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１．大磯駅 

  明治１９年に、日本国鉄東海道本線は、横浜～国府津間の延長工事が始まり、大磯駅は当

初予定に無かった。当時、松本順は国民健康増進のために日本初の海水浴場を大磯海岸につ

くり（明治１８年開設）、その宣伝をしていた。そして海水浴客などのために大磯駅が必要で

あることを痛感し伊藤博文らに働きかけ明治２０年に設置されるはこびとなった。駅舎には

貴賓室が設けられ現在もその入口の跡がある。駅舎は松井組が一万五千円で請け負った。初

代駅長には人格者である小川勝真氏が起用され貴賓にたいしての心配りであったという。こ

の駅開設により、京浜からの避暑客、海水浴客で大いに賑わった。明治４１年に日本新聞社

が全国の避暑地番付を募集し、大磯が第一位に選ばれた。これを記念して「海内第一の避暑

地」の石碑が駅前に建てられた（題字は松本順の実弟の林董（はやしただす）伯爵である）。大正

１２年の関東大震災で駅舎は倒壊したが、大正１３年１０月再建され、現在はそれ以来のも

のである。平成元年に町制施行百周年を記念して駅前に「モニュメント大樹」が町在住の彫

刻家・真板雅文氏により製作された。石と鉄の組み合わせで作られており、周囲の緑と良く

調和している。（明治２２年の大磯～東京間の運賃は、４２銭８厘（当時のコメ一升は 6銭）

所要時間は、2時間２０分であった） 

 

２．旧木下建平邸（大磯字北本町１００７） 

  明治末～大正初期に貿易商・木下建平により建てられた別荘である。その後親戚にあたる

機械商・山口勝蔵（山勝工業創設者）に譲渡された。建築当時、木下建平は子供たちのため

に階段を緩やかに造ったとされる。昭和３０年頃藤沢市の湘南白百合学園の美術講師であっ

た四女の木下寿々子は、昭和５６年に没するまでレストラン・ドウゼアンになった旧宅に卒

業生や生徒たちがよく集まっていたそうである。土地は旧島津邸の一部で、駅前で町を見下

ろす高台にあるので相模湾を眼下に一望することが出来る。敷地はほぼ正三角形で町民から

三角屋敷と呼ばれている。建物は地下一階、地上三階建ての洋館で各所にベイウィンドウ（出

窓）があり、外壁は南京下見張りの瀟洒（しょうしゃ）な建物である。 

 構造はツーバイフォー工法であり、設計者は米国帰りの日本人と推定され、現存する最古の

ツーバイフォー住宅である。譲り受けた山口勝蔵は、大正１２年関東大震災の時、自動車小

屋を借り、米の安売りを行い町民から感謝された。後、昭和３６年に伊東末吉が譲り受け、 

フランス料理店「ドウゼアン」を開店していた。 

現在は大磯町が所有し、「インターナショナル青和」がイタリアン・レストラン＆サロン「大

磯迎賓館」として運営している。平成２４年２月に国の登録有形文化財（建造物）に登録さ

れた。 

 

３．旧三井守之助（高泰）邸跡（大磯字北本町１０１８外） （1875～1946）享年７０ 

  明治８年に三井高保（三井十一家の一つ）として京都で生まれる。明治１３年に三井高潔 

 （たかきよ）（三井連家、永坂家六代目）の養子となり、家督（永坂家八代目）を相続する。 

 横浜商業学校を卒業、明治３３年に三井物産に入社しロンドン支店勤務、帰国後三井呉服店

監査役、芝浦製作所会長、三井銀行取締役を歴任した。また茶人としても著名で巍巍庵（ぎぎ

あん）と称し、本邸が鳥居坂にあったことから「鳥居坂」と呼ばれ、本邸でよく大茶会が催さ

れた。 
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大磯では、明治３９年北本町に土地を購入して別荘を構えた。昭和１４年に長男・高篤が

相続した。昭和３１年に村田直弥の所有となるが、平成１５年に解体され、マンションとな

った。旧邸は関東大震災で倒壊したが、木子（きご）孝三郎建築事務所が大正１３年に設計し

昭和２年に清水組により建設された。外観は洋風であるが内部は殆ど和室である。玄関を入

るとホールがありその西側は執務室で、東側は和風食堂（主人が茶人であるためか水屋と炉

が付属）、居間、と続き柱は台湾檜で書院風であり、北側は台所、女中部屋、浴室などがある。

玄関ホールを登ると踊り場の正面にステンドグラスがはめ込まれた窓がありホール全体が豪

華である。二階には和室二部屋と化粧室があり、柱は赤松の面皮柱を使用し、天井は春日杢

板、竿縁である。二階東側は洋風居室で出窓があり見晴らしがよい、二階北側玄関ホール上

部に屋上に出る階段があり非常の場合の避難通路で外部に出られるようになっていた。 

 

