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  ＜歴史の町大磯＞ 

３．東側地区 目次 

 

１．旧島津忠寛邸跡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 
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  ３．小倉遊亀旧宅（京常の貸家）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
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 １０．旧東郷平八郎邸跡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 １１．旧アーサー・R・パジェット邸跡 

    （Arthur Richard Paget）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  １２．旧佐佐木信綱邸跡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 １３．旧高橋誠一郎邸跡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 
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2 
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3 

 

１． 旧島津忠寛（ただひろ）邸跡（大磯（字坂田山付）903 外）（１８２８～１８９６）享年６９歳 

最後の佐土原藩（薩摩藩の支藩）主。貴族院議員。文政１１年に藩主忠徹（ただゆき）の子とし 

 て生まれる。藩財政改革、文武の振興（進歩的で英式兵制を取り入れた）を行い、戊辰戦争に 

 軍功があった。明治１０年西南の役で軍資金調達のために佐戸原のひょうたん島で“西郷札”を 

 印刷（日本初の軍票）した。薩摩軍の敗北と共に紙くず同然となり、大量の西郷札を抱え没落 

 した商家も多くいた。藩主忠寛の第三子・啓次郎は、明治３年に米国に留学し明治６年に帰国 

 したが、西南の役で西郷軍に参加して戦死している。                    

忠寛は明治２１年頃に大磯のこの地に別荘を構えた。嗣子忠麿は隣接する北本町１００７に別

荘を建てている。大正７年に中川良知（大磯町長）が佐土原さんの土地使用の承諾を得て大磯駅

前から国道に至る立派な道（現６１０号、後、 昭和１１年に湘南遊歩道路と接続する）が出来

た。「佐土原さんの坂道」と呼ばれている。昭和９年に一部を木村孝太郎（以前大正１１年頃隣

地、神明町９１０外の土地を購入し別荘を構えている）へ譲渡している。忠寛の嗣子忠麿は本家

より養子（久範）をとる。その子・久永氏の夫人は今上天皇の妹君・貴子さんである。 

  

２．旧木村徳兵衛（孝太郎）邸跡（大磯（字神明前）910）（1864～1941）享年 78 歳       

  二代目木村徳兵衛は、１９歳のとき明治１５年（1882）日本橋兜町に米穀商「木村徳兵衛 

 商店」を創業、幾多の苦難を乗り越えて、現在では米穀、食品、鶏卵、飼料事業に拡大して、 

 売上１千億円を超える「木徳神糧株式会社」として発展している。戦時中はコメ事業を撤退、 

 深川で証券会社を設立した。「黒川木徳証券」は主要子会社である。さらに軍需産業として「富

士測定器」を立ち上げた。戦時中一時期、大磯小学校内で操業。現在は「㈱フジソク」として川

崎で電気スイッチを製造している。 

  大磯では大正１１年（19２２）頃、神明町９１０番地外の土地を購入し別荘を建てた。大正１

２年（1923）頃熱海から移築した和風住宅を加え、さらに昭和９年に近くの島津邸の敷地を購入

している。現存する洋館の門柱は、東京駅の改修工事で不要となったステーションホテルの門柱

を貰い受けたものである。この別荘は「富士測定器」の保養所（孝徳荘）として利用されていた

が現在は田代信太郎邸となる。 

 

３．小倉遊亀（おぐら ゆき）旧宅（京常の貸家）     （1895～2000）享年 105 歳 

  大正、昭和、平成と天寿を全うするまで８０年間にわたって描きつづけた日本画家。滋賀県 

 大津市生まれ。奈良女子高等師範学校（現奈良女子大学）卒。在学中、課外授業で訪れた法隆寺 

 壁画の前で、水木要太郎教授から“今この線が引ける絵描きは安田靫彦だけ”と、後に生涯の絵 

 の師となる安田靫彦の名を刻みつけられたのは、大正２年１８歳のときであった。大正９年２５

歳のとき大磯に安田靫彦を訪問した。“１枚の葉っぱが手に入ったら宇宙全体が手に入ります”と

いうことばを教示され心の指針とする。「１枚の葉」を求める一生となる。代表作は『浴女』『O

夫人坐像』（上村松園賞受賞）、『舞妓』、『径』、『椿三題』色彩に富む人物画や静物画など、日常に

根ざした画題を愛情に満ちた眼差しで描いた。昭和５５年８５歳で文化勲章受賞。女流画家とし

て、上村松園についで二人目の受賞である。             

  大正１５年３１歳のとき大磯に来住し、初めは神明町の西村常次郎（京常）の貸家で、その後

白岩神社のあたりに転居。さらに吉野という町長だった人の家にもいた。 



4 

 

 

４．楊谷寺（大磯（字神明町前）910） 

  天慶３年（940）の初夏に大地震が起こり、高麗寺の諸堂は破壊しつくされた。高麗権現は 

神輿に召され諸像も残らず三沢川の上流の谷間（字楊谷寺谷戸）に遷された。後に村上天皇 

 の時代（946～966）に高麗寺の堂社は復旧されたが薬師如来像は野倉（やぐら）に大石がかかり、 

 復旧することが出来なかった。従って長年薬師穴と唱えて香灯をお供えしていた。後に川越の 

 喜多院の高僧慶伝（けいでん）が当地に来て、楊谷寺に引き籠もり日夜精を出して薬師像を掘り出    

 し、小庵を建て楊谷寺と号した。長年法灯を絶やさなかったので長灯山と名付けられた。現在こ 

 の薬師像は秘仏となり、寅年に開帳される。境内に大きな地蔵菩薩像があるが、江戸時代であろ

うか檀家の誰かが建立したと云われ、今もお参りに来る方もあるそうである。住職曰く、この地

蔵は三つの顔を持たれ（にこやかな顔、怒っている顔、そっぽを向く顔）、前日の行いにより変

わるので自省しているそうである。境内に日当たりの良い所に牡丹が植えられていて、毎年４～

５月頃が見頃である。大正７年頃に楊谷寺のあった場所に中郡郡役所が置かれるため移転するこ

ととなり、現在の場所に移った。その後郡役所は大磯町役場となり、現在は大磯町図書館となる。 

 

５．旧西村常次郎邸跡（京常）（大磯（字神明町）995）     （1881～1954）享年 73 歳 

  京都から来たので「京常さん」の愛称で呼ばれた名大工。明治１４年滋賀県生まれ。京都で 

 大工の修行をして明治２０年代に大磯に来た。当時大磯には「河松」、「川福」など大工の大親方 

がいて配下に大勢の職人を抱えていた。常次郎は河松で修行後２５歳で棟梁となる。京常は４代 

 続いた。橋本綱常、原田熊雄、水野錬太郎、太田信義、鈴木梅四郎、メンデルソン等々の別荘や 

 安田靫彦邸などを建築したという。戦後は鎌倉の小倉遊亀邸を建築した。昭和２９年６月１１日 

 逝去。現在は４代目（建築会社勤務）が在住。 

 

６．旧太田信義邸跡（神明町 995）                  （1837～1897）享年 60 歳 

  栃木県出身。明治１２年（1879）日本橋で「雪湖堂」を創業し、胃腸薬『太田胃散』を売り出

し成功する。これは彼自身が胃病持ちであったということと、江戸後期の蘭医緒方洪庵の娘婿緒

方拙斎に胃病の処方薬をもらったところ、持病の胃病が快癒したので、太田は緒方を通じてボー

ドウィンから処方を譲り受け自分の姓を冠して売り出した。５男の吉田五十八（母方の実家の養

子となる）は著名な建築家であり、戦後吉田邸を設計している。大磯は、上記に別荘を構えたが

時期は不明。（大磯駅から東側を歩く 宮代芳夫編） 

 

７．旧太田清蔵（４代目）邸跡（大磯（字北ノ端）487 外）    （1863～1946）享年 83 歳 

  ４代目清蔵は第一徴兵保険の経営を引き受けて、東邦生命の基礎を築き上げた。博多商人か 

 から日本の代表的財界人の一人となり、太田財閥をつくりあげた。また政界にも進出し衆議院 

 議員、貴族院議員を歴任。５代目清蔵（元東邦生命社長）は長男である。大磯へは、大正７年 

 （1918）以降北ノ端神明前、山王町、釜口下、堀ノ内、後谷原等広大な土地を取得、別荘を構え

た。大工は「大安」（山本安五郎）。吉田邸出入りの大工という。（同上資料） 
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８．旧朝倉敬之（よしゆき）邸跡（大磯（字神明町）954）   （1860～1943）享年 84 歳 

  万延元年（１８６０）８月相模国、国府津で生まれる。大磯宿神明町 954 の朝倉家の養子とな

る。朝倉家は小島本陣に属し、大磯宿北組の駕籠屋中を仕切る役職の家であった。敬之は「秉彜

塾（へいいじゅく）」（小野懐之（やすゆき）が文久元年（1861）に尾上本陣の１室を借りて開いた私塾）

で漢学、漢詩書を習得した。明治元年（1868）、明治天皇が大磯の小島本陣に駐輦（ちゅうれん）さ

れたとき、衆に推され「天皇行在所」と墨書し、天皇の御感に預かり栄誉に浴した。明治９年（1876）

７月神奈川県から小区公立学校（現大磯小学校）の教員に命ぜられた為、当時の制度により小田

原師範学校に入学し卒業している。続けて教鞭を取り、明治２７年（1894）５月、大磯小学校校  

長となり（小野懐之に続き二代目）大正９年３月退職した。大磯町の子弟薫育の功労者である。 

 また、昭和１２年に、古くからあった大磯八景の場所に自作の歌碑を自費で建立し道標とした。 

 「大磯八景の歌詩」 

  高麗寺の晩鐘   さらぬだに 物思わるる夕間暮れ きくぞ悲しき 山の手の鐘  

  花水川の夕照   高麗山に 入るかと見えし夕日影 花水橋に はえて残れり 

  唐ケ原の落雁   霜結ぶ 枯葉の芦におちてゆく 雁の音 寒し唐ケ原 

  化粧坂の夜雨   雨の夜は 静けかりけり化粧坂 松の雫の 音ばかりして 

  小淘綾の晴嵐   小松原 けむる緑も打ちはれて みわたし遠く 小淘綾の浦 

  鴫立沢の秋月   さやけくも 古にし石文照らすなり 鴫立沢の 秋の夜の月 

  照が崎 帰帆   いさり火の 照が崎までつづく見ゆ いかつり舟や 今帰るらん 

  富士山 暮雪   くれそめて 紫に匂ふ雪の色を みはらかすなり 富士見橋の辺 

 

