
 

 

      ＮＰＯフォーラム･だより №1９  
  ２００８．１．１８    

ＮＰＯ法人 南房総文化財･戦跡保存活用フォーラム 
〒294-0036 千葉県館山市館山 95 小高熹郎記念館 TEL&FAX：0470-22-8271 

                 Ｅﾒｰﾙ npo@internet-ex.com   http://www.internet-ex.com/npo/  

 

 

 

＊小高記念館は冬季の間、休館となりますので、ご諒解ください。 

■ 海辺のまちかど博物館の「知恵袋講座」 … 1 月 22 日（火）  

第５回  １月 22 日（火）14 時～  会場：小高記念館   参加費：無料（資料代のみ実費） 

講師：鈴木政和副理事長   テーマ：わたしのライフワーク～渡米アワビ漁師の地域調査  

   南房総市千倉町生まれ。漁師だった 15 歳でロシアに拿捕されたという貴重な体験をもつ平和の語り部。明

治期に渡米したアワビ漁師の調査活動を地道に続け、国際交流にも貢献。ふるってご参加ください。 

■ 映画≪赤い鯨と白い蛇≫ 再上映決定！ … 1 月 26 日（土） 

  １月 26 日（土） 第一部 10:30／第二部 14:00 

  会場：南総文化ホール大ホール 

  入場料：大人 1,000 円（当日 1,200 円）、高校生 500 円 

 館山の戦跡を舞台に製作された映画。昨秋の監督講演＆上映会に 2,000 人の来

場者がありました前売券を購入しながら、満席で鑑賞できなかった方は、前回の入

場券を有効としますのでご持参ください。2 度 3 度と鑑賞するたびに、新しい気づき

が起きてくる深い映画です。ぜひ、ご家族ご友人でご覧ください。 

■ 戦跡ガイド研修会（三芳ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）… 1 月 27 日（日） 

１月 27 日（日）９：３０～  集合：三芳・道の駅鄙の里 P （自家用車で移動）  参加費：無料 

案内：小沢義宣・岡崎昭一  「桜花」基地など三芳地区の戦跡めぐり （軍手・懐中電灯など各自準備） 

■ 三芳･平和をつくる会・講演 … 1 月 27 日（日） 

１月 27 日（日）１３：３０～  会場：三芳農村改善センター （旧三芳村役場裏）」  参加費：無料 

講師：愛沢伸雄  テーマ：安房の本土決戦体制と特攻機「桜花」下滝田基地 

■ ♪ウミホタル合唱団･安房♪  … 団員大募集！ 

館山発祥の合唱組曲『ウミホタル～コスモブルーは平和の色』を歌う、ＮＰＯフォーラム主宰の合唱団です。

体操しながらリラックス、「音程や歌詞をまちがえてもＯＫ！」という練習法です。合唱未経験者も大歓迎！ 

♪１月 17 日（木）19:00～20:30 コミセン３Ｆ音楽室   ♪1 月 26 日（土）13:30～15:00 南総ホール練習室 

♪２月７日（木）19:00～20:30 コミセン３F 音楽室    ♪２月 23 日（土）13:30～15:00 コミセン３F 音楽室  

♪３月６日（木）19:00～20:30 コミセン３Ｆ音楽室      ♪３月 15 日（土）13:30～15:00 南総ホール練習室 

【入会金】1,000 円（新楽譜代･通信費を含む） 【団費（月額）】2,000 円  【指導者】栗原けい子先生 

当日のスタッフ募集
中！ ご都合のつく
方はご連絡ください。 

＊報告：倉吉里見調査会＊ 

昨 12 月 14 日～16 日、川名登氏（千葉経済大学名誉教授）を代表とし、佐藤博信氏（千葉大学教授）、滝

川恒昭氏（千葉県史中世史部会専門員）、和気俊行氏（法政大学非常勤講師）、愛沢伸雄(ＮＰＯフォーラム

理事長)の６名で、鳥取県倉吉市周辺地域を訪問し、＜里見忠義に関する史料・史跡等の総合的研究＞を実

施した。倉吉市立博物館と倉吉市立図書館で伯耆民談記や江戸期絵地図類、大岳院書類写を拝見。「里見

忠義奉納棟札」が奉納されている北条八幡宮では、文面の解釈をめぐって棟札の墨文字を再検討。里見屋

敷周辺の調査や里見忠義の位牌があるという杉本家へ聞き取り調査に伺った。忠義の菩提寺である大岳院

では、全古文書の整理と目録作成を初めておこない、大きな発見があった。さらに山郷神社や忠義終焉の

地、北野天満宮など里見忠義関係の寺社や史跡などを廻り、鳥取県立博物館でも重要な古文書の存在が明

らかになった。このように現在残されている里見忠義に関わる史料や遺品のすべてを確認する成果をあげ

た。今後、正式な形で学術的に公開する機会をつくっていきたいと考えている。          （愛沢） 
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１８歳のとき館山で結核療養をしながら画業を志し、後