４．旧岩崎邸（現エリザベス・サンダースホーム） 

（字北本町、南本町８６８、１１５２） 

                     岩崎弥之助（1851～1908）享年５７ 

                     澤田美喜 （1901～1980）享年７８ 

  三菱財閥の創始者・岩崎弥太郎の弟、弥之助が明治２４年大磯駅前の愛宕山の地（１万坪）

に別荘「陽和洞」を構えた。後に三代目・久弥（弥太郎の長男）が増築整備する。初代弥太郎

は土佐藩の地下浪人（元郷士）・岩崎弥次郎の長男として生まれる。吉田東洋の知遇を得、後

藤象次郎に取り立ててもらい土佐藩の勘定小頭として長崎で物産貿易事務をする。そして長

崎の土佐商会（後の九十九商会）の責任者として土佐藩の殖産興業に携わる。明治３年に土

佐藩の船４隻を委託され、回漕業を始め「三菱商会」と改名した。明治７年に台湾出兵に際し

て台湾への軍事輸送を引き受け、政府の信任を得た、明治１０年の西南戦争でも政府の輸送

業務を独占した三菱は、巨額の利益を得る。さらに政府の御用船１３隻を委託され、三菱発

展の基礎をつくった。明治１８年弥太郎の死で二代目総帥となった弥之助は、共同運輸との

壮絶なビジネス戦争を、両社合併し「日本郵船」を誕生させることで終結させた。また明治２

０年に長崎造船所を政府より払い下げを受け、三菱の経営の柱となり、さらに金融業、倉庫

業を展開して事業を拡大していった。また荒れ野原になっていた丸の内の大名屋敷の土地の

払い下げを受け、ロンドンを模したレンガ街をつくった（丸の内の大家さんである） 

 二代目弥之助は明治 24 年頃大磯駅前の愛宕山を買入れ（約一万坪）母美和の為に別荘（陽

和洞、約 100坪）を建てた。大磯の別荘（陽和洞）の邸内を三島毅の撰文「陽和洞の記」を

借りれば「小洞を過ぎ「嶺雪軒」に上る。富嶽西天に聳え、残雪照耀す、邸中つつじ繁披し

樹根にまつわり、綺麗なこと目を奪う、老松数株天を摩し崖にかかる、蟠根に居し放望すれ

ば相海豁開大島正南によこたわり、豆山蜿蜒としてその右に起伏し、三浦、鎌倉の岬湾その

左に湾環し絵画もただならず、余更に径を下る、園は紫藤、芍薬、バラ，諸花ありといえど

も、牡丹をもって主となす、・・・・・」当時の邸内や眺望を窺うことができる。この別荘は

大正１２年の関東大震災で建物は倒壊した。同１２年に新たに建て替えたが、これも後に取

り壊され離れであった部分が今もエリザベス・サンダースホームの敷地内に残されている。

（図書館として保存されている） 

 （澤田美喜）   

  大磯駅前の澤田美喜記念館下の広場に澤田美喜顕彰碑（昭和５８年に一般寄付他、湘南観

光開発㈱により建立）がある。彼女の生前の面影を留めたレリーフは、原寛山の作になる。 

 澤田美喜は、久弥の長女として生まれ、１１歳のとき大磯の別荘で静養中に付添看護婦から
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聖書を聞き、キリスト教の愛に目覚める。長じて同じ信仰にたつ外交官・澤田廉三と結婚し 

 海外で内助の功を積む。昭和１１年に帰国、太平洋戦争で三男、晃（あきら）洗礼名：ステ

パノ）は戦死し、そして敗戦、財閥解体で受難。その中で混血孤児の救済に着手した。英国

の老婦人エリザベス・サンダースの遺産の寄付１７０ドルを基金に加えて社会福祉法人エリ

ザベス・サンダースホームを昭和２３年に設立し、追って学校法人聖ステパノ学園を昭和２

８年に創立した。そして混血児の母となり養育に尽くした。かくて３０年間で育てた孤児約

２，０００人であった。うち、600 人は米国はじめ海外の家庭の養子となり、自立するもの

又ブラジルの開拓地に入植するもの夫々の新天地で立派な人生を歩んでいる。澤田美喜はア

メリカ、ヨーロッパ、ブラジルなど各国を訪ね自分の信念、施設の説明をして募金活動をし

たが、スペインのマジョリカ島を訪ねた時、昭和 55年 5 月 12日病を得て天に召された。生

前にはブラックウエル賞を始め各国の多くの賞を受けている。邸内にある昭和６３年開設の

「澤田美喜記念館」は彼女の遺志により建てられたもので、ノアの方舟をイメージしたもの

である。上階は聖ステパノ礼拝堂、一階はコレクション展示室で、隠れキリシタンの収集家

として知られた彼女が残した千点に近い遺品が展示されている。（展示品例、魔鏡、踏み絵、

細川ガラシア夫人の遺品、天草四郎最期の図、高山右近のマドンナ像、シーボルトのマリア

観音像他） 

 

