
   平成３１(令和元)年度（２０１９）の活動記録   藤沢地名の会                      

実施日 事業名 内       容 

４月 ４日

（木） 

特別企画  

バスツアー  

第４１回 「ぐるっと秩父、三神社めぐり－秩父神社・三峯神社・ 

寶登山神社－」  案内者：梶浦清敏（会員）   参加者：４８名 

４月１６日 

（火） 

さがみ探訪 

 

第６１回「旧・神奈川宿に幕末を見た！」 

案内者：梶浦清敏、渡邊由喜子（各会員） 参加者：４３名 

５月１４日 

（火） 

さがみ探訪 

 

第６２回 「川匂神社を参拝し、吾妻山で富士山を眺める」 

案内者：中岡裕志、野上 健（各会員）  参加者：１３名 

５月１８日 

（土） 

総   会 第３５回 議題：平成３０年度事業報告、決算・平成３１年度事業計画

案、予算案、（以上原案通り承認）、役員改選；吉澤忠雄氏会

長選任                 出席者：３１名 

 

５月１８日 

（土） 

講 演 会 平成３１年度第１回地名講演会（第２３９回例会）   主催：藤沢市 

「玉縄城と小田原北条氏の海賊衆」    

講師：真鍋淳哉先生（青山学院大学講師） 

         於；F プレイス ３階ホール  参加者：１３０名 

５月２８日 

（火） 

 

地 名 探 訪 第２４０回例会 「江の島全島ひとめぐり（歌碑・碑文編） 

－残された文字文化に触れる－」  

案内者：吉澤忠雄、野上 健、佐々木道雄(以上会員) 参加者：５７名 

６月１９日

（水） 

さがみ探訪 

 

第６３回 「謎の『飛地』岡上の農村風景を散策する」 

    案内者：佐々木道雄、山本雅博（各会員）  参加者：３２名 

７月 １日 

   

（月） 

会    報  第１００号発行 主な記事：第３５会藤沢地名の会総会報告、平成３０

年度研究発表会（第２３７回例会）要旨「鎌倉大仏殿と明応津波」講

師：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・

松岡静雄ゆかいの藤沢周辺地名」『柳田國男全集』編集委員 小田富英

先生、会員報告「藤沢地名の会１００号記念 藤沢の道標一覧」吉澤忠

雄氏、活動報告 他 

７月 ３日 

（水） 

ミニだより 第９８号発行 主な記事：第３５回藤沢地名の会総会報告、平成３１年

度第１回地名講演会、地名探訪「片瀬地区」「江の島碑文めぐり」、特別

企画「秩父三社めぐり」バスツアー、さがみ探訪第６０～６２回「いた

ち川沿い」「神奈川宿」「川匂神社・吾妻山」実施報告、行事予定 他 

７月１７日

（水） 

さがみ探訪 第６４回 「自然の宝庫『生田緑地』を散策」 

案内者：中岡裕志、堀川満理栄（各会員） 参加者：４０名 

８月２０日 

（火） 

特別企画  第４２回 「日本一の“ワインの街”は藤沢？メルシャン工場見学と試

飲（第１組）」    案内者 梶浦清敏（会員）  参加者：２５名 

８月２３日

（金） 

特別企画  第４３回 「日本一の“ワインの街”は藤沢？メルシャン工場見学と試

飲（第２組）」    案内者 梶浦清敏（会員）  参加者：２３名 

９月１７日 

（火） 

さがみ探訪 第６５回 「古道・湯坂道を歩き、石仏群をたずねる！」 

     案内者：山本雅博、野上 健（各会員） 参加者：３５名 

９月２８日 

   

（土） 

映 画 会 第２４１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 「神奈川宿今昔」②「ト－マス転炉」③「二ヶ領用水」 

④「湘南港」                   参加者：４５名 

     

１０月１日 

（火） 

会   報 第１０１号発行 主な記事：平成３１年度第１回講演会（２３９回例

会）要旨「玉縄城と小田原北条氏の海賊衆」講師：青山学院大学講師 

真鍋淳哉先生、会員報告「藤沢市庚申塔設置場所一覧表（その２）」鷹

取 昭氏、活動報告 他 

10 月１５日   

（火） 

さがみ探訪 第６６回 「一遍鎌倉入りの足跡を訪ねる」 

     案内者：佐々木道雄、山本雅博（各会員） 参加者：４５名 

10 月２３日 

（水） 

地 名 探 訪 

（雨天順延） 

第２４２回例会 「人形山車のある街－鵠沼本村を往く－」 

案内者 関根 隆、梶浦清敏、布施克彦（以上会員） 参加者：４４名 



実施日 事業名 内       容 

10 月２６日 

（土） 

講 演 会 平成３１年度第２回地名講演会（第２４３回例会）   主催：藤沢市 

「藤沢市内の仏像について～調査に携わった経験も交えて～」 

講師 中島淳一先生（元藤沢市文書館館長） 

於：Ｆプレイス ３階ホール      参加者：６９名 

11 月 ６日 

（月） 

 

