小原です。３月まで仕事がありましたので、よ

うやく退職いたしました。現在６９歳。歴史には以前より興味があり、い

つかやりたいと思っていました。海老名には川崎より、私が３５歳の時転

居しました。今まで海老名の歴史などは、全く分かりません。この半年間

でガイドを３回やりましたが、実践して良い経験となりました。これから

も、先輩の皆様からご指導していただき、勉強していきます。今後ともよろしくお願いします。 
 

☆山下 剛史（ヤマシタ ヨシフミ）       Ｃグループ 上今泉 
 
はじめまして。今年度ガイド協会に入会しました山下剛史です。私は、歩くことが大好きです。

特にその道すがら歩きながら自然を観察しながら、遠くの景色を見ながら歩くと心が癒やされま

す。さらにこの道を誰が通っていたのだろうかとか、ここにはだれが何をしていたのだろうかと

思いが馳せます。そんな思いを地元海老名での「邂逅」にめぐり合わせてくれたのが「海老名ガ

イド協会」の研修でした。 

今後は、広く市民の皆様に「歩くこと」の楽しさを伝えていけたらと思います。そのためにも

さらに活動の機会を増やし研修・研鑽を積み上げることが急務です。諸先輩方の教えを請いなが

ら、何とか参加させていただきたく思います。よろしくお願いします。 
 

☆信太 美和子（シンタ ミワコ）       Ｃグループ 上郷 
 
 私、信太美和子７３歳です。自宅の近くには、“自然と歴史の散歩道”

の碑があります。海老名氏の記念碑があったり、横須賀水道が通っており

ます。“有鹿神社”は我々を日々見守ってくれております。歴史好きな私

には、海老名史を知りたいと思う気持ちが強くなって来ました。それが１

０年前の頃です。それが、主人の病気などにより、入会が遅くなってしま

いました。例会に出席して、解らないことが多いですが、少しずつ仲間に入ってゆけたら良いか

なと思っております。歩きに自信があるわけではありませんが、マイペースにて頑張ってみたい

と願っています。よろしくお願い致します。 
 

☆吉田  肇（ヨシダ ハジメ）       Ｄグループ 東柏ケ谷 
 
大阪市の出身です。社会人になって関東に参りました。海老名に住んでもう２０数年になりま

す。歴史が好きで、出張などで地方に行くと訪問先の神社、仏閣に参る事も多かったのですが、

地元の海老名の歴史、史跡など全く知らない事に気が付き、ガイド協会に登録致しました。親の

関係で大阪、千葉に行ったり来たりで、忙しい日が続いております。参加出来ない日も有ります

が、これから、よろしくお願い致します。 
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【世界遺産紹介シリーズ⑳】 
 

世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」（大阪府）    指定： 2019-7-6 （国内 23 件目） 
 

                                  矢野 智（大阪府大阪市出身） 
 
百舌鳥・古市古墳群とは、４世紀後半から５世紀に築造された百舌鳥（堺市）と古市（羽曳野

市・藤井寺市）の古墳群で、かつては 200 基以上あった。現存するのは両地域合わせて 89 基。 

今回のユネスコ世界遺産に登録されたのは、49 基（百舌鳥地域：23 基、古市地域：26 基）。 

代表的なものは、百舌鳥地域の大山古墳（仁徳天皇陵古墳）、 

古市地域の誉田御廟山古墳（応神天皇陵古墳）などである。 

登録の背景は、「傑出した古墳時代の埋葬の伝統と社会政治的構造を証明し、普遍的な価値があ

る」とのことである。陵墓とされるものは、宮内庁の管理・保存の下にあるので住宅地などにな

らずに残されている状況である。 

古墳群の全容は、両エリアには大規模な前方後円墳が集中し、巨大古墳の周りを同時期に造営

された中小古墳で取り囲まれ、被葬者の権力や身分の階層を示している。帆立て貝形や方形など

幾何学的にデザインされ、建造技術の高さを示し、多様な規模と形状を持つ墳墓群は世界でも稀

である。 

 

 

 

 

 

 

 

大山古墳を含む百舌鳥古墳群 日刊ゲンダイ(堺市提供)        大山古墳の拝所前 

百舌鳥・古市古墳群の出現は古墳時代の中期にあたり、ヤマト政権の大王墓の造営地が奈良大

和から大阪河内に移動したらしい。この時期に渡来人が多く集住していた河内平野の開発が進め

られており、ヤマト政権の基盤が河内にまで拡大したことのあらわれと考えられる。 
 

大山古墳（仁徳天皇陵古墳）は、墳丘長 486m、濠を含む全長 840m、高さ 35.8m、さらに周

囲に中小の陪冢十数基を従えた最大の古墳である。古墳の周囲は 2.85km の周遊路になっており、

各陪冢や仁徳天皇皇后磐之媛命の万葉歌碑などを見ながら散策できるようになっている。 

本古墳を築造するのに要した年月は、ある試算によれば 1 日最大で 2,000 人が従事して 15 年 8 

か月、のべ 680 万人が従事したことになる。当時、日本の人口は数百万人と考えられるのでいか

に多くの人が動員されたのか、いかに国家的ともいえる事業であったのかを考えさせられる。 
 

約 60 年前、小学生の頃に遠足で仁徳天皇陵を訪れたことがある私ですが、拝所から森のよう

なものを見ただけで、あまり感動もなかったことを微かに覚えています。今、その自分がこれら

の古墳群からその時代のロマンを感じていることに少し喜びを感じています。 

 