５．大運寺（字北本町） 

 浄土宗群生山大運寺で、芝増上寺の末寺である。本尊は阿弥陀如来坐像である。寄木造り、 

彫眼、像の底部の朱漆（しゅしつ）の銘、胎内の納入文書を見ると本像は、仏師・左近、近江国か

ら頭部を、下野国から胴部を元禄元年（1688）に合わせたものである。平安後期の作風を示す

佳作である。像高 88.5ｃｍ、町指定文化財。また木像阿弥陀如来像及び両脇侍菩薩像の三体が

ある。中尊の像高は 99ｃｍでこれは元海前寺（時宗、逗子市）の本尊という。境内本堂左脇の

墓地には中島信行の墓（「長城中島君墓」、伊藤博文書）、その隣に中島湘烟の墓（「中島湘烟之

墓」釈宗演・鎌倉円覚寺管長書）があり、夫妻の墓前左には湘烟の母（竹香女史）が二人の供

養のために建てた「妙経一字一石塔」がある。この塔の手蹟も竹香女史である。日本画家の安

田靫彦の五輪之塔（奈良時代風のデザイン化された）の墓がある。本堂庫裏には中島信行の位

牌が安置されている。大広間の床の間には信行の長男の久万吉（くまきち）の書「無為」（道教

の教義、１間×２間）が掛けられている。 

 「妙経一字一石塔」： 物故した人の菩提を弔う行の一種。法華経八巻を一個の石に一字づつ

１００日間７万字を書き、袋にいれて地中に埋めてその上に供養塔を建てる。 

 

６．地福寺（大磯１１３５） 

  船着山円如院地福寺と称し東寺真言宗の古刹である。承和３年（836）空海の弟子、杲燐

（ごうりん）の創健と云われる。木造弘法大師坐像が本尊で胎内に墨書銘があり、天文１１年

（１５４２）仏師但馬作とある。他に永禄２年（1559）と天正１７年（1589）の文書２通が

あり、小田原北条氏から特別な保護を受けた資料で、共に大磯町指定の文化財である。境内

には島崎藤村夫妻の墓がある。生前、地福寺の一隅に住んでいた天明愛吉のところに、よく

散歩に訪れており、その際この境内の石垣が小諸の古城の石垣に似ていることなどで、気に

入っていたようである。墓は谷口吉郎氏（東宮御所、国立博物館東洋館等設計、文化勲章受

賞）の設計によるもので、簡素な角柱の墓である。後、静子夫人没後、藤村墓の隣につくら
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れている。後に藤村の生誕地・馬籠の永昌寺（本家の墓がある）の家族の墓地に遺爪（いそう）、

遺髪が分葬された。 

 

７．延台寺、虎御前 

  寺伝によれば、宮経山（ぐうきょうざん）延台寺は今から約８００年余の昔(1193)、富士の仇

討で名高い曽我兄弟の兄・十郎祐成と結ばれた虎御前（虎女）が開いた寺といわれている。

虎女は当時大磯宿（鎌倉時代は化粧坂付近）の菊鶴という遊女の館で舞姫として住んでいた

時に曽我兄弟と知り合いになり、十郎と二世を契った。兄弟は富士の裾野の狩場にて本懐を

遂げたが、兄十郎は討ち死にし弟は捉えられ斬首された。貞節で義に厚い虎御前は、間もな

く兄弟の菩提を弔うために１９歳の若さで尼となり、善光寺をはじめ諸国を巡礼してこの場

所に庵を結び、兄弟の位牌を守り冥福を祈った。そして十郎の持仏を安置する高麗山の麓の

地蔵堂に詣で十郎を懐かしんだ、晩年八俵山に庵を結び嘉禄３年（1227）５３歳で波乱に富

んだ一生を終えた。法名は「法虎庵妙惠尼」で、この虎御前こそ延台寺の祖といわれる。こ

の庵は虎御前入滅後、代々尼寺として続いた。その後慶長４年（1599）旅する一行の僧（身

延山久遠寺第１９代法主 法雲院・日道聖人一行）がこの尼寺の荒廃を嘆き自ら開山し身延

山直末寺院として、延台寺と名付けた。境内の法虎庵曽我堂には、霊石・虎御石、曽我兄弟

霊像、位牌、虎女像、釈迦如来坐像、毘沙門天像、十郎を射た矢、曽我物語錦絵などを奉安

されている（平成１６年再建）。本堂に向かって左側の境内には、開基川崎次郎左衛門の墓

（土地の寄進者）、「法虎庵妙恵尼供養塔」、「虎池弁才天御神石」、「子授け祈願の石仏」、「大

磯宿遊女の墓」があり。右側には虎女が十郎との恋の成就を祈願したという「龍神」を祀り、

小洞窟内には八臂の弁財天像が安置されている。虎御石祭は毎年５月第３または第４日曜日

に行われ虎御石が御開帳される。 

 （虎御石） 

  子宝に恵まれなかった大磯の山下長者は、虎池弁天に祈願し、弁天様のお告げの印・美し

い石を授かった。夫婦でこの石を毎日拝んだことで、めでたく女児が生まれ、名を「虎」と

名付けた。この霊石（安産子授けの石）は虎女の成長と共に大きくなり「生石」といわれ、  

 「虎御石」と名づけ、大切にお守りした。またこの石は、身代わり厄除け石として、敵に狙

われた曽我兄弟を救った。 

（“曽我兄弟と虎御前の史跡を訪ねて”大磯ガイドボランティア協会編） 

 