ミニだより 第９９号発行 主な記事：平成３１年度第２回講演会、地名映画会、さ

がみ探訪第６３～６６回「岡上」「生田緑地」「湯坂道」「上永谷から大

船」、第４２回特別企「メルシャン工場見学」各実施報告、行事予定他 

11 月１２日 

（火） 

さがみ探訪 第６７回「旧厚木宿の賑わいと渡辺崋山の足跡を訪ねて」 

案内者：中岡裕志、酒井郁子（以上会員）      参加者：３８名 

11 月２８日 

（木） 

特別企画  

バスツアー  

第４４回「バスに乗って昭和を振り返る！－武蔵 陵
みささぎ

墓地と昭和天皇記念

館、高幡不動のもみじ祭り－」案内者：梶浦清敏（会員）参加者：４７名 

12 月１０日 

（火） 

さがみ探訪 第６８回 「昭和のヨコハマを探して､根岸から磯子へ」 

    案内者：梶浦清俊、関根 隆（各会員）   参加者：３５名 

令和２年１月

２１日(火) 

さがみ探訪 

 

第６９回 「逗子海岸を歩く －半日コース－」 

    案内者：野上 健、中岡裕志（各会員）   参加者：４０名 

２月 １日 

（土） 

会    報 第１０２号発行 主な記事：平成３１年度第２回講演会(243 回例会） 

要旨「藤沢市内の仏像について～調査に携わった経験も交えて～」講師：

元藤沢市文書館館長 中島淳一氏、会員報告「北鎌倉の史跡のあれこれ」

川口利光氏、「藤沢庚申塔設置場所一覧（３）」鷹取 昭氏、活動報告 他 

２月１８日 

（火） 

さがみ探訪 第７０回 「新春の鎌倉二階堂で悠久の時に浸る」 

    案内者：佐々木道雄、布施克彦（各会員）  参加者：３４名 

２月２４日

（月；振替休 

日） 

講 演 会 第２４４回例会 研究発表シリーズ第２８回 後援：藤沢市 

「知れば知るほど面白い・伊勢参宮の実態」酒井郁子氏、｢三浦一族の

全国展開｣小池清志氏各会員。於;総合市民図書館２階 加者者：７４名 

３月 ５日 

（木） 

ミニだより 第１００号発行 主な記事：第２８回研究発表、地名探訪「鵠沼地

区」、特別企画「武蔵陵」バスツアー、さがみ探訪第６７～７０回「厚

木宿」「根岸・磯子」「逗子」「二階堂」各実施報告。ミニだより第１０

０号記念会員投稿、「思い出厳選私のベスト３」飯嶋冨士江、「文学用語

としての｢湘南｣」大串兎紀夫、「藤沢地名の会に感謝！」佐藤 武、「咸

臨丸水夫の小話」杉森真弓、「僧侶とタピオカ」寺嶋良子、「湘南台に住

んで」西重靖人、「歴史と地名（伊勢山）」若林羲一の各氏。行事予定他 

３月１７日 

（火） 

さがみ探訪  

（中止）  

第７１回「熱海にはどうやって行きます？(小田原城西側)」 

案内者：関根 隆、梶浦清俊（各会員）   参加者：― 名 

３月２４日 

  （火） 

地 名 探 訪 

 

（中止） 

第２４５回例会 「｢村岡｣を歩く－鎌倉古道｢上の道｣を辿り、武士の足

跡に触れる－」                   後援：藤沢市 

案内者：山本雅博、中岡裕志、堀川満里栄（以上会員）参加者：― 名 

 古文書部会 

 

「太平年表録」4/18、5/16、6/20、7/18、9/19、10/17、11/21、

12/19、1/16、2/20、3/21(中止)            （１０回） 

 地誌輪読会 午前「伊勢参宮紀行・道中日記」７月より「游相日記」・午後「相中留

恩記略」4/7、5/5 、6/2 、7/7 、8/4 、9/1 、10/6、11/3 、12/1 、

2/2 、3/1(中止)                    (２０回） 

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

2/5 、3/5                    （１２回） 

 HP・メルマ

ガ管理部会 

開催なし 

  平成３１年は 5 月１日をもって令和元年に改元。 

  令和 2 年 2 月２６日藤沢市は新型コロナウイルス感染症対策のため 3 月３１日までの行事を中止、 

是に合わせ当会も 3 月実施予定の地名探訪、さがみ探訪、地誌輪読会、古文書部会を中止しました。 


