
          平成３０年度（２０１８）の活動記録    藤沢地名の会                      
実施日 事業名 内       容 

４月１０日

（火） 
特別企画  

 
第４０回 「春爛漫 房総の歴史を垣間見る―バス・ツアー―」 

案内者：梶浦清敏（会員）        参加者：４８名 
４月１７日 

（火） 
さがみ探訪 

 
第４８回（再計画） 「川崎大師を丁寧に見る。そして味の素見学」 

案内者：梶浦清敏、山本雅博（各会員）  参加者：５０名 
５月 １日 

（火） 
会   報 第９７号発行 主な記事：第２３０回例会講演会(会員研究発表２６回) 

要旨「山川菊栄の見た村岡－『わが住む村』をめぐって」粂 智子氏。

「湯女長者の法廷闘争」伊藤一美氏。 会員報告「藤沢の庚申塔

（５）」鷹取 昭氏。活動報告他 
５月 ５日 

（土） 
さがみ探訪 

 
第５１回 「相模国府祭を楽しむ」 

案内者：中岡裕志、佐々木道雄（各会員） 参加者：４５名 
５月１９日 

（土） 
総   会 第３４回 議題：平成２９年度事業報告、決算・平成３０年度事業計

画、予算案案 （原案通り承認）    出席者：３２名 
     

５月１９日 
（土） 

講 演 会 平成３０年度第１回地名講演会（第２３２回例会）   主催：藤沢市 
「横須賀水道道と軍港遺跡～市内を縦断する横須賀水道道とは～」    

講師：高村聰史先生（國學院大學講師） 
         於；藤沢公民館 ２階ホール  参加者：１２１名 

６月１５日 
（金） 

（中止） 

地 名 探 訪 
（ 予 備 日

共 雨 天 ）  

第２３３回例会「古の香りを求めて（２）～御所見北地区を歩く～」 
案内者：野上 健、山本雅博(以上会員)     参加者：― 名 

６月１９日

（火） 
さがみ探訪 

 
第５２回 「太田道灌も攻め倦んだ小机城を訪ねる」 
    案内者：鈴木富雄、佐々木道雄（各会員）  参加者：３８名 

     

７月 ４日 
（月） 

ミニだより 第９５号発行 主な記事：第３４回藤沢地名の会総会報告、平成３０年

度第１回地名講演会報告、地名探訪「羽鳥地区」報告、さがみ探訪「栁

島」「平塚の家康」「酒匂宿」報告、特別企画「伊豆韮山」報告、会員投

稿「岳南鉄道と吉原宿」大津善則氏、行事予定 他 
７月２４日

（火） 
さがみ探訪 第５３回 「夏を涼しく・・・歴史にふれる博物館めぐり（半日コー

ス）」 案内者：梶浦清敏、堀川満理栄（各会員） 参加者：３５名 
     

９月 １日 
（木） 

会   報 第９８号発行 主な記事：平成３０年度第１回講演会（２３４回例会）

要旨「横須賀水道と軍港遺産～市内を縦断する横須賀水道路とは」講

師：國學院大學講師 高村聰史先生、会員報告「江戸時代の藤沢のイメ

ージは？―『道中双六』に描かれた『藤沢』」細井 守氏、「全国地名研

究者大会に参加して」鈴木富雄氏        活動報告 他 
９月１８日 

（火） 

さがみ探訪 第５４回 「ふたたび!奇祭面掛行列・御霊神社」 
     案内者：渡邊由喜子、野上 健（以上会員）参加者：３９名 

９月２２日 
 （土） 

映 画 会 第２３４回例会 於：藤沢市総合市民図書館 共催：藤沢市教育委員会 
① 「藤沢の野鍛冶」②「暴れ川の記憶」③「藤沢宿今昔」 
④「出雲風土記」                参加者：５４名 

10 月１６日 
  （火） 

さがみ探訪 第５５回 「のどかな山間の里を歩く～日向薬師・浄発願寺」 
     案内者：山本雅博、野上 健（各会員） 参加者：４８名 

10 月２８日 
（日） 

講 演 会 平成３０年度第２回地名講演会（第２３５回例会） 
主催：藤沢市 「浮世絵に描かれた千石船～江戸の湊と廻船～」 

講師 柘植信行先生（品川区品川歴史舘専門委員） 
於：藤沢公民館 ２階ホール     参加者：５６名 

11 月 ５日 
（月） 

 