８．大磯宿の本陣跡   小島（おじま）：（大磯１０２２）、尾上：（大磯１１３３） 

              石井：（大磯１０８３） 

  大磯宿には小島、尾上、石井の三本陣があった。参勤交代の大名、公家、宮門跡、勅使、

公用の幕府役人などが旅の宿泊に用いた大旅館である。享和３年（1803）には、上記三本陣 

は、各々２４６、２３８、２３５坪の建坪があり、大きな門構え、広い玄関（式台）その前

の広場、平屋造りで多くの部屋がある。板敷や土間、奥には大名などの寝所となる床の間と

違い棚を配した書院造りの上段の間、その座敷の前には小さな庭園がついていた。大名と側

近の者は本陣に泊まるが、その他のものは宿内の旅籠に泊まる。大行列の場合は、隣の宿ま

で使用しなければならなかった（中大名で旅籠百軒と云われた）。大磯の本陣は宝暦１２年

（1762）の大火で焼失した。再建後また天保７年（1836）の大火で宿内５１０戸が焼失した。

その後再建された建坪は縮小したが、後に慶応元年（1865）の書上（かきあげ）では、ほぼ享和
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（1801～1804）の姿に戻った。本陣の経営の並々ならぬ努力が偲ばれる。大磯宿は享和元年

（1801）本陣並びに脇本陣の家数お改めの時に不調法があって、４軒の者が脇本陣の申請を

しなかったので認められず、後に大旅籠として認められた。従い大磯宿には脇本陣はなかっ

た。 

 （明治以後の本陣） 

明治元年東遷にあたり、小島本陣に明治天皇が御宿泊されることになった。本陣の光栄と

ばかりに建物を修繕し、調度品を整備している。しかし名家小島家も家督を継ぐ者もなく昭

和２８年に断絶している。尾上本陣は大磯小学校（当時秉彛館（へいいかん）と称した）として

初代校長小野懐之（やすゆき）が借り受け、塾を開いた。石井本陣は、その跡地に現在旅館大内

館がある。 

 

９．新島襄終焉の地（大磯１３５１（碑）百足屋旅館別館愛松園） 

                            （1843～1890）亨年４６ 

  新島襄は天保１４年（1843）上州安中藩士・新島民治の長男として江戸屋敷で生まれた。 

 本名を七五三太（しめた）という。祖父が女児が４人続いたあとの男子であったため、「しめ

た！」と膝を打ったことから名付けられたという。２１歳の時に鎖国禁令を破り函館からア

メリカに渡り、船主のハーディー夫妻の援助を受け、フィリップスアカデミー、アマースト

大学に学び、アンドーバー神学校を卒業してキリスト教に基づく教育を身につけた。３１歳

のときに帰国し、京都に同志社英学校を開設、多くの人材を輩出した。彼の門下生には、徳

富蘇峰、徳富蘆花、山室軍平、安倍磯雄、海老名弾正など人格高潔な人々である。かれは、

“日本に最も要求されるのは、真面目な人材であって、全身に良心の充満した人材である”

と常に諭された。新島襄の最大の目標は大学の設立であった。幸い彼はアメリカ時代から多

くの政財界有力者との人脈をつくりあげており、大学設立に向けての寄付金活動がライフワ

ークであった。 

森有礼の紹介で木戸孝允、伊藤博文との親交を深め、さらに寄付金活動で大きな力となった

のは、井上馨、大隈重信、陸奥宗光らであり、寄付金活動のためのパーティを開催して、澁

澤栄一、岩崎弥之助、益田孝らからの寄付をあつめることができた。しかしながら雄途半ば

にして病に倒れ、明治２２年１２月徳富蘇峰の勧めにより大磯・茶屋町の百足屋旅館の別館・

愛松園に身を横たえた。翌２３年元旦、病床に筆をとる。「送歳かなしむことをやめん、病弱

の身、鶏鳴はやすでに佳辰を報ず、劣才たとい済民の策に乏しくとも、なお壮図を抱いて此

の春を迎ふ」。１月２３日再起の希望を持ち続けながら妻・八重の腕の中で波乱の生涯を閉じ

る。 

（新島八重） 

 新島襄の妻。会津藩士の娘として生まれ、会津戦争では自ら銃をとり奮戦、「幕末のジャンヌ

ダルク」と云われた。戦争後京都の兄・山本覚馬を頼って母と京都に行き、そこで襄と知り

合って結婚する。男勝りの八重は、夫・襄を支えながら、古い因習と戦い続け、そんな生き

方を“ハンサムウーマン”と称された。夫の死後は、茶道に勤しむ傍ら赤十字活動に参加 

 するなど社会福祉活動に残りの人生を捧げた。尚大磯には八重の名義として明治２３年に購

入した小さな土地（神明前９０６外）があった。明治３２年に箕作（みさく）俊夫男爵に売

却している。 

 （新島襄終焉の地の碑） 

  昭和１５年１０月に新島襄の門下生が集まり、旧百足屋の敷地内に徳富蘇峰の筆により 
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 「新島襄先生終焉の地」の碑を建立した。碑の裏面に「新島先生永眠５０周年に際し門下生