９、神明神社（大磯（字神明町））               

  昔、神明社は紅葉山の台地にあり、その地を神明台と称していた。江戸時代（享保年間、 

 1720 頃）に神明台から神明森に一時遷座し、その後現在の地に遷座されている。祭神は天照 

 大御神である。明治元年に明治天皇が東京に行幸（事実上の遷都）された折に、大磯の小島本陣

に御宿泊された。その時御羽車は神明神社の境内に奉安された。現在境内にその時の記念碑が 

 ある。 

 

１０．旧東郷平八郎邸跡（大磯（字神明町（ふれあい公園東側）） （1848～1934）享年８６歳 

  日露戦争の前に短い期間であるが、東郷平八郎は大磯に住んだ。長州の巨星・陸軍の山縣有朋 

 公が明治２０年に、また海軍大将樺山資紀伯が明治２３年頃にそれぞれ大磯に住んでいたことに 

 因むのであろう。東郷元帥は日露戦争の日本海海戦で大勝した日本国民崇敬の軍人である。大磯 

 高麗の高来神社境内にある「忠魂碑」（西南の役、日清、日露戦争、第一次世界大戦の郷土の英

霊を祀る）は、大磯在郷軍人会が東郷元帥から書を頂いて建立したものである。 

 

１１．旧アーサー・R・パジェット邸跡（大磯（字北ノ端）478  

    Arthur Richard Paget  

  ブリュッセル・エンジニアリング・カンパニーに勤務していた英人技師である。山王町の屋敷 

 は昭和４年頃建てられた。妻は渡辺イチ（イチ・パジェット）である。大磯の建物台帳にはその

名がないが、所有者に渡辺蝶子の名が残っている。彼女は恐らくパジェット夫妻の娘かイチの親
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族であろう。建物は木造和風二階建ての大きな家であったが、今はマンションに変わって 

 いる。大磯の善福寺墓地の高台にアーサー・リチャード・パジェットの大きな墓がある。 

 

１２．旧佐佐木信綱邸跡（大磯（地獄谷））          （1872～1964）享年 92 歳 

  明治５年（1872）三重県鈴鹿郡石薬師村（現鈴鹿市）にて国文学者、歌人の佐々木弘綱の長男

として生まれる。６歳から父の指導で作歌を始める。明治１５年（1882）上京。明治１７年 

 （1884）東京帝国大学古典講習科に進む。明治２９年（1896）歌誌「いささ川」を創刊。明治 

 ３１年に「竹柏会」を興し、歌誌「心の華」を創刊する。 

  かず知らぬ 浜の小石も それぞれに おのが色あり おのが形あり（明治３２年 心の華より） 

 この歌は大磯郷土資料館の壁面歌の一首に加えられている。明治３２年８月避暑のために大磯 

 の地獄谷のそばに家を借り、「大磯百首」を詠む。（作歌８２年「佐佐木信綱」より）。昭和６年 

 に新緑の高麗山を詠む。 

  黄の若葉 濃青（こきあお）の若葉もりあがり ひろごれる五月 高麗の山 

 昭和１２年に文化勲章を受章、日本芸術院会員となる。昭和１９年２月、戦火を避けて熱海西山 

 の凌寒荘に疎開して、この地で生涯を終えた。昭和２６年３月に鴫立庵で西行七百六十年忌を修 

 し信綱揮毫の西行上人歌碑を建立。昭和３７年に鴫立庵第１８世庵主鈴木芳如（在庵２０年）の

退隠記念に多数の有志により信綱の歌碑が建てられた。 

  こころ今も いこいまさん波のおと 松風きよき この海そひに（九十一 信綱） 

  尚、吉田茂夫人雪子は、昭和５，６年頃父牧野伸顕伯を通して信綱に師事し、竹伯会の同人と

なっている。 

 

１３．旧高橋誠一郎邸跡（大磯 529）               （1884～1982）享年 97 歳 

  新潟の豪商・廻船問屋「津軽屋」の長男として横浜に生まれる。戦前から戦後黎明期にかけて

の経済学者、教育者、慶應義塾大学名誉博士、日本芸術院院長、帝国学士院会員、慶應義塾大学

塾長代行等を歴任、1947 年、第一次吉田内閣の文部大臣として教育基本法（6-3-3 制）、学校教

育法成立に尽力。また浮世絵の収集家として知られ、およそ 1，500 点にのぼる膨大な数 

 の世界に誇る浮世絵のコレクションは遺族から慶應義塾大学に譲られ、“高橋誠一郎浮世絵コレ

クション”として同大学図書館に保管されている。昭和２３年には日本芸術院院長となり在職３

０年、また映倫管理委員長も務めた。 

 （大磯との関わり） 

  大正４年、病弱であったため、空気の良い大磯の閑静な山手の王城山西側中腹に山荘（王城山

荘）を建てて住まわれた。終戦後 1947 年、文部大臣のとき大磯駅で満員電車に乗れず、護衛 

 の若い警官に窓から押し込んでもらった逸話がある。 

 虎御前の旧跡で弁財天のあった虎が池は、もとはかなりの池であったようであるが、大正時代 

 には田んぼになっていて、その中の小島にはかつて弁天の社があったそうだが、明治になってか

らは小さな家が１軒建っていた。誠一郎の父はその古家を買い、病弱な弟（誠一郎の叔父）を 

 住まわせていた。叔父は「ここは大磯第一の旧跡だ」と自慢していたそうである。また誠一郎は

一時期であるが、高麗の善福寺内の「女子敬学舎」（伊東希元が創立）で教鞭をとられた事があ

る。昭和５０年には大磯町の名誉町民となった。 

 （吉田茂との関係、虎が雨） 
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  新潟の代々の廻船問屋であった高橋邸に寄食していた吉田茂の養父・吉田健三氏が、業務の衰  

退を嘆く祖父に横浜に出ることを勧めた。その後父が健三氏を頼りに、横浜に出てきたことを随

筆に書いたのを、吉田茂が読んだことから吉田茂は高橋誠一郎を訪ねたことがある。 

（ふるさと大磯探訪、虎が雨他） 

 

１４．旧加山又造邸（大磯（字王城山）523      （1927～2004）享年７７歳 

  日本画家。京都に生まれる。東京美術学校（現東京芸術大学）を卒業、山本丘人に師事。 

 創画会会員、東京芸術大学教授、現代的な女性美、尾形光琳風の構成美など「現代の琳派」と 

 称された。2003 年文化勲章受章。 

 加山の父が西陣織の和装図案家で、自然と絵に対する感覚が養われたようである。 

 主な作品は、（初期） 動物を題材とした作品        『冬』、『迷える鹿』 

       （中期） 宗達、光琳に影響を受ける（屏風絵） 『雪月花』、『春秋波濤』 

          （後期） 水墨画、裸婦            『黒い薔薇の裸婦』、『黄山湧雲』 

                京都・天龍寺法堂（はっとう）天井画『雲龍図』は晩年の力作である。 

 大磯は、高橋誠一郎邸を譲り受けて王城山の中腹に住む。現在同所で御子息が陶芸をされている。 

  （“白い画布” 加山又造著より） 

 

１５．旧安田善次郎別邸（大磯（字北ノ端）496 外）    （1838～1921）享年 84 際 

  越中富山藩下級武士の子として、越中富山で生まれる。２０歳のときに故郷富山から江戸に出

て来た。丁稚（でっち）奉公を通じ商売のこつを習得、６年間の努力の後独立して両替商を始めた。

当時江戸は物騒であったが、善次郎は知恵と度胸で商売を成功させて、後の安田銀行を創立し、

銀行王といわれるまでになった。同郷の浅野総一郎に協力し日本初の京浜臨海工業地帯の造成に

力を尽くした。現在の JR 鶴見線の安善駅、浅野駅は彼らの名前にちなんでいる。 

 大磯では、浅野総一郎よりこの地を譲り受け、第一線を引退後にここに新しく建てた別荘を「寿

楽庵」と名づけ、裏山に「寿楽園」をつくり、町の人と楽しみを共にしていたが、完成をみず大

正１０年善次郎の成功を逆恨みする右翼の暴漢（朝日平吾）にこの別荘で刺殺された。その後二

代目善次郎は亡き父を慕い、この地を善次郎記念館として保存することとした。大磯に住む安田

靫彦画伯に設計を依頼し、善次郎翁の霊を祀る持仏堂を始めいろいろな建造物を配置して立派な

庭園が昭和６年に完成した。 

 （１）唐破風平唐門（からはふひらからもん） 

  安田靫彦画伯が法隆寺聖霊院（しょうりょういん）の中にある厨子（聖徳太子像を祀る）の正面 

    の屋根の形（唐破風（からはふ））をスケッチし、門の屋根の側面に取り入れたものである。 

（２）経蔵 

  安田靫彦画伯が設計したもので、奈良時代の正倉院を手本にしてつくられた校倉造り（あぜく

ら）の建物である。中には善次郎翁ゆかりの品も入っている。 

 （３）石像感謝状 

  明治３５年に横浜電気鉄道ができたが、まもなく倒産の恐れがでてきた。これを善次郎翁が 

   指導、援助した。おかげで横浜市の交通は立ち直ることができ、そのお礼として石造の大 

   感謝状が大正２年に贈られた。 

（４）安田善次郎翁大理石像 
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  この石像はもと東京横網町の安田本邸にあった。翁が庭を散歩されている姿をもとに作られ 

  たもので、彫刻家・北村四海（しかい）の作である。 

（５）持仏堂 

  二代目善次郎が父善次郎の霊を祀るために造られたお堂で、安田靫彦画伯が設計、監督を 

   した。この場所は最初に建てられた別荘「寿楽庵」の客間があったところで、翁は暴漢に 

   襲われ、この庭先に転げ落ちて敷石のうえで亡くなった。持仏堂の反り上がった屋根は、ツ

ツジの茂みの中から極楽からのお迎えの鳥に翁が抱き抱えられて浄土に舞い上がる姿を模

したものと云われてる。 

（６）持仏堂前の寿楽園碑 

  大正７年、最初の別荘「壽楽庵」が出来たときに、裏山（王城山）への登山口に置かれてい 

た。“おかまえは申さず来たりたまえかし、日がな遊ぶも客のまにまに”と書かれている。 

王城山への登山道には仏像や七福神等が置かれ、町民の行楽地をつくる計画が始まっていた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   残念ながら善次郎翁が亡くなったため完成することはなかった。今この碑は持仏堂の前に置