《 編 集 後 記 》 
  皆さま方のご支援・ご協力を以って、会報第２６号をお届けすることができました。 

この紙面を借りて心より御礼申し上げます。この会報が「海老名ガイド協会」の発展の一助に 

なることを願っております。  
 

〔編集委員〕 

伊波 静男、矢野 智、掛川 忠良、蔵迫 泰郎、城山 俊則、大賀 弘一、園部 理恵、榮 芳朗、

服部澄一郎、福井 敦 
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賛助会員の皆様には、海老名ガイド協会をご支援いただいております。  
☆ 賛助団体会員 ☆ 

 

 
(有)堅昇土建 

☎０４６−２３３−７７９８ 

海老名市国分北 2-17-21  代表取締役 見上 健一 

 

 
 

プロパンガスのご用命は 

大陽日酸エネルギー（株）神奈川支店 
☎０４６−２３８−３１０８ 

海老名市門沢橋 3-7-17  支店長 要 朋宏 

 

 
酒処 海 

☎０４６−２３２−６２１２ 

海老名市大谷北 4-3-37  代表 篠原 恵美子  

 
 

 

株式会社 ス モ ッ ト 
☎０４６－２５９－７１００               

海老名市中央２-１０-５ 代表取締役 曽根 友基 

 
生そば ささや 

☎０４６−２３３−８８８４ 

海老名市中央 2-8-12  代表 笹川 君子 

 
 
 
 

 
中国料理 玲鈴 

☎０４６−２３１−２８３９ 

海老名市中央 2-8-15  代表取締役 後藤 礼子 

 

 

 

 

 

 
 

スナックフレンド 

☎０４６−２３４−４６５６ 

海老名市国分南 1-2-17-203  代表 伊藤 理恵子 

 

 

 

海老名市スキー協会 
理事長 小池 兼一 

海老名市今里 1-16-28 

☎０９０-１５５５-９２７８ 

 

 

 



16 

 

☆ 賛助団体会員 ☆（続き） 
 

 

海老名長崎県人会  会長 城山 俊則 

☎０４６－２３２－９７５６ 
          

新世界三大夜景 

と世界遺産の島 

長崎県          

 

  

（有）ダイコウ 

☎０４６−２３１−００３３ 
 

海老名市 

国分寺台 1-18-32 

  代表取締役 太田 智士 
 

 

環境・歴史探訪えびなすえひろ会 
（略称 歴探すえひろ会） 

 ☎０９０－２６２７－８４５６ 
  

海老名市 

国分寺台 1-14-2 

       代表  友田 政弘 
 

 

     

 
賛助団体会員 

お待ちしております     

           

☆ 賛助個人会員 ☆ 
 飯田 幸一  様  海老名市国分南  在住 
 牛村 忠雄  様  海老名市中野   在住  
 小池 兼一  様  海老名市今里   在住 
 三橋 和喜  様  伊勢原市高森   在住 
 三田 昌也  様  平塚市中里    在住 
 岡崎 あさ子 様  海老名市中央   在住 
 服部 良江  様  海老名市国分寺台 在住 
 鈴木 勝夫  様  海老名市国分南  在住 
 城山 重美子 様  海老名市大谷北  在住 
 石井 正雄  様  海老名市国分寺台 在住 
 佐藤 昭彦  様  海老名市門沢橋  在住 
 中里 由美男 様  海老名市国分南  在住 
 市川 百合子 様  大和市深見    在住 
 大西 正則  様  座間市緑が丘   在住 
 福井 邦子  様  海老名市国分南  在住 
 平本 政昭  様  相模原市南区   在住 
 

 （注）賛助団体会員及び賛助個人会員は、令和元年１１月末現在のものです。 

 

 

 

 

 

 

《賛助会員募集》 

海老名のガイドボランティア活動に理解をお持ちで、当協会を後援していただける  

個人および団体の賛助会員を募集しております。 

   賛助会員は、当協会の行事（定例研修会、研修旅行等）にご参加いただけます。 

   皆様のご加入を心よりお待ちしております。 

    ・年会費：個人は１口２,０００円、団体は１口５,０００円  

  しくは、☎０４６－２３４－７８７９まで 

 

 

  