建立、昭和１５年１０月徳富蘇峰正敬書」と書かれてある。此の石は先生故郷の碓氷の産で、

半田善四郎君の寄贈と書かれてある。 

 

１０．照ケ崎海岸 松本順謝恩碑（町営照ケ崎プール西隣） 

 

  初代軍医総監だった松本順は国民の健康増進のために「海水浴法概説」を解き、大磯照ケ

崎海岸を日本初の海水浴場とした。そして大磯ステーション（明治２０年開業）も実現させ、

海水浴旅館・禱龍館も完成し、海水浴場はブームとなった。大磯宿閉鎖後の大磯に活気が戻

った。そしてリゾート地として政財界の大物の別荘も軒を並べた。照ケ崎海岸には、この恩

に報いるために建てられた「松本順謝恩碑」がそびえている。題字は犬養木堂、碑文は鈴木

梅四郎によるものである。 

 （アオバトの飛来地） 

  照ケ崎海岸の岩場はアオバト（青鳩）の飛来地として有名である。アオバトはハト目（もく）、

ハト科、アオバト属に分類される鳥で、本州、四国、九州に生息し、非常に美しい鳩である。

神奈川県では丹沢山地に塒（ねぐら）をかまえており、果実を主食としている。特に大磯では

海水を飲む行動が頻繁に観察され、塩分、ミネラルを補給するためといわれており、２０K

ｍはなれた大磯に飛来する。中型の鳩で、全体が緑色で頭から胸にかけて黄色が強く、腹部

は白っぽく、岩場に群がるアオバトを双眼鏡で見るとそれがよくわかる。５月から１１月の

午前中によく見ることができる。 

 

１１．鴫立庵（大磯１２８９） 

  鴫立庵は江戸初期に大磯の地に開かれ、京都の落柿舎、滋賀の無名庵と並ぶ日本三大俳諧

道場である。“心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ”平安末期の歌人・西行

法師が大磯の鴫立沢で秋の夕暮時に詠んだといわれている有名な歌である。江戸時代初期、

1664年に小田原の崇雪（そうせつ）という人物が西行のこの歌を詠んだ場所である鴫立沢に標

石を建てた。そして石仏の五智如来像（釈迦、阿弥陀、大日、阿閦（あしゅく）、宝生如来）を

この地に運び西行寺を開山せんと、草庵を結んだのが始まりである。その後、紀行家、俳諧

師として有名な大淀三千風（おおよどのみちかぜ）が第一世鴫立庵主として入庵して以来、現在第

二十二世庵主・鍵和田柚子へと続いている。庭内の句碑、墓碑、記念碑は、８０余基あり、

鴫立庵の歴史を語って余りあるものがある。 

 “さやけくも古にし石文照らすなり鴫立澤の秋の夜の月”    朝倉敬之の歌碑 

 

 １）西行法師                    （1118～1190）亨年７３歳 

  西行は藤原秀郷（俵藤太）９代の子孫で元永元年（1118）の生まれで、俗名・佐藤義清 

 （のりきよ）と称し、北面の武士として鳥羽上皇に仕えていた。紀ノ川のほとりに小領地が

あり、中流の貴族として経済的に困窮していたわけではなく、何故か遁世の意強く、家族を 

捨て出家し遍歴の旅に出た。出家の動機はいろいろ憶測されており、友人の急死説、高貴な

女性からの失恋説などといわれている。歌道に精進し、千載集、新古今和歌集に多くの名歌

を残している。晩年（1186）東大寺再建の勧進のため奥州平泉に旅立ち、その途次この鴫立

沢のほとりで前記の名歌を詠んだと云われている。 
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 ２）崇雪 