かれている。 

（７）持仏堂前の石灯籠 

  元は奈良の神社の神灯として造立されたもので、南北朝時代屈指の出来栄えといわれている。 

（８）翁御夫妻の墓 

  善次郎翁のお墓はもと王城山の中腹に置かれていたが、昭和６年に夫人が亡くなった時に 

   改めて持仏堂の横の翁の終焉の場所に夫人と共に改葬された。 

（９）石造十三重塔 

  本来備前真金村の藤原成親卿の墓にあったもので、後に岡山市杉山家別邸に移され、大正７ 

   年安田家に寄贈された。笠下の軸部には五智如来の梵字が薬研彫で刻まれている。元来仏舎

利を納めるものであるが、十三仏を象徴したものともいわれ、善次郎翁の冥福を祈っている。 

（１０）安田善次郎翁大理石座像 

   善次郎明治３７年、関西の大手百三十銀行が経営危機に陥った時、善次郎翁が私財をもって

この救済にあたった。翁６９歳の時であった。この返礼として大正５年、同行より寄贈され

たものである。石碑の正面の題字「祥致」は徳川家達（いえさと）（徳川宗家第１６代当主）

の麗筆である。 

   この大理石座像は基台岩盤と共に北を守る神獣・玄武の甲羅の上に乗っている。安田家の北 

   の守りとして置かれたのであろう。 

（１１）安田善悦（ぜんえつ）大理石像 

   善次郎翁の実父善悦翁７４歳のときの座像であり、北村四海の作である。 

（１２）安田善悦追悼碑 

   善次郎が浅野総一郎より、この別荘を譲り受けた翌年、この追悼碑並びに善悦大理石像が建

立された。父善悦を慕い建てたものである。 

（１３）名号碑（みょうごうひ） 

   正面に「南無阿弥陀仏」の名号六字が刻まれている。もと壽楽庵の庭先にあった石で、善次

郎翁がこの石の上で息を引き取られたのである。この場所に夫妻の墓が置かれたので、名号 

   六字が刻まれて王城山中腹に安置されている。 
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１６．旧福田恆存（つねあり）邸（大磯（字北ノ端）５０９外）   （1912～1994）享年 82 歳 

  大正元年東京生まれ。戦後に活躍した評論家、保守派の論客であり、シェイクスピアの翻訳家

劇作家、演出家であった。昭和２７年演出家として文学座に入る。翌２８年ロックフェラー財団

の招きでイギリスへ留学、シェイクスピア劇に魅了され、シェイクスピアの翻訳に着手。昭和３

１年「ハムレット」の翻訳、演出で文部大臣賞を受賞。 

  昭和２１年より４８年間大磯に住む。昭和２０年代に島崎藤村宅近くに住んだが、昭和３６年 

 上記場所に家を建て住んだ。大磯町教育委員を務める。妙大寺に眠る。次男逸（はやる）は演出

家、翻訳家として父親の演劇活動を継承。 

 

１７．旧中島信行邸跡（大磯（字釜口）387 外）       （1846～1899）享年５３歳 

  弘化３年（1846）土佐藩士の子弟として生まれた。若くして坂本龍馬の海援隊に入り、龍馬 

 に最も愛されていたという。後に海援隊幹部となる。維新後、新島襄との出会いから、入信して、

湘煙と共に熱心なクリスチャンとなった。自由民権運動の高まりで、板垣退助らと共に自由党結

成。明治２３年第一回帝国議会において、初代衆議院議長となる。明治２５年イタリア特別全権

公使として妻・湘煙と共に赴任するも、二人共病を得て翌年帰国。貴族院議員、男爵を授けられ

る。 

  明治３１年、病気療養のため大磯に別荘を構えた。当時住んでいた伊藤博文とも親交があった

が、翌３２年大磯の別荘で病により逝去された。大磯の大運寺には「長城中島君墓」（伊藤博文

書）、夫人湘煙の墓と並んで建てられている。長男久万吉は、１７歳頃に同人雑誌「すみれ」を創

刊。島崎藤村もこれに投稿し、以来藤村とは終生の友であった。後に実業家となり又商工大臣を

務めた。久万吉の書（「無為（道教の教義）」大きな掛け軸）は大運寺大広間の床の間に掲げられてい

る。信行の位牌は庫裏に安置されている。 

 

１８．旧中島湘煙邸跡（大磯（字釜口）387 外）      （186３～1901）享年３７歳 

     （中島信行夫人、旧姓岸田俊子） 

京都の呉服商岸田家に生まれる。幼少の頃から京都の神童といわれ、四書五経を習得して漢文

をよく暗記し、和歌、書道、英語にも通じていた。明治１２年山岡鉄舟、槇村正直の推挙で宮中 

 の文事御用掛として出仕し、皇后（後の昭憲皇太后）に漢学を進講、２年後病を得て宮中出仕を 

辞退した。そして自由民権運動の発祥地・土佐に遊学後、各地で自由民権、男女同権、女性開放 

を叫んだ。女性運動家の先駆者・岸田俊子の登場は、福田英子をはじめ各地の女性たちの活動に 

飛躍を与え、女性結社が結成された。明治１７年２０歳のときに、同じく自由民権運動の闘士で 

あった中島信行と自由結婚をした。当時フェリス和英女学院で講義を受け持っていた。日常は 

女権伸長論者であるが、家庭ではよき主婦で、女性は婦人としての本質的な役割があり、それを 

生かすことが本当の男女同権であるとして実践した。文筆活動は『女学雑誌』に詩２２首を掲載

し、「家庭風景」、「女学生に題す」などがある。明治３０年に小説「一沈一浮」を文芸倶楽部から

発表した。 

 明治３１年に大磯の別荘が完成、そこに住んでからの文筆活動は「大磯だより」、「初夢」、「梅

と松」のほか、日記などを『女学雑誌』に掲載している。別荘では夫婦共病気療養をしており、

近所に住む歌人仲間の佐佐木信綱と西周夫人升子（としこ）も見舞いに来ている。伊藤博文夫妻と

も親しく、新鮮な野菜や花が伊藤家から絶えず送り届けられた。辞世の句は「薮入りに鳥渡（ちょ
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っと）そこまでひとりたび」明治３５年５ 月２５日、３７歳の若さであった。 

 

１９．旧菊池重三郎（しげさぶろう）宅        （1901～1982）享年８１歳 

  明治３４年宮崎県に生まれ、立教大学文学部英文科を卒業。編集者、作家、翻訳家。中学校 

 の教師の後、藤村の知遇を得て新潮社に入社。編集を担当し、『芸術新潮』初代編集長を務め

た。出版社に務める傍ら本格的な執筆活動に入った。著書には『鸚鵡の宿』、『馬籠藤村先生の 

 ふるさと』など。翻訳書『バンビの歌』、『チップス先生さようなら』などがある。宮崎の１０ 

１人に選ばれている。藤村との親交を深め、戦時中、藤村が幼年期を送った馬籠・旧本陣の 

 隠居所に家族共々疎開した。藤村の死後、地元の熱意に感動して藤村記念館の建設に協力した。 

  昭和１０年から大磯に来て北本町、西小磯を経て山王町に居住。現在長女が住む。 

 

２０．釜口（かまぐち）古墳（大磯（字前谷原））        

  釜口古墳は前谷原の山腹にあって山腹を掘り床面を梯形にした４畳半程の広さで、天井には 

 厚さ１ｍ近い一枚の巨石を載せてある。内部構造の見事さは神奈川県随一と云われ、内部からは 

 須恵器片、鉄鏃片、朱の滲んだ土塊と青銅製のスプーン（散蓮華（ちりれんげ）形で全長 7．5cm、 

 正倉院の御物とそっくり）など出土した。又古墳の設計は高麗尺が用いられたようである。この 

 古墳の規模からして豊富な経済力、そして高度な築造技術が必要であり、築造者は渡来の高句麗 

 人ではないかと思われる。従って７世紀末に渡来した高句麗王族若光（じゃくこう）かそれに準ずる

人の墓と考えても無理ではない。 

 

２１．鞍掛（くらかけ）石・猫塚（大磯（字釜口下）） 

  鞍掛石は往還の西の畑のなかにあり、方２間ばかりの大きさで、昔鞍を掛けたのでこの名を得 

 たと云うと『新編相模風土記稿』にある。また『東雲草（しののめそう）』に「鞍掛石と云うは向こ

う山中にあり、尋ねるに草茂り土地の者も定かに知れず、近くに立石と云い、一丈（３ｍほど）

も直立した柱の如き名石があり、花水橋普請のときこの石を切り出し、橋柱の土台とした。霊験

を示した」と云う。また同風土記稿には、同所にある、方９尺（2.7ｍ四方）ほどの猫塚（由来不

明）は、土地の者の言い伝えに、「花水橋修理の時、この塚を掘ると小石が累々と埋まっていて

粟粒色の土塊出てきた。これは枯骨である。またその下に石柩（いしひつぎ）があり、鬼の祟りを怖

れてもとの如くに埋めておいた」とある。 

    ※『東雲草』：1830年の紀行文 雲州亭橘才 

 

２２．化粧井戸（大磯（字一里山）化粧坂） 

  鎌倉時代の大磯の中心は化粧坂、長者林のあたりであったと云われ、化粧井戸付近は、鎌倉武

士の遊興の場として遊女の館があった。現在の車屋（蕎麦屋）の前には昔、瀧之沢から流れ出る 

 川を通した三味線石橋があり、遊女の館からの管弦の音と関係のありそうな名前である。虎御前 

 も当時ここに住み、曽我十郎との恋が芽生えたのであろう。ここの遊女は格式が高く、源頼家 

 （鎌倉幕府第二代将軍）が来遊した時、多くの遊女を招き盛大な宴を催した。抜群に容姿端麗な 

 遊女愛寿は同僚の嫉みで頼家に召されたことを知らされなかった。翌朝愛寿は俄かに髪をおろし
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てしまった。頼家はその後、気の毒に思い、過分な引き出物を愛寿に与えられたが高麗寺に施入

して出家し何処ともなく立ち去ったという。 

 （当時の遊女番付；１番、手越の長者が娘・「少将千手（せんじゅ）の前」、２番、江州熊野が娘・「侍

従」、３番、黄瀬川の娘・「亀鶴」、４番、相州山下長者が娘・「虎御前」、５番、武州入間川の「牡

丹」、と云えし白拍子云々） 

 

２３．旧中村時蔵邸跡（高麗１２１）            （1895～1959）享年６４歳 

  歌舞伎役者、三代目（播磨屋）である。本名小川米吉郎、芸術院会員、初代中村吉右衛門の 

 弟で十七代目中村勘三郎の兄である。四代目中村時蔵、萬屋錦之介、中村嘉葎雄の父である。 

  昭和７年に山王幼稚園のところに別荘を構えて数年間住んでいた。 

 