に新宿中村屋の相馬愛蔵･黒光夫妻に支援されて大成

していく薄幸の画家です。青木繁の６年後、同じ布良の

地を描いた作品で、第４回文展３等に入賞。新宿中村屋

の暖簾分けというご縁で、館山中村屋で複製画を制作

し、館山駅前本店２F 喫茶ギャラリーで展示しています。 

実物を所蔵している東京国立博物館でも１月２０日ま

で展示中。さすがに本物は、病弱な彝ならではの、生と

死を象徴する光と影が素晴らしく表現されています。 

■ 里見の道ウォーキング（稲村城跡から北条へ） … ２月９日（日） 

２月９日（土）９時 ＪＲ九重駅出発 ～ 館山駅解散（行程約７ｋｍ） 参加費１００円（資料･保険代） 

     ※駐車場はありません。電車かバスをご利用ください。昼食･飲物は各自ご準備ください。 
【ＪＲ】     （下り）館山 8：52 発→九重 8：59 着／（上り）鴨川 8：02 発→九重 8：41 着 

【日東バス】 館山発→亀田病院行き 九重駅入口 8：13 着／鴨川方面より→館山行き 九重駅入口 8：32 着 

             医師会病院発→平舘行き 九重駅前 8：20 着／平舘発→館山行き 九重駅前 9：02 着 

主催：里見氏稲村城跡を保存する会  共催：ＮＰＯ法人南房総文化財･戦跡保存活用フォーラム 

■ 那古船形･まちなか発見ウォーク … ２月 17 日（日） 

２月 1７日（日）１０時 那古寺出発  参加費：100 円（資料・保険代） 企画・案内（島田輝弥さん） 

 那古寺～健人館～古那古～河名～船形陣屋跡～忍足佐内殉難碑～船形城跡（西行寺） 

～岩船地蔵～崖観音～渋沢栄一磨崖碑（船形学園内）～船形海岸散策～那古寺 14:30 

■ 里見ガイドによるバス＆ハイク〝八犬伝ロマン紀行〟 … 花旅キャンペーン実施中！ 

２月１６日（土）、２４日（日）、３月１日（土）、９日（日）、１５日（土） 計５回実施 

     参加費 3,700 円／特典：食用菜の花摘み＆八犬伝手ぬぐい／予約：0470-22-2530 館山市観光協会 

      10:30 館山駅西口出発 → 城山公園・八犬伝博物館（入館料 80 円） →  

道の駅・鄙の里（昼食自由） → 犬掛の里 → 伏姫籠穴 → ＪＲ館山駅東口 16:30 

□ 当面のガイドスケジュール   ★勉強のためにアシスタントとしての同行も大歓迎です。ご連絡下さい。  

1 月 24 日（木）15:00～17:00 公民館長学習会 （講演：愛沢・池田） 

２月 ２日（土）9:00～11:30 房総の会・現役女性教職員 （戦跡紙芝居・赤山） 

２月 ３日（日）17:00～18:00 母親大会関東ブロック学習交流会 40 名 （講演：愛沢･池田） 

２月 ４日（月） 8:30～12:00      〃                    （戦跡：かにた＆基本コース） 

２月 ５日（火） 9:00～11:00  館山幼稚園家庭教育学級 （講演：池田） 

２月 16 日（土）10:00～15:30 木更津市金田公民館 20 名 （座学／赤山・北下台） 

３月 ８日（土）10:30～16:00 ちばコープ食文化ツアー25 名 （野草積みと調理） 

３月 ８日（土）11:00～15:00 浦安市堀江公民館 20 名 （八犬伝ゆかりの地） 

□ かにた婦人の村バザーのお知らせ＆ボランティア募集 

   ２月１６日（日） 8:30～15:00 駐車場係り or 販売係り （昼食つき） ※午前中のみのお手伝いも OK です。 

＊青木繁記念碑と小谷家住宅＊ 

青木繁が逗留して≪海の幸≫誕生の家となった小谷

家住宅を建築文化財の専門家に調査していただいたと

ころ、明治 20 年代を代表する漁村の家屋として貴重な

建物であることが判明しました。当時輸入されたばかり

の洋釘の使用や、安房の三名工・後藤義光による彫刻

などが確認されました。 

2005 年に行なった「青木繁『海の幸』100 年の集い」

で、「地域の子どもたちの誇りとして家を残したい」と宣

言した当主小谷栄さんは、今回の調査報告を受けて、

館山市指定文化財の申請を市教育委員会へ提出しま

した。富崎地区元連合区長会長の吉田昌男さんを代表

とする「青木繁記念碑保存会」と連動し、NPO が事務局

を担いながら、「海の幸」記念館（仮称）に向けた取り組

みを息長く続けていくこととなりました。保存・活用のた

めの基金を募っていくことを含め、検討中です。皆様の

ご助言・ご支援をよろしくお願いいたします。 