  小田原の「外郎（ういろう）」の出と云われる崇雪が、寛文４年（1664）西行ゆかりの鴫立沢 

 を訪れて、高台に立ち相模湾を望み「著尽湘南清絶地」（湘南の清絶を著わし尽くした地であ

る）と絶賛した処で、庭内には「鴫立沢」の標石を残している。五智如来像を安置して庵を

結んだが、西行寺を建立するのが目的であった様である。崇雪の祖先は中国・湖南省・湘南

地方（洞庭湖に湘江が流入する地域で、唐代には李白や杜甫などが住んでいた）の人で、日

本に帰化して「ういろう」を日本に伝えた。崇雪がこの鴫立沢の高台から相模湾を望んだと

きに父祖の地になぞらえて「湘南」の名称を用いたのであろう。従ってここが湘南発祥の地

となっている。 

 ３）大淀三千風 

  崇雪が最初に草庵を結んで３０年程後、元禄８年（1695）に紀行家、俳諧師の大淀三千風

が庵を再興した。三千風は伊勢の三井家の出で、寛永１６年（1639）に生まれている。伊賀

上野の松尾芭蕉とは生家も近く年齢も同年代（三千風は５歳年長）で同じ俳諧師である。三

千風は仙台の瑞巌寺に入り、１５年間俳道精進して、諸国行脚の後、元禄８年（1695）５６

歳のときに鴫立庵に入った。そして日頃敬慕している西行の像（文覚上人の鉈作りという）

を京からこの地に運び安置した。元禄１０年（1697）には謡曲『鴫立沢』や『虎御前縁起』

などを発表して鴫立庵を俳諧道場として広く世に紹介した第一世庵主である。その後俳諧道

場は、三世：鳥酔（ちょうすい）、五世：白雄（しらお）、八世：葛三（かつさん）、など有名な俳諧師

が跡を継ぎ、今日二十二世庵主として鍵和田釉子氏が平成１４年に就任されている。現在も

毎月俳句会が開かれ、また短歌会など町の文化行事にも利用されている。年間に訪れる人は

一万人程である。 

 ４）鴫立庵室と俳諧道場（東往舎と秋暮亭） 

  正門を入って右側にあるのが鴫立庵室（東往舎）で、三千風が入庵した時の庵を伝えるも

のである。隣の少し高い場所の増築した部分は、三千風の入庵７０年後に三世・鳥酔が建て

たものである。その十畳間には、東流書の扁額「俳諧道場」がかかり、鴫立庵の正庵である

ことを示している。 

 ５）法虎堂 

  堂内には、曽我十郎の三七日忌（十郎は、父の仇・工藤祐経を富士の狩場で討ったときに

斬死している）に虎御前は箱根山の別当、行実立会のもとで出家している。ここでは剃髪せ

ずに黒衣袈裟姿であったという、当時の虎御前１９歳の姿を写した木像が安置されている。

大淀三千風による『虎御前縁起』などの影響により、大磯の虎御前は江戸吉原では遊女の鑑

として崇拝されていた。この御堂と木像は楼主・自得斎の斡旋で、遊女二千人によって寄進

されたものと伝えられている。 

 ６）円位堂（西行堂） 

  三千風の建てた元禄時代の風格を残す建物で、堂内には等身大の西行法師の坐像が安置さ

れている。痩身、眼光爛々として歌道に精進した姿を写し出している。文覚上人鉈作りの西

行５１歳の像で、三千風が京都から背負ってきたと伝えられている。江戸時代の紀行文であ

る『甲申旅日記』に「堂中に西行法師５１歳の像あり、堂守、西行の持ちたる杖とて、一節

の杖を見せけり実に古きものと見ゆ」とある。『東海道中膝栗毛』では、弥次、喜多が、文覚

上人が鉈づくりと聞こえし西行の像に向いて、“われわれも天窓を破りて歌よまん、鉈造りな

る御影おがみて”と面白く見物、とある。鴫立庵（澤）は江戸時代の紀行文にしばしば出てく

る。『日本名所図会』や廣重の『東海道五十三次』の大磯宿などにあり、鴫立澤は江戸時代よ

り大磯第一の名所となっている。 
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 ７）福徳観音堂 

  邸内を右に行くと茶室がある。その奥に観音堂がある。堂内の観世音菩薩は「中国革命の

父」孫文の持仏であり、二千年を経た化石仏である。十七世庵主・時処人が寄進したもので、

堂内の天井や壁画も朝鮮宮興徳殿の一部を寄進したものである。 

 ８）西行銀猫（ぎんみょう）碑 

  円位堂の右前にある。西行が東大寺再建の勧進のための旅の途次に鎌倉の源頼朝のもとを

訪れ、銀猫をおくられたが、帰りに子供に与えて去ったという故事が吾妻鑑にあるが、三千

風は後に幾末代の堂守らが西行のごとき無欲無我の慈悲を持ちいかなる者に対しても変わ

らぬ心で臨む様戒めに建てた石碑である。 

 ９）芭蕉句碑 

  円位堂の左側にある円筒形の句碑で、芭蕉の四時遺章が残されている。 

 “みのむしの音を聞に来よ草の庵”   “日のみちや葵かたふく皐月雨”  

 “はこねこす 人もあるらしけさの雪” “春たってまた九日の野山哉” 

 下段には芭蕉の弟子やゆかりの人の２６句が刻まれている。 

 １０）西行上人歌碑 

    佐佐木信綱の書である。裏面に、「大淀三千風夙く西行上人を追慕してこの鴫立庵を興

し世々俳蹟を生めり今茲三千風か上人の５００年忌を修してより２６０年なり、ここに同し

く上人を敬い竹柏園大人の揮毫を請い得て「そのきさらきの望月の日一門の俳衆知友と共に

之を建つ」とある。昭和２６年三月  鴫立庵第十八世鈴木芳女・芳翠書 

 １１）佐佐木信綱歌碑 

  “心今も いこいまさん波の音 松風清き この海ぞいに” 

 信綱は大磯に在住し、大磯百首を詠んでいる。昭和３７年、鴫立庵第十八世庵主鈴木芳女の

退隠記念に多数の有志により、この歌碑が建てられた。 

 １２）貞明皇后行啓記念碑（大正天皇皇后） 

  昭和２４年４月２４日当庵に行啓された。建立は昭和２８年４月である。 

 石碑の裏面に “昭和２４年４月２４日當庵に行啓あらせ給いしを記念し奉りて” 