２４．旧山本丘人邸跡（高麗（字滝ノ沢 146））       （1900～1986）享年８６歳 

  明治３３年東京生まれ。日本画家、創画会を結成する。日本芸術院賞受賞、文化勲章受章。 

 名前は、師である松岡映丘から一字を、万葉集の歌人（大伴旅人、山部赤人）から一字を取って

付けた。師へは事後承諾であったという。昭和３５年に橋本実斐（さねあや）（戦後の初代公選大磯

町長）より屋敷を買い取る。丘人はこの邸と庭を愛し、幾つかの代表作を描いた。 

 代表作は、（初期）『白菊』未だ見ぬ母のイメージ（中期）『北濤』北画＋硬筆画（やまと絵）荒々

しい峻厳な世界を描く（後期）『地上風韻』、『路上の天使』、『残夢抄』、『幻雪』、『壁夢』幻想的な

幽玄の世界である。女子美教授時代に知り合った３０歳年下の女学生（宮本和胡、女流画家）を

モデルとしたと云われる作品が多い。晩年は平塚杏雲堂病院に入院、そこで亡くなるが、和胡が

付ききりで看病したという。妻公認で、妻死別後入籍。没後、遺族は丘人のアトリエを記念館と

して、静岡県小山町に移した。（“評伝 山本丘人” 田中穣著）  

 

２５．旧植田謙吉邸跡（高麗（字滝ノ沢）97 外）      （1875～1962）享年８７歳 

  陸軍軍人。大阪府出身。陸軍軍吏・植田謙八の二男として生まれる。東京高等商業学校（現 

 一橋大学）、陸士、陸軍大学校を卒業。大正７年のシベリア出兵に際しては、ウラジオ派遣軍参

謀として活躍する。騎兵第三旅団長、朝鮮軍司令官などを歴任、陸軍大将、関東軍司令官となる。 

 ノモンハン事件の時予備役に編入される。 

  大磯では、滝ノ沢 97 外と八俵山 159 外の土地約９５０坪購入し家を建て、ここで死亡した。

高来神社境内の「靖国之塔」の揮毫は謙吉の筆である。 

 

２６．旧徳川茂承（もちつぐ）・頼倫（よりみち）・頼貞（よりさだ）邸跡 

     （高麗（字滝ノ沢）146 外、（字沓形）22、（字坊地）556 外） 

                             茂承（1844～1906）享年６２歳 

                             頼倫（1872～1925）享年５３歳 

                             頼貞（1892～1954）享年６１歳 

   茂承は第１４代（最後）の紀州藩主である。第１４代将軍家茂から茂の字を与えられた。明

治２年、茂承は他藩に先んじて版籍奉還し和歌山藩知事に任ぜられる。侯爵。明治２９年に、
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高麗坊地、沓形、滝ノ沢、八俵山を購入し、同時に宮代謙吉外３名より木造平屋一棟外購入し

た。 

   頼倫は田安家に生まれ、徳川宗家１６代を継いだ家達（いえさと）の弟であり、茂承家を継ぐ

侯爵である。茂承が購入した土地を買い増し、明治４０年頃別荘を新築、高麗園（高麗焼の窯

などもあった）のある邸内に桜数百本を植えて、花見の時には模擬店などを出して町内の人達

を招いて園遊会を開いたという。大磯では此処の桜が一番早く咲くといわれ、今も残っている

桜が春を告げている。 

頼貞は、頼倫の長男として生まれる。子供の頃から音楽に傾倒、英国ケンブリッジ大学留学

中に日本に本格的な音楽堂を建てることを志し、帰国後大正７年に、父頼倫の承諾を得て自邸

（麻布飯倉町）内に、「南葵文庫」に隣接して「南葵楽堂」を完成させた。昭和のはじめ徳川家

が大磯を引き上げるときに徳川の財務部にいた浅沼氏が高麗にあった建物の一部を譲り受け

て、高麗の生涯学習館の下に移築した。昭和４８年に元栄光学園教諭境野勝悟氏が借りて住ま

われている。 

（高麗園） 

   河野通高は天保１２年（1841）森田家に生まれ、後河野家を継いだ。横浜で山崎屋旅館を 

  経営していたが、真土村（現平塚市）で起きた真土事件（松木事件ともいう）で死刑を宣告さ

れた人達に同情し、助命運動を起こし、助命に成功した。通高は明治２０年頃、高麗山南麓に

“高麗園”を造り、文墨の士の場とした。今残る絵葉書に「滝ノ沢」、「花鳥軒」、「澄心亭」、「知

足亭」などがあるが、当時の文士はここに注目したようで、明治３１年に西周夫人升子は、大

磯の四季に高麗山を詠い、明治３２年に佐佐木信綱は、“暑さ避くとて大磯なる地獄谷に仮の

やどをしめぬ”と大磯百首に書き、明治３３年に伊藤博文夫人梅子は、大磯１０首のうちに高

麗園を詠っている。（“図説・大磯の歴史” 鈴木昇） 

  

（南葵文庫）（紀州の「南紀」と徳川家の家紋である葵をかけたもの） 

   茂承の養嗣子となった頼倫（幼名藤之助）はケンブリッジ大学留学後、日本に本格的な図書  

館の必要性を感じ、明治３２年（1899）麻布飯倉町６丁目１４の本邸内の一角に「南葵文庫」

を創立した。徳川家康の御譲り本をもとにした紀州徳川家に伝わる２万冊の収蔵書を含む１０

万冊からなり、明治４１年新館増築により一般公開された。建物は旧館・倉庫・事務所・新館

からなり、旧館は瀟洒な住宅形式の建物、新館は著名な建築家・山口孝吉の手になる。近くに

住む島崎藤村も通ったという。大正１２年の関東大震災で全焼した東京帝国大学附属図書館を

復興するため、蔵書の大半である１４万冊を寄贈、南葵文庫を閉鎖し、図書館が再建されるま

で東大附属図書館分室として使われた。昭和８年（1933）この南葵文庫の旧館は、第１６代当

主の頼貞によって大磯の別邸に移築された。移築にあたっては、別荘として使用するため一部

を改造した他、玄関やベランダが増築され、建物は新しく“VILLA DEL SOL（太陽の館）”

と名づけられた。現在も玄関の欄間には“VILLA DEL SOL”の文字をあらわしたステンド

グラスがはめられている。尚この時に震災で残った南葵楽堂の立派な門扉も同時に大磯の別荘

に移築された。しかしこの建物は昭和１８年（1943）に野村財閥創始者二代目野村徳七の所有

となり、その後、昭和５４年大森正男氏（元湘南観光開発社長、平塚カントリークラブ開設）

に譲渡され、老朽化により取り壊されることになった。しかし幸いに熱海・伊豆山温泉の老舗

旅館“蓬莱”五代目女将、古谷青游が譲り受け、旧南葵楽堂の門扉と共に旅館の別館として昭

和６２年（1987）ホテル“蓬莱洋館ＶＩＬＬＡ ＤＥＬ ＳＯＬ”がオープンされ、現在に至

っている。平成２０年（2008）には、この建物は国の登録有形文化財の指定を受けた。（和歌
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山県立博物館資料） 

  

（南葵楽堂） 

   紀州徳川家１６代当主頼貞（１５代頼倫の長男）は英国ケンブリッジ大学へ留学、３年間音

楽を学ぶ。帰国後東京に本格的な音楽ホールをつくりたいと考え、父頼倫を説得、同行した 

  小泉信三から賛同を得て建設に着手。“南葵楽堂”と名付けられた音楽ホールは、大正７年 

  （1918）に南葵文庫本館（旧館）の南に建てられたが、設計はイギリス人のブルメル・トーマ

ス、さらにアメリカ人のウィリアム・メレル・ヴォーリスが修正を加えたものが採用された。 

  舞台は７０人編成のオーケストラが演奏可能で、座席数は３５０。南葵音楽文庫は半地下の図

書室に収蔵された。落成式に続く第一回演奏会は、東京音楽学校（現東京芸術大学音楽学部） 

  職員生徒と海軍軍楽隊の演奏と同校男女学生合唱団によってベートーベンの曲が演奏された。 

  その後三浦環など内外の音楽家による演奏が行われた。しかし大正１２年（1923）関東大震災

により建物は倒壊、頼貞は再建を断念したが、パイプオルガン（アポットアンドスミス社製）

は昭和３年（1928）に東京音楽学校に寄付され、現在も上野公園内の“奏楽堂”に設置され、月

２回の演奏会に使用されている。カミングスの貴重なコレクションを基盤として、資料９００

点、楽譜約 5000 点（ベートーベンの自筆譜等）、図書 4800 点を有し、閉鎖後は慶應義塾図書

館へ委託された。尚、前述通り南葵音楽堂で残った門扉は後に南葵文庫旧館と共に大磯別荘に

移築された。（東京都港区立郷土資料館資料） 

 

２７．堀文子邸（高麗２－３－５７）              （1918～   ）   

  大正７年東京市麹町に生まれ、昭和１５年（1940）女子美術専門学校（現女子美術大学）日本

画科を卒業。東京帝国大学農学部教室で顕微鏡を使って農作物の記録係を務め、新美術協会展 

 で「サルビア」、「カンナ」を出品し奨励賞受賞。昭和２１年（1946）外交官・箕輪三郎と結婚。

昭和２７年（1952）「山と池」で第二回上村松園賞受賞。夫死去の翌年、昭和３６年（1961）海

外旅行に旅立つ。旅の中で、アンフォルメル・シュールレアリスムの影響を離れ、日本画の持つ 

 色彩や顔料の美しさに回帰する。昭和４２年都市の生活から離れるため大磯に居を移し、また軽

井沢やイタリア・トスカーナ・アレッツォにアトリエを構える。その後、アマゾン、マヤ、イン

カへスケッチ旅行。２０００年、８２歳のときに幻の高山植物ブルーポピーを求め、ヒマラヤの

高地を走破。翌２００１年、８３歳で大病を患うが自然治癒。師を持たず絵の指導を受けず、住

まいを替え、旅を重ねながら新しい作風を切り開いてきた画家である。病に倒れて以降、現在ま

で顕微鏡の中の原始の生物や庭の蜘蛛などに芸術を見出している。自然の中に存在する命や花鳥

をモチーフとする作品を多く制作し、「花の画家」と呼ばれる。日本国際美術展、新制作展、現代

日本美術展、創画展などに出品。個展も多く開催。作品は、『秋草』、『六月の渚』、『浅間厳冬』 

 『トスカーナの花野』、『地に還る日』など数多く、挿絵、絵本も手掛ける。画文集には、『みち』 

 『日々去来』、『堀文子画集』などがある。 

 （ホルトの木） 

   画家・堀文子が私財を投じて守った古木。堀文子が８０歳半ばのとき、自宅の向かいの屋敷  

にあった樹齢３００年以上にもなるホルトの木が、屋敷の主人亡き後切り倒されることを知っ

た。何としても伐採を回避するため、２年間にわたり延命運動を起こすが万策つき、財産をつ

ぎ込んでこの土地を購入し古木を守った。堀文子はエッセイにこのように書いている。 
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  “私は、この巨木の命を救えたことを喜び、（略）この為に得た広い土地に建てたアトリエが、