ミニだより 第９６号発行 主な記事：平成３０年度第２回講演会、地名映画会、さ

がみ探訪第５２～５５回「小机城」「横濱博物館めぐり」「坂ノ下御霊神

社面かけ行列」「日向薬師・浄発願寺」各実施報告、会員投稿「『藤沢地

名の会』との出会い」酒井郁子氏、行事予定他 



実施日 事業名 内       容 
11 月１０日 

（土） 
地名探訪  

 
第２３６回例会 「古の香りを求めて（２）～御所見北地区を歩く～」 
案内者：野上 健、小瀬川雅彦、山本雅博（以上会員）参加者：３７名 

11 月２０日 
（火） 

さがみ探訪 第５６回「保土ケ谷宿を歩き、権太坂を体験する」 
案内者：梶浦清敏、山本雅博（各会員）   参加者；３３名 

12 月１１日 
（火） 

さがみ探訪 第５７回 「北村透谷と石阪美那子出会いの里・野津田 
           －薬師池公園と鎌倉古道を散策する－」 
    案内者：佐々木道雄、中岡裕志（各会員）  参加者：２８名 

平成３１年 
１月２８日 

（月） 

さがみ探訪 
 

第５８回 「修験者による山伏問答と火渡りの行を見る」 
    案内者：梶浦清敏、中岡裕志（各会員）   参加者：４４名 

２月 １日 
（金） 

会    報 第９９号発行 主な記事：平成３０年度第２回講演会（２３５回例会） 
要旨「浮世絵に描かれた千石船－江戸の湊と廻船」講師：品川区立品川

歴史館専門委員 柘植信行先生、会員報告「藤沢庚申塔設置場所一覧

（１）」鷹取 昭氏、活動報告 他 
２月２４日 

（土） 
講 演 会 第２３７回例会 研究発表シリーズ第１回      後援：藤沢市 

「鎌倉大仏殿と明応津波」神奈川県温泉地学研究所主任研究員  萬年

一剛先生、「柳田國男・松岡静雄ゆかりの藤沢周辺地名」『柳田國男全

集』編集委員 小田富英先生  
於；藤沢市総合市民図書館２階視聴覚ホール   参加者：６９名 

２月１９日 
（火） 

さがみ探訪 第５９回 「藤沢の北隣・大和市南部を歩く」 
    案内者：野上 健・堀川萬里栄（会員）   参加者：４４名 

３月 ５日 
（月） 

ミニだより 第９７号発行 主な記事：第２７回研究発表、地名探訪「御所見北地

区」、さがみ探訪第５６回「保土ケ谷宿」、第５７回「野津田・薬師池」

第５８回「鴨宮萬福寺」、第５９回「大和市南部」各実施報告、行事予

定他 
３月１１日 
 （月） 

地 名 探 訪 第２３８回例会 「片瀨の地名と史跡を訪ねる」    後援：藤沢市 
案内者：吉澤忠雄・野上 健・佐々木道雄（以上会員）参加者：４７名 

３月２６日 
（火） 

さがみ探訪  第６０回「いたち川沿いに本郷の歴史を歩く～古代から近代まで」 
案内者：山本雅弘、鈴木富雄（会員）    参加者：３７名 

 古文書部会 
 

「太平年表録」4/19、5/17、6/21、7/19、9/20、10/18、11/15、 
12/20、1/17、2/21、3/21            （１１回） 

 地誌輪読会 午前「旅人が見た藤澤」６月より「伊勢参宮紀行・道中日記」・午後

「相中留恩記略」4/1、5/6 、6/3 、7/1 、8/5 、9/2 、10/7、11/4 、
12/2 、2/3 、3/3                （２２回） 

 運営委員会 4/2 、5/2 、6/4 、7/2 、8/2 、9/5 、10/3 、11/5 、12/3 、1/16 、 
2/4 、3/6                     （１２回） 

 ＨＰ・メルマ

ガ管理部会 
開催なし 

 
 