               昭和２８年４月２９日建立 大磯町町長 曽根田恭男 

                            鴫立庵十八世 鈴木よ志 

                            大磯婦人会  

 １３）松本順墓碑 

  茶室前にある。松本順は初代陸軍軍医総監で日本最初の海水浴場を大磯に開いた人である。

順は先に亡くなった長男、夫人、次男の三人の冥福を祈るため球形の墓碑を建てた。墓碑表

面には「守」の字が刻まれている。これは三人をしっかりと守るとの意味から、家族合葬の

碑であるという。その後順もここに葬られたが、全員の遺骨は昭和２７年妙大寺に改葬され

た。 

 １４）五智如来像 

  一番奥の高台に安置されている。大日如来を中心に釈迦、阿弥陀、阿閦、宝生、の各如来

が配置されている。崇雪は西行寺を建立するために本尊として持ってこられたと云われてい

る。この五仏の五つの知恵は、大日如来の法界体性智を始めとして、成所作智、妙観察智、

大円鏡智、平等性智であり、仏教により人類の救済にあたる大日経の一切智のことである。

基壇裏には寛文４年、建立者、崇雪の銘がみえる。 

 １５）鴫立澤碑 

  五智如来の右手にある。小田原の崇雪が西行の歌にちなんで「鴫立澤」の標石を建てたと
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伝えられている。裏面には、「著盡湘南清絶地（ちょじんしょうなんせいぜつのち）」と刻まれている。 

 この標石によりここが「湘南」の発祥と云われている。 

 １６）西行祭 

  西行は建久元年（1190）・７３歳で、河内の弘川寺で亡くなった。辞世の歌に、 

 “ねがわくは 花のもとにて春死なむ その如月の望月のころ”（如月（きさらぎ）：陰暦２月 

 望月（もちづき）：陰暦１５日の満月）がある。西行祭はこの歌にちなんで毎年３月の最終日

曜日に桜の花びらの散る鴫立庵の円位堂の前で行われる。 

 

１２．島崎藤村旧宅（東小磯字町屋）        （1872～1943）享年７１ 

  藤村は、本名春樹といい明治５年筑摩県馬籠村（現岐阜県中津川市）の出身。父は正樹、

４男であった。生家は代々本陣や庄屋、問屋をつとめる地方の名家で、父正樹は１７代当主

で国学者であった。藤村は、１０歳のときに上京し、三田英学校（現錦城学園高等学校）、共

立学校（現開成高等学校）に学び１９歳で明治学院普通部本科（現明治学院高校）を卒業す

る。第一期卒業生で、校歌も作詞している。この間、父正樹が郷里で牢死している。明治 25

年明治女学校高等科英語科教師となり、北村透谷らの雑誌『文学界』に参加する一方、教え

子の佐藤輔子（すけこ）を愛し、辞職する。この頃、藤村は関西方面に漂白の旅にでる。後年

彼が大磯に来たとき、“僕は２３の時大磯の浜で死のうと思った。その時漁師のかみさんにむ

すびを恵んでもらい少し元気が出て、小田原にいた北村透谷に会い自殺を思いとどまった”