私の最後の仕事場となった。ここを買うために（略）多額の借金は、私の老後の蓄えの全てを

無くしたが、（略）悔いは無かった。王者の威厳を持つこの老木の下で、今私は最後の絵を描

いている”。（“ホルトの木の下で” 堀文子著） 

   ※ホルトの木 千葉県以西の暖地に生育する常緑樹で、神奈川県には少ない。特に大木は横

須賀市浦賀と逗子市神武寺の数本知られるのみで、両方共天然記念物である。このホルト

の木は樹高１８ｍ、胸高直径１．１ｍ、樹冠の広さ半径１０ｍ、県内最大クラスである。 

    ホルトの木の由来の一説には、当時オリーブ油のことを「ポルトガルの油」と言い、平賀

源内が木の実をオリーブと間違えて「ポルトガルの木」と呼んだといわれている。 

 

２８．旧大森正男邸（高麗２－４－５４３）       （1907～1994）享年８７歳 

  明治４０年に山梨県忍野村に生まれる。昭和３７年に神奈川県湘南名門のゴルフ場・平塚カン

トリークラブ平塚コース（七国峠の台地）をオープンする。昭和４０年に同大磯コースを増設 

 し、平塚富士見カントリークラブと改称。大磯町観光協会会長時代に吉田茂銅像や澤田美喜レリ

ーフ像建立の代表委員として尽力された。またハワイでの事業経営の傍ら大磯町開発のために業

績を残している。大森氏の郷土忍野村とは夫々の小学校が毎年生徒の交流宿泊旅行を行っている。 

 

２９．旧浅野総一郎邸跡（高麗 560 外）        （1848～1930）享年８２歳 

  嘉永元年（1848）に越中氷見郡藪田村の医師・浅野泰順の長男として生まれる。父は長女に婿

を取って後継とし、浅野は他家へ出される。郷里では様々な商売をするが、莫大な借財を背負い、

明治４年万策つき東京に出る。東京では冷たい砂糖水を売る「冷やっこい屋」、食物を包む竹皮

を売る店を始める。横浜では薪炭、石炭を販売。さらに当時廃物であったコークスを安く仕入れ

て、セメント会社に売込み大きな利益を得た。その関係で渋沢栄一の知遇を得て官営深川 

 セメント（後の浅野セメント、現太平洋セメント）の払い下げを受け、急成長を遂げる。その後、 

 安田財閥を率いる同郷の安田善次郎の支援を得て、東洋汽船、浅野造船（後の日本鋼管、現 JFE）、

浅野製鉄など浅野財閥を築き上げる。明治４１年、安田善次郎等の支援を得て、鶴見、川崎間１

５０万坪の埋立てを申請、昭和３年に完成し、その後京浜工業地帯として発展した。浅野総一郎 

 は企業経営に中堅の人材の必要性を痛感、US スチール創業者であるエルバート・H・ゲーリー 

 による教育システムに習い、大正９年浅野綜合中学校（現浅野中学校、浅野高等学校）を創立し、

学校内に実習工場をつくった。 

  大磯では、大正初めに北ノ端の別荘を安田善次郎に譲った後、高麗に土地を取得して別荘を建

てる。昭和５年（1930）８３歳のとき欧米視察の途中に発病、帰国後高麗の別荘にて死去。 

 正四位、勲二等瑞宝章を賜う。（“浅野セメント沿革史” 浅野セメント㈱編より） 

 

３０．高麗寺（こうらいじ）墓地（高麗（字坊地）          

  ７世紀頃からの歴史をもつ高麗寺の墓地は高麗山の南麓にあり、高麗寺住職の円頭形の墓、高

麗姓の墓をはじめ、大陸、朝鮮系と思われる姓の墓も散見される。墓の形が８角柱形のもの、刀

自銘の墓などもある。渡来人の子孫の方々の墓か、高句麗とのかかわりなど千古の歴史を感じさ

せる場所である。 
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３１．高来神社（たかくじんじゃ）（旧高麗権現社（こまごんげんしゃ）、旧高麗寺（こう

らいじ）（高麗（字前田）577） 

  昔、神功皇后が三韓を討った後に、武内宿禰（たけのうちのすくね）により東夷を鎮める為に神皇産

霊尊（かみむすびのみこと）（高麗大神和光と同体、高麗権現と称す）を高麗山（こまやま）に勧請した。

その後僧行基が海からお上りになった千手観音を本地佛と定められた。これ等は『新編相模風土

記稿』や『高麗寺建立記』、『箱根山縁起』にある。古い歴史があり数多くの伝説のある聖地であ

る。明治以前は高麗権現社と高麗寺の神仏習合の場所であった。明治元年神仏分離により天台宗

高麗寺は廃寺となり、高麗権現社は高麗（こま）神社と名称を替えた。寺物は地蔵堂に遷され、

更に明治３０年に高麗神社は高来（たかく）神社と改称された。 

  昔、６，７世紀の頃に朝鮮半島北部に栄えていた高句麗国が新羅と唐の連合軍に敗れ西暦６６

８年に滅亡しているが、この時に高句麗の人々は大陸文化を携え日本国に渡来した。その中に高

句麗の貴族・若光（じゃくこう）の一団が大磯高麗の地に上陸したと伝えられ、彼らは養蚕、綾織、

木工、製鉄、須恵器、牧畜などの技術をこの地に伝え、さらにこの文化は相模各地に伝わり東国

文化発信の拠点であったと云われている。平成１２年高麗山頂の高麗権現社にあった神像群が世

に出た。鎌倉時代のもので、男神像は主神の高麗権現とし、女神像、僧形像は各々祭神である神

功皇后、応神天皇にあてる説がある。高麗寺と高麗権現社は鎌倉、室町、江戸時代を通じて幕府

の崇敬厚く、盛時（鎌倉時代）には２４の僧坊を持っていたという。室町、戦国時代に高麗山は

要害の地として足利、上杉の内乱や小田原北条と上杉、武田氏との重なる戦の場となり多くの伽

藍が戦火により消失した。江戸時代には、徳川家康の崇敬厚く寺領百石と山林６４町余を与えら

れ御朱印地となった。相模国で百石の朱印地は寒川神社（相模国一之宮）、大山阿夫利神社、高

麗寺の３社であった。寛永１１年（１６３４）に徳川家康は東照権現として高麗寺に勧請され上

野寛永寺の末寺となる。毎年４月１７日の家康公命日は春季例祭、７月１８日は夏季例大祭が斎

行される。天海僧正より高麗寺〔掟〕書十三条が授けられその木板額が今に残っている。その中

には神事祭礼を勧行すること。戒律は厳しく守ること。山林はもとより下草に至るまで、みだり

に伐採してはいけない事。神人等は神事、祭礼の出仕、社役を欠かさないこと。坊中、神人、百

姓は公儀の御用、諸所の掃除を無沙汰にせぬ事。など細かく守ることを定められていた。明治に

なり、神仏分離により境内の旧千手観音堂は高麗神社本殿（現高来神社）となり、高麗権現が祀

られた。仁王門は江戸期には存在していたが明治元年に取り除かれた、中の仁王尊像は地蔵堂に

保管された。そして明治６年に地蔵堂は廃止されて高麗寺の末寺であった慶覚院が入り、元高麗

寺の千手観音、毘沙門天、白山権現、延命地蔵菩薩、仁王尊像をはじめ寺物を保管している。平

成２５年仁王門も復元され平成１２年修復された仁王尊像も門内に納まり、慶覚院本堂前の境内

に再建された。春季例祭には山神輿の行事が行われる。山神輿は高麗山頂に祀られていた旧高麗

権現社に急峻な男坂を担ぎ登られ、２日間おとどまりになり、下山される慣わしになっている。

その間、境内や町内では植木市が開かれ、近郷近在の人達で賑わう。夏季例大祭は御船祭と称し

飾り船山車（隔年）や高麗権現神輿をはじめ大磯町内の神輿が照ヶ﨑海岸（千手観音のお上りに

なった浜）に集まり神事が斎行される。 

 

３２．慶覚院（けいがくいん）（高麗（ 字前田）２－９－４８） 

  明治の初め、神仏分離令により神仏習合の場であった高麗寺は廃され、寺物は末寺であった慶 

 覚院に移管された（高麗権現社は高麗神社（後の高来神社）と改称された）、高麗寺の本尊であ
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った千手観音は慶覚院に移管され、巳年、１２年に一回の御開帳となる。千手観音は元海中にあ

って常に光を発していた。浦の漁師、蛸井之丞により拾い上げられ高麗寺に安置され後に御本尊

となる。千手観音の脇に「高麗王持尊佛」と書かれていたといい、拾い上げた浜を照ケ崎と称さ

れるようになった。浦の漁師は蛸之丞（たこえのじょう）といい、その子孫は今も７月１８日の大

祭には裃、帯刀姿で神輿の先導を奉仕している。慶覚院は、元高麗寺の地蔵堂であったもので、

ここには地蔵堂の本尊・地蔵菩薩があり、これは虎御前の持尊物で御腹籠り（はらこもり）には曽

我十郎の自尊仏が胎内に納められている。又高麗山左峰にあった三重塔に祀られていた毘沙門天

像、右峰にあった白山社に祀られていた白山権現像、その他不動尊像、マリア観音木像、慈恵大

師木像、天海大僧正木像、伊藤博文、大隈重信両公先祖代々位牌など本堂に安置されている。慶

覚院は元慶長１８年僧慶勝が小淘綾（こゆるぎ）山慶覚院東昌寺として大磯・南下町に創建された

もので、天台宗高麗寺の末寺であった。明治２３年の大火により焼失したが、その後に慶覚院は

地蔵堂に遷ったものである。江戸初期に高麗寺に東照権現が勧請されて、仁王門も出来た。仁王

像は江戸初期のもので数少ない優れた貴重なものである。平成１２年修復され昔日の威風が再現

された。那羅延（ならえん）金剛と密恋（みしゃく）金剛がア、ウンの呼吸によって悪魔を退散させ

るという。平成２５年に仁王門も復元され本堂前の境内に再建された。 

 

 

３３．神明下の円墳（古墳）（大磯（字岩崎）（旧神明下）） 

  現在は宅地化されて高麗ハイツの処（社人・高橋正昭氏の畑であった）に円墳があった。構造 

 は石棺式で江戸時代に盗掘されて出土品は何も無かった。使用されていた石は釜口古墳と同種の 

 硬い石で、古墳は四方を石で囲み天井に１枚の平たい石で蓋をして、上から土を被せ丸く覆った 

 ものである。鞍掛塚や猫塚と同時期のものであろう（古墳時代中期頃）。また近くの神明社のあ

った処から高麗ハイツの建設工事中に古墳にぶつかり、直刀の破片、玉類などが発見されている。 

 ここは昔、高麗の社人５軒の住居のあった処である。 

 

３４．岩崎の横穴墓（大磯（字岩崎）旧明神下） 

  此処は昔高麗の社人一族が住んでいた処である。故高橋光氏（高麗在住であった）の父（社人） 

 が経営していた高麗石の採掘の石山には、横穴墓が三基以上あり、大正五年頃に採掘するために 

 取り除いた際に横穴墓の中から翡翠（ひすい）の勾玉の首飾りが出土した。天井の形はアーチ型で、 

 底部には海岸の小石が敷き詰めてあった。 

  （注）高麗山に横穴墓群が無いのは、山岳宗教時代に山は神聖な処とされていたのでつくらな

かったと思われる。白岩山、神揃山、鷹取山、大山などには横穴墓は無い。 

  岩崎の三ツ石（大磯（字岩崎） 

   高麗山東天照峰の東山麓は、花水川の岩礁で岸辺に三つの大きな岩が聳えていた。「三ツ石」   

   と称する岩礁で、川辺に直立していた。昔日、花水川の沖合（相模灘）の漁場からも望見 

   されたことから漁場の目印としていたとのことである。この岩礁地帯は、花水川の侵食を 

   防ぎ、高麗地区を洪水から防いでいた。明治時代となり、大磯には多くの別荘が建ち並び、 

   この高麗の岩礁は砂岩（凝灰岩）で加工しやすいために、別荘などの石垣や石塀に用いられ 

   「三つ石」を初め近辺の岩礁は多く使用された。従って今では「三つ石」もすっかり採取さ

れ昔の面影は無くなっている。岩礁は、近くの善福寺境内にある龍頭山岩（横穴墓が１０穴） 
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   に面影を残している（３６．善福寺参照）。 

 

３５．花水川（金目川） 

  鎌倉時代、将軍源頼朝が高麗山の山桜を見に訪れたが、一夜の春の嵐に花は散り、川面に流れ

て花を見ずに帰ったので「花見ず川」と名づけられたと云われ、花水川は桜川とも呼ばれていた。 

 また川の流れが古代人の「みずら」（髪型）のように曲がっているので、この名が付けられたと

伝えられる。古花水川の流れは平塚農業高校の北西にある「達上（たんじょう）ケ池」（古代花水川 

 の川床）を通り、今のダイクマ通りを流れ（現在は暗渠になっている）付近一帯の水田の用水に 

 利用され、下流は JR 線の下を潜って今の花水川の処に出ている。以前はこの合流付近は湿田で

あり、カラス貝がたくさん生息していた。この流れに沿って平塚宿と高麗寺領の境となっていた。 

 現花水川と古花水川の中間を小桜川が流れ、水田の用水に利用されていたが、昭和４７年 JR 貨

物駅建設される際に埋め立てられ暗渠となっている。また大正の初め頃まで花水川の流れを利用

して水車小屋があり、花水橋の袂にあった。宝永４年（1707）宝永山の噴火による降灰により、 

 古花水川の流れが悪くなり田畑は水害を被る処が多く出た。幕府は宝永５～６年に上平塚あたり

から JR 鉄橋辺りまで掘割をつくり、流れを良くした。この工事は寺領内であるので寺領民に苦

役を負わせたことであろう。これが今の花水川である。 

３６．善福寺（高麗（字善福寺前）２-７-２６４５） 

  龍頭山崋水（かすい）院善福寺は、浄土真宗本願寺派のお寺で、開基は寺伝によると曽我十郎 

 祐成（すけなり）の子・祐若（すけわか）（後の了源（りょうげん））である。建久４年５月２８日曽我兄弟

は仇討成就したが、命を絶っている。その時虎御前は十郎の子を懐妊していた。後男子を産み 

 祐若と名付けた。祐若は長じて建保元年（1213）和田（義盛）の乱で戦功をたて、源実朝より平

塚荘を賜り、河津三郎信之と名乗った。しかし思うに父祖が天寿を全うせず悲運の最期を遂げた

因縁を考え、出家して平塚入道法求禅門と名乗り、この地で追善供養を行った。この頃、親鸞が

関東一円を教化され、国府津に留杖された。その折、平塚入道は親鸞に教えを乞い、精進の末に

親鸞上人の高弟六老僧の一人に加わり、法名「了源」を賜る。親鸞・６２歳にして帰路に際し自

作の像「木像伝親鸞上人座像（了源であるともいわれている）」を賜る。国の重要文化財に指定

された寺宝である。また本尊は木造阿弥陀如来立像で、県の重要文化財である。 

  明治６年、本寺住職・伊東希元（きげん）は明治６年に国府小学校（思文館）と二宮小学校の

初代校長となる。明治３３年退職後善福寺の境内に「女子敬業学舎」を創立した。高橋誠一郎（ 

 後、文相）も一時ここで教鞭をとっていた。大正１０年平塚高等女学校が開かれたのでその役目 

 を終えた。境内に龍頭山と称する１０穴の横穴墓のある岩山がり、昔日はこの岩山の裾を花水川 

 が洗っていたという。中世鎌倉時代の頃、善福寺周辺は宿河原または下河原といった。龍頭山近

辺は花水川の砂が堆積して三角州をつくり、丸山島（NCR のあった場所）や松下島（東町３丁

目辺り）の名が残り、花水川は大きな河口をもっていた。長者町芦添（あしぞえ）地区は、芦が 

 群生している河口の一部であったのだろう。そして大磯丘陵の東端の高麗山の麓には三つ岩、岩

崎、龍頭山などに見られる岩盤が露出して花水川の洪水を防いでいた。（昔、平塚側はしばしば

洪水に見舞われていた）この宿河原の地が相模湾の海上交通や秦野、矢倉沢官道などから花水川

を利用した河川交通の物資の集散地となり、人々が集まり宿も出来、そして諸芸能にたずさわる 

 遊行の民も出入りしたのだろう。 
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３７．道祖神社（大磯（字北下町）） 

  祭神は猿田彦命、祭日は１月１４日、３月７日に北下三社祭がある。明治２５年３月吉日に 

 建立された記念碑によれば、境内の面積は１３０坪である。明治３５年に大磯の大火で社殿は焼

失した。明治４０年に再建されている。道祖神を昔は左倍之加美（さえのかみ）（塞神（さえのかみ））と 

 称していた。今も「さえの神」「さえ神社」と呼ばれている。１月１４日に左義長（セエトバレ

イ、ドンド焼き）の日には大きなサイトが浜に並び一斉に点火され見事である。その前日三日間

は下町八所の道祖神のお参りが行われる。大磯の左義長は重要無形民俗文化財に指定されている。 

 

３８．日枝神社（山王神社）（大磯（字山王町）） 

  山王町の氏神である。八坂神社、秋葉神社の二神も合祀されている。祭神は猿田彦命（さるたひ

こ）、素戔嗚尊（すさのおのみこと）火防（ひぶせ）神で祭日は７月１７、１８日である。又境内には青面

金剛、庚申塔などが置かれている。１月１４日の左義長には近年加わり、浜にサイトを立ててい

る。 

 

３９．御料局跡 

  明治１６年９月、平塚より大磯の茶屋町に移転。さらに現在地に移された。皇室の御料林を管

理する役所で、高麗山を初め伊豆箱根の官有林を管理統括する役所であった。公園の門柱は往時

のもの。現在は平塚営林署で管轄し大磯町に移管されている。 

     ※この辺の海側一帯は通称「ビッコッ田」と呼ばれる湿地だった。フナやメダカが泳ぎ、岸辺

には葦がそよぎ、オニヤンマなどが群れて、子供達の格好の遊び場になっていた。また     

   三沢川の遊水池でもあった。 

  ※清水金一（シミキン）・朝霧鏡子夫妻の旧居は御料局跡地（現なかよし公園）の北側に隣接し

てあった。戦前に活躍した喜劇俳優と女優。朝霧は新藤兼人監督の『午後の遺言状』に４５

年ぶりに認知症にかかった老婦人役で出演した。 

 

４０．旧渡辺千秋邸跡（大磯（字山王後）１９２２）     （1843～1921）享年７８歳 

  明治、大正時代の官僚・政治家。諏訪高島藩士渡辺政徳の長男として生まれる。明治維新は勤

王派として活躍。西南戦争後の鹿児島県令を務める。明治２４年５月大津事件処理のため滋賀県

知事。北海道開発庁長官を歴任。宮内庁へ奉職。御料局長、帝室林野局長官の後、宮内大臣とな

る。伯爵。ノーベル賞受賞の野依良治は曾孫である。 

 大磯は、明治３０年から山王後、池田、南浜岳にまたがる約１２，０００坪の敷地を所有し、

別荘を構える。旧小林喜一別荘（現カトリック大磯教会）の敷地１，６００坪はその一部であっ

た。 

 

４１．旧吉川重吉（きっかわちょうきち）別荘跡（大磯１９６０（東町１丁目１０）） 

                          （1860～1915）享年５５歳 

  毛利元就１３代目の子孫。岩国藩主の分家。岩倉使節団に同行してアメリカ留学。帰国後は外
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務省入省、貴族院議員、男爵、夫人の母は西園寺公望公の妹。長女は原田熊雄（西園寺公望公秘

書）夫人。二女は和田小六（木戸幸一の実弟）夫人、三女幸子は獅子文六夫人（岩田幸子著、自

伝「笛吹天女」参照） 

  明治３４年、東町１丁目（南浜岳 1960 番地）の土地４００坪に別荘を構える。 

 

４２．冬柏亭跡（大磯町東町１－６） 

  与謝野晶子の５０歳の誕生日のお祝いに東京・杉並区荻窪にあった与謝野邸に、昭和５年に門

弟たちが贈った書斎。昭和１７年晶子没後、翌年門弟のひとり・岩野喜久代によって大磯に移築 

 された。さらに昭和５１年には、京都・鞍馬寺で移築、先代管長の信楽香雲が、鉄幹・晶子の短

歌の直門の弟子であった縁。建物名は、主宰した文芸雑誌『冬柏』にちなむ。国会議員の与謝野

馨氏は孫にあたる。 

 

４３．旧大岡昇平邸跡（大磯東町１丁目１０）         （1909～1988）享年７９歳 

  明治４２年、東京市牛込区で父貞三郎、母つる、の長男として生まれる。父母は和歌山市の出

身である。父は地主の三男で兜町の株式仲買店を経営する。昇平は青山学院中等部から成城中学

校に編入、夜学はアテネ・フランセに通う。その後京大文学部に入学し河上徹太郎らと知り合う。

卒業後国民新聞社、帝国酸素、川崎重工に勤め、昭和１９年に招集され、フィリピン・ミンドロ 

島サンホセの守備にあたる。昭和１９年レイテ島で捕虜となり昭和２０年１２月復員帰還した。 

 この時の体験を『俘虜記』（昭和２１年）、『野火』（昭和２７年）に発表、またベストセラー 

 『武蔵野夫人』（昭和２３年）を発表。『花影』（昭和３６年）、『レイテ戦記』（昭和４２年）は 

 大磯での作品。読売文学賞、毎日芸術賞、朝日文化賞など数多く受賞している。       

昭和２８年に大磯東町に転居。そこは吉川家の別荘だった所で、この後１６年間大磯の住人と

なる。大磯在住の時期に大磯高校で講演会を行い、当時のことが『大磯奇談』、『六十の引越し』

などに書かれている。昭和４２年西湘バイパスが部分開通すると、騒音と排気ガスを嫌って昭和

４４年１０月、世田谷・成城付近に転居した。昭和６３年１２月２５日永眠。跡地は１１軒に分

譲されている。 

 

※福澤桃介（ふくざわももすけ）別荘跡 

   明治・大正期の実業家。慶應義塾大学在学中に、福澤諭吉に見込まれて娘婿（次女）となる。

明冶４３年に名古屋電燈取締役に就任すると、木曽川の水利権を取得し八百津発電所を建設。

大同電力（現関西電力）、東邦電力（現中部電力）等複数の電力会社を設立、経営して「電力

王」と呼ばれた。同じく「電力王」、「電力の鬼」と呼ばれた松永安左衛門とは慶應義塾時代に

知り合い、親交があり、後に電力事業を松永に引き継いでいる。またオッペケペー節の川上音

二郎の妻で日本初の女優・川上貞奴とは学生時代からの相愛の仲で、音二郎没後、女優業を引

退した貞奴と同居を始めた。名古屋市内にある豪邸は、「文化のみち二葉館・旧川上貞奴邸」

として保存されている。 

   明治２９年１２月に現在の東町１丁目（南浜岳 1984 番地）を購入、明治３５年１２月に渡

辺千秋に売却した。 
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４４．明治天皇観漁記念碑（大磯（字南浜岳）（海岸）） 

  昭和９年１月に南浜岳の海岸に建てられた。碑文は朝倉敬之の書である。碑文には次のことが

記されている。（以下口語訳）「明治天皇は京都より東京へ行幸の途中、大磯駅の本陣・小島才三

郎方を御宿所とした。そして内侍所（ないしどころ）と御車は近くの神明神社境内の借舎に納めた」 

 天皇は御輿に召されて大磯の海岸に行かれ、漁師の網引きをご覧になり、網が磯にかかり、それ

を外そうと数十人の漁師が海中に入る姿をご覧になり、また裸体の漁師が魚の跳ね躍る水槽を提 

 げ、天皇の間近に進む様を親しく御覧になり、年若き天皇は大変お喜びになった。そして漁師た

ちに御菓子を下賜された。明治元年１０月９日のことである。今ここに大磯町は無上の光栄に浴

しこのことを石碑に刻み永久（とこしえ）に伝えんと伯爵金子堅太郎は町民の願いを入れ碑文の題

を書かれた。県はこのことを聞き此の石碑建立に百方協力し竣工されたものである。」昭和９年

１月下旬 朝倉敬之謹誌并書 

  明治天皇観漁記念碑は大磯の王城山（小千畳）の山頂にも建てられている。（大正７年１０月）

これは富豪・安田善次郎翁が執筆になるもので、題字は伯爵・松方内大臣の書である。此処は善

次郎翁の所有地であるが、町の公園のように公開され大磯の町並みが眼下に広がり、相模湾が一

望に収められる場所である。 

 

４５．旧根津嘉一郎邸跡（東町１、２丁目）         （1860～1940）亨年８０歳 

  万延元年（1860）山梨県の富農・根津藤右衛門の次男として生まれる。同郷の実業家の影響を

受けて、明治中期から家産を投じた株式投資を行った。投資先は、大日本製粉、東京電気会社、 

 東京米穀商品取引所など２０数社に関係していて国民新聞社では社長に就任している。業績不振

の企業で株式を買収し、経営を再建して資産価値の増大をめざすパターンが多かった。なかでも 

 「東武鉄道カラビキ会社」といわれた程の営業不振の経営に情熱を注ぎ、明治３８年社長に就任、

社内改革を断行した。さらに私鉄２４社（東京地下鉄など）の鉄道事業経営に参加して「鉄道王」 

 と呼ばれた。又、武蔵高校（現武蔵大学）創立。根津美術館は根津の遺志を継いだ２代目が設立。 

  大磯では、明治３６年に北浜岳、南浜岳、池田にまたがる約４，０００坪を取得し別荘を構え

た。ここは松林館の跡地だった。現在話題の東京スカイツリーの建築主は東武鉄道と東武タワー・

スカイツリーである。 

 

４６．旧松林館跡（東町（字南浜岳）１丁目） 

  現東町１丁目の真ん中あたりにあり、藁葺の家で明治２２年～３５年までのわずか１４年間 

 の存在であった。明治２２年、『大磯名勝誌』に“此の地は青く秀でたる老松のむらたち生い茂

れる・・・此の林中に勝大美麗なる大廈（たいか）高楼を建築し、号して松林館という”と記され

ている。明治２２年、正岡子規は松林館に最初に訪れた時に、鴫立沢を訪れ西行や虎御前の話を 

 聞き、またここかしこが別荘だらけであることに驚き「別荘町という処になるべし」と『四日大

尽』に書き残している。また海岸へ出て眺望を楽しんでいる。明治２２年と２５年に、三度大磯 

 を訪れ多くの俳句を詠んでいる。 

  「宵待ちや 夕餉の膳に 松の月」、「潮汲みの 道々月を こぼしけり」 

  「名月や どちらをみても 松ばかり」、「犬連れて 松原ありく 月見かな」 

  「名月を 邪魔せぬ松の くねりかな」、「名月や 後ろに高し 箱根山」など 
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 松林館の女中が持っていた、当時大磯特産の土産として売られていた松露についての会話も残さ

れている。また洋画家の巨匠・黒田清輝は、松林館に長期滞在し、宿屋の娘のおまるを描いた『大

磯宿屋の娘』や、『大磯海岸』、『大磯鴫立庵』、『樺山資紀像』などを描いている。又親戚筋（樺山

愛輔と従兄弟）にあたる樺山邸を訪れたことを、明治２９年８月の『黒田清輝日記』に残してい

る。松林館は当初は刀剣商・町田平吉が経営にあたり、敷地は約４，４００坪、明治３３年から

は長生館として倉橋兵次郎が引き継いでいる。明治３５年１２月２４日の南本町の「宮代屋」か

ら出た火事で類焼し、長生館は王城山の麓に再建され、跡地は根津嘉一郎に４，０００坪、吉川

重吉に４００坪売却された。（“海辺の憩い”（湘南別荘物語） 島本千也著他） 

 

４７．旧小林喜一別荘跡（現カトリック大磯教会信徒館）   

  ライオン歯磨の三代目社長・小林喜一が関東大震災で東京市本所にあった本宅が被害を受けた

ため、大正１３年に大磯に別荘を構えた。長者林の一角、砂丘の上の１，６００坪の広大な敷地 

 の真ん中にこじんまりした洋館が建っている。南側の傾斜が砂丘の名残で、洋館の設計はイギリ

ス人の建築家（名前は不明）施工は山王町の大工・川福（川崎福松）。当時南側の大磯高校の辺は

湿地帯であったため、通風を考えて内部に湿気が入りにくい二重壁構造になっている。洋室を中

心とした間取りで、中央南側にはサンルームが設けられ、当初はトップライトもついた採光の良

い部屋であった。室内にはステンドグラスが使用され、浴室や洗面台には大理石が用いられてい

る。ドアの握りは表は丸い握りが裏には鈎型（かぎがた）の握りが付けられていて、古き良き時

代の手作りの温もりが感じられる。屋根は当初スレート葺きであったが、聖堂に合わせて桟瓦に

葺き替えられた。その後平成７年の阪神大震災の教訓から建設時と同じコロニアルに葺き替えら

れた。台所に隣接したハウスキーパーのための日本間が増築された以外は、建設時に姿を保って

おり、文化財としても価値の高いものである。現在はカトリック大磯教会信徒館として使われて

いる。カトリック大磯教会は、アイルランドに総本部がある宣教会（聖コロンバン会）の傘下に

ある教会で、昭和２３年に、横浜教区より湘南地区の司牧を委任された。当時は西湘地区の教会

は小田原、茅ヶ崎のみであったが、二宮、大磯、平塚他の各地に教会を立ち上げていった。         

大磯では東小磯の閑静な住宅地に建つ洋館（東小磯 374、三井同族会理事・藤井市三郎が大正

１３年に別荘として建設。木造洋風二階建て。平成２０年１１月に火災で焼失）を購入、昭和２

５年の秋に設立した。ところが当時の主任司祭は、大磯に根強く残る山手と下町を隔てる壁に気

づき、下町への移転を決意し、昭和２８年１２月に東町にあったライオン歯磨の小林社長の別荘

を購入して移転した。昭和３５年には新聖堂が完成。島崎藤村夫人・静子さんも生前に在籍して

いた。文学や美術に造詣の深かった静子さんは、いくつも文章を載せているが、麹町の家の隣人

だったという洋画家の藤田嗣治の作品や思い出なども綴っている。昭和４８年４月２９日７７歳

で亡くなられたときは、モローニ神父、森下神父の共同司式で葬儀ミサが行われた。 

 また、美智子皇后の元女官長であった井上和子さんも、発足当時から在籍され、現在も在籍され 

 ミサに出席されているそうである。（“松籟に聴く” カトリック大磯教会編他） 

 

４８．旧加藤弘之別荘跡（大磯町東町（字池田２０３８外）  （１８３６～１９１６）享年７９歳  

  但馬国出石藩士、加藤正照の長男、藩校弘道館に学び、江戸に出て佐久間象山などから蘭学を

学び、２４歳の時蕃書調所教授手伝となり、幕命によりドイツ語を学ぶ（日本初）、幕府直参と

なり、開成所教授職並となる。維新後に新政府で明治３年３３歳の時、大学大丞（だいじょう）と
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なり侍講に任ぜられ洋書を進講する。文部、外務大丞も勤める。プルンチュリーの「国家学」を

進講し、和訳「国家汎論」を刊行する。明治６年３７歳の時、福沢諭吉、西周等と明六社を組織

して封建思想の排除に努力し近代（欧米）思想の普及に努める。明治２３年５４歳で帝國大学総

長となる。又、貴族院議員、枢密顧問官、帝國学士院長を勤める。その間日本の近代国家のあり

かたを指導し明治日本の国体の確立に貢献した大学者である。 

  明治２５年に大磯の池田（大磯カトリック教会の西側）に別荘を構えた。東京帝國大学総長を

辞任の一年前である。大正５年享年８０歳で逝去された。孫には喜劇役者の古川緑波がいる。 

 

４９．旧後藤象二郎別荘跡（東町３丁目（字浜岳川 2279））  （1838～1897）享年５９歳 

  土佐藩士、後藤正晴の長男として、高知城下に生まれる。幼くして父を亡くしたため、義理の

叔父の吉田東洋に育てられ、吉田が開いた少林塾に学ぶ。東洋の推挙で御近習目付になるが、東

洋が暗殺され失脚。藩政に復活すると山内容堂の信頼を得、武市瑞山（半平太）断罪の事にあた

り、藩政の枢機を握る。坂本龍馬と親しく交わり、龍馬の発案の船中八策にもとづき将軍・慶喜

に大政奉還を提議した。維新後板垣退助らと愛国党、自由党などを結成して自由民権運動をすす

める。のちに逓信大臣、農商務大臣などを歴任。長女・早苗は三菱財閥二代目総帥・岩崎弥之助 

の妻である。 

  大磯には明治２３年～３３年の間、浜岳、松下、浜岳川付などの土地１０，７００坪を購入し

て、浜岳川付 2２79 に別荘を構えた。明治２６年には木像草葺平屋を３棟所有。 

 （村井弦斎旧居跡）                   （1864～1927）享年６３歳 

  三河吉田藩士の子として生まれる。明治、大正時代の著名なジャーナリスト、小説家。料理研

究家として『食道楽』を明治３６年１月から１２月まで報知新聞に連載、大ベストセラーとなっ

た。明治３３年大隈重信の従兄妹の娘・尾崎多嘉子と結婚。多嘉子の叔母・雪子が後藤象二郎の

夫人だった縁で、後藤家別荘で２年間新婚生活を送った。小田原で執筆活動を行い、その印税で 

 平塚駅南側の土地１６，０００坪を購入し住んだ。 

 

５０．旧村井吉兵衛邸跡（東町（字浜岳２２４２外、松下２２４５外、浜岳川２２７８外、下

原２２８１外）３丁目）  （１８６４～１９２６）享年６１歳 

  京都の人。村井彌兵衛（煙草商）の次男として生まれる。同じ煙草商である叔父の村井吉兵衛

（初代）の養子となり二代目・吉兵衛を継ぐ。２０歳すぎ、風邪にかかり今出川の同志社病院に

入院、医師・宣教師であるＪ・Ｃ・ベリー（大磯で新島襄を看取った医師）と出会い、洋書『百

科製造秘伝』を借り、新しい煙草のつくり方の知識を得た。研究の末明治２３年１０月、従来の

口付きではなく、国産初の両切り紙巻タバコ「サンライズ」を売り出した。さらに明治２６年渡

米し、外国葉を使って日本人の嗜好に合うものを考え、翌２７年新製品「ヒーロー」を売り出し、

これが大ヒット商品となった。明治２８年に再び渡米、巻タバコ製造機械を輸入、さらにアメリ

カ資本と提携して「合名会社村井兄弟会社」を設立し順調に事業を拡大した。一方東京で「天狗

煙草」という口付き煙草を販売して人気を博していた岩谷松平は、村井に対抗し、熾烈な広告合

戦を繰り広げることとなった。東京に進出した村井は、銀座での宣伝に楽隊を組んで馬車を先頭

にパレードを行った。さらに「天狗煙草」に対抗して煙草工場の屋根に４Kｍを照らすサーチラ

イトを取り付けた。各地の博覧会でパッケージの美しさを宣伝し、大阪博覧会会場入口に３８ｍ

の広告塔をつくった。またタバコのケースの中におまけのトランプや花札を入れた。工場では全
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員に揃いのユニフォームを着用させ、製造ライン毎に色違いの襷（たすき）をかけさせて競争させ、

生産性の向上を図った。その結果、他社より高い賃金を払い、売上は岩谷を上回るようになった。 

 明治３１年にはさらに生産性の高い米国プリックス式製造機を４０台購入、日産１０００本を達

成し、東洋一のタバコ製造販売会社となった。このように明治において近代的手法を次々に取り

入れ、瞬く間に企業を発展させた村井吉兵衛の経営手腕は驚嘆に値する。しかし明治３７年、日

露戦争戦費調達のため煙草が国家専売になると、政府より 1，120 万円の補償を得た村井吉兵衛

は、その資金を元手に村井銀行、東洋印刷、日本石鹸、村井カタン糸等の事業を設立し、村井財

閥を形成していった。 

  大磯には明治３５年頃に字浜岳川他 13，300 坪の広い松林の中に別荘を建て、邸内にバラや

牡丹の花園をつくり人々を自由に入園させ地元の人との交流を図った。趣味として書画、骨董を

楽しみ、また京都に村井図書館をつくり文化の向上に尽くした。大正１５年６２歳でこの世を去

る。長者林の浜岳川の村井別荘にこのような人物がいたことを明記したい。今も川に面した屋敷

跡の小高い所に大きな松が残っているが、当時はその下に四阿（あずまや）があり、花水川の河口

を一望にすることの出来る景勝の地であった。（朝日日本歴史人物事典：朝日新聞出版、日本人

名大事典：講談社、Yahoo ブログ他） 

 

５１．安井小弥太旧宅跡 

  滋賀県生まれ。昭和初期から戦後にかけて活躍した童話作家・童画家。『キンダーブック』、『コ

ドモノクニ』、『講談社の絵本』で、特に乗り物の絵で好評を博した。「新日本童画会」を結成、大

磯の海に惹かれて戦時中に移り住み、昭和６０年没。戦時統制下には横山隆一らと国策アニメー

ション映画の制作に従事。戦後、絵本を覚出版社から出版。童画を現実のこども達の生活と結び

つけていこうとする明確な姿勢があり、絵本界に従来の様式とは異なる立体的構図としっかりし

たデザインをもたらした。日本画の影響を受け、ものの輪郭線を線でつなぐのが特徴である。C

５３型の蒸気機関車を好んで描いた。 

 ※この辺一帯が、昭和１５年頃に４００坪区画で分譲された。木山家（大学教授）の別荘が当時  

の状態で現存。建物は倉敷から移築されたものとのこと。ロータリーには区画の名残り。 

 ※東町３丁目公園から木山家へと続く辺りに、松の古木が多数現存する（東町３丁目公園）。こ

こを含む一帯が浜岳川 2279 番地、後藤象二郎が別荘を構えた場所である。 

 

５２．長者町の水害防止の堤防（大磯（字岩崎）旧神明下） 

  長者町の下原（しもはら）、芦添（あしぞえ）、池田付近は、秋の暴風雨で毎年のように洪水の被害を

受けていた。花水川鉄橋（現在 JR）の下の堤防が切れて、唐ケ原（とうがはら）一帯から長者町に

かけて、水浸しとなった。此処は昔花水川の河床で、沖積土によって出来た低湿地帯で、池田や

松下付近には昭和２０年代まで池が３つ残っていた。今は埋め立てられ住宅地や道路となってい

る。大正の初めに水害防止のため、この付近に土手（堤防）を築いた。今はその土手の面影は判

らないようだ。現在花水川の氾濫はコンクリートの土手により守られている。 
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５３．旧虎池弁才天跡（大磯（字池田）２０８３外） 

  虎ケ池は、みさわ川（王城山西麓を流れる三沢川とは別、山から山王町を経て流れる川）の遊

水池の役目をしており、この池と田んぼが水をさばいており、かなりの池だったと云われていた。 

 この中に小島があり、そこに弁才天のお堂があった。昔、相模国の淘綾郡に山下長者（伏見大納

言実基（さねもと）卿）があり、年齢４０歳あまりになっても、後継の子に恵まれず、虎池弁天に願

をかけ、一子を授かり虎と名付けた。のちの虎御前である。この小島に明治２５年頃高橋誠一郎

（文相、日本芸術院院長、大磯町名誉町民）の病弱な叔父が住んでいた。現在は川の水が涸れ、

埋め立てられて住宅地になっている。今の長者町池田である。鎌倉時代初期に字長者林の辺り、

虎池に虎御前の草庵があった。後、永禄年間（1588）に今の延台寺に遷したと、寺の古文書にあ

る。また同書に明治２３年に虎池弁才天堂を旧地に新築し弁天像並びに虎御石、曽我兄弟の災碑

を遷し旧跡を保存させたとある。これ等の遺物は現在延台寺に遷されている。 

 

５４．大磯移街碑（大磯（字山王後）２０７１西）  

  明治２３年８月南下町出火した火は西の烈風で大磯の大半を焼失した。中川良知町長は南下町 

 の住民の一部を今の長者町（当時は山王神社に後ろで字山王後といい、田園地であった）に移転

した。移転当時は、その日の煙も立ちかねたが、町長の指導よろしきを得て（土地一町余、家屋

建設に私財を放出し、日掛貯金をすすめ復興計画をたてた）移転者は自業に励み、蓄財もできて、

７０余戸の被災者は移転に成功した。住民は中川町長の徳を感謝して、毎年７月１８日の夏祭り

には神輿を町長宅にお寄りすることを例とした。現在は移転者の子孫以外の住民が多くなり昔日

の面影はないが、中川町長の功績は「移街碑」として旧町内の中心、弁天通りの中程に建立され

ている。「大磯移街碑」内閣総理大臣・山縣有朋題字である。即ち「南下町は土地狭く大火によっ

て全焼した。時の町長中川君はこれを憂い、字山王後１町４反を買い７０余戸を住まわせ長者町

と名付けた。町は栄え高麗山を北に仰ぎ、南東に松林を控え、空気も清く景色の良い所である。

住民は災害や衛生上の禍をまぬかれた。そこで山県公をはじめ有志が相計り碑を建て、中川君の

功績を後世に伝えるものである」（略記）撰文は三島毅（中洲、小野懐之の甥、二松学舎の創立

者、勲一等）、書は、巌谷修（書家、内閣大書記官、貴族院議員） 
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