と云っている。明治２７年、女学校に復職したが、透谷の自殺、馬籠旧宅の焼失や長兄秀雄

の収監と重なり、藤村は一家の生計を支えることとなった。この頃のことは小説『春』に詳

しく書かれている。明治２９年東北学院教師となり仙台赴任１年で辞職。その間浪漫主義の

草分けとなる第一詩集『若菜集』を発表した。明治３２年小諸義塾の教師として赴任、秦フ

ユ（冬子、函館の網問屋の三女、明治女学校の卒業生）との結婚生活を送る。明治３８年小

諸義塾を辞し上京。明治３９年に『破戒』を自費出版。本格的な自然主義小説として絶賛さ

れる。ただこの頃、栄養失調のために続けて３人の女の子を失う。明治４１年『春』を発表

し、明治４３年『家』を読売新聞に連載する。その年の８月妻フユが四女を出産後死去する。

そして４人の幼子を抱えた寡暮らしとなる。そこに待ち受けた性の陥穽（かんせい）があった。

子供たちの世話に来ていた姪（次兄広助の次女）こま子との事実上の愛人関係、そして彼女

の妊娠。翌大正２年から３年間のパリへの逃避行である。そして帰国後大正６年に早稲田、

慶応大学のフランス文学講師となる。大正７年『新生』を発表し、二人の関係を清算しよう

とするが、世間に大きな反響を与えた。大正１１年に加藤静子を編集助手として『処女地』

を発刊。昭和３年に加藤静子と再婚し、翌昭和４年から、日本近代文学を代表する小説の一

つである『夜明け前』を執筆する。昭和１１年に夫人同伴でブエノスアイレスにて開かれる

国際ペンクラブ大会に出席する。帰路マルセイユのロンシャン美術館のシャヴァンヌの筆に

なる壁画『東方の門・マルセイユ』に魅せられた。この壁画を見た藤村は「マルセイユの交

易風景が眼に浮かび東方の空気がこの港に入ってくるようにみえた」と言っている。これが、

帰朝後執筆の『東方の門』の題名として採用されることになる。 

 昭和１６年１月１３日に湯河原へ静養の途中、大磯に住んでいた天明愛吉の招待で大磯に立

ち寄り、左義長を見学し旅館大内館に泊まる。「大磯は温暖の地にて身を養うによし、時に仕

事を携えてかの海辺に赴くこととす。余にふさわしき閑居なり。大磯に家を借受けておくこ

とを思い立つ」と藤村メモにある。大磯の新杵（菓子舗）の貸別荘(後に購入)での生活が始ま

る。この貸別荘の地は町屋園と称し、三間の小宅で、書斎と広い縁側があり庭にはタブの大
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木、槇、モッコク、紅かなめ、白椿、白のドウダン躑躅等が所狭しと植えられている。藤村

は昭和１８年８月２１日、ここで「東方の門」を執筆中に脳出血のため倒れ、「涼しい風だね」

の言葉を最期に昏睡状態に陥り、翌２２日午前零時３５分逝去された。享年７１歳であった。 

 遺体は大磯の地福寺の境内に埋葬（土葬）された。遺髪、遺爪（いそう）は馬籠の永昌寺の家

族の墓に分葬された。藤村７回忌を期してこの場所に谷口吉郎設計による墓石がつくられ後

に夫人静子さんの墓も隣につくられた。 

 （東方の門） 

  「東方の門」は第３章の途中で絶筆となり未完のまま製本されている。 

 《序の章》には、天の岩戸の神話に例え、幕末において日本の行く末を思い煩いながら多く

の人々、例えばシーボルト、高野長英、伊東玄朴、緒方洪庵などが英知をもって日本を導き

黎明を見出している。 

 《第一章》は、日本の夜明け前に青山半蔵（藤村の父、正樹がモデル）のような新しい時代

に乗れず、悲運な人生を送った人もいた。半蔵の友人万福寺（永昌寺がモデル）の住職松雲

は彼を救うことができず、その答えを出すために次の言葉「日本は神が根本で、儒仏の花を

咲かせた」を残して廻国雲水の旅に出る。 

 《第二章》は、日本は日清戦争後に夜明けを見たが、三国干渉などでまだ世界に伍して行く 

 には、道遠い。アジアを見るに、インドは立派な古代文明があるが、近代をつなぐ中世文化 

 に欠けた所がある。中国大陸は元朝が中国の伝統を切断した。その後明、清朝を通じ古代中

国からの長い文化は回復できなかった。我が国は島国で海防に適し、産物にも恵まれ、古代

大陸文化を同化できる祖先がいた。また我が国には鎌倉文化に代表される中世思想があり、

近世、西洋から来る異質文明の開化と破壊とに対し受け止める事ができる腰骨の強さがある。 

 《第三章》は、雲水の旅から東京に来た松雲和尚が見た新時代の足音は、西洋の異質文明に

よる文明開化の流れも、中世の仏教思想や武士道精神の伝統により基礎まで流されず、和尚

が耳にした狭い範囲だけでも・・・・擱筆（かくひつ）（昭和１８年８月２１日午前９時） 

 

１３．旧山内豊景（とよかげ）邸跡（現大磯町役場）（東小磯字小淘綾１９５外） 

                          （1875～1957）享年８１ 

土佐藩主・山内一豊の子孫である。山内豊信（容堂、幕末の四賢侯、後藤象二郎の策をい

れて徳川慶喜に大政奉還を建白した）の養子豊範（とよのり）（１６代）の長男で山内家１７

代当主である。明治２４年に東小磯字小淘綾（現大磯町役場）の土地を購入して別荘を構え

た。当時土地の人は“土州”さん、と親しみ深く呼んでいた。昭和４６年の大磯町役場新庁

舎の建設にあたり、現在の土地を土州さんより快く分けていただいた。 

 

１４．チャンチャン横丁（東小磯字小淘綾２０４海辺） 

  大磯町役場の西側の２ｍ位の道を行くと海岸に出る。この道はチャンチャン横丁と名付け

られている。この海岸の砂丘に無縁塚があった。行き倒れ人や水難者を葬った処で念仏小屋

があり、台町付近のお年寄りが、お盆、お彼岸、命日には念仏を唱え鐘をたたく音が東海道ま

で聞こえたといわれている。この無縁塚は明治の別荘地のために山王町に移った。 
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１５．旧村田経芳（つねよし）邸跡（現マンション・レゾンデパン） 

            （東小磯字小淘綾２０４外）   （1838～1921）享年８３歳 

  薩摩藩士・村田欄斎の長男で、荻野流砲術師範に入門、たちまちにして頭角をあらわし、

藩随一の射撃の名手といわれた。戊辰戦争では外城一番隊長として従軍、鳥羽伏見の戦いや

東北各地を転戦した。明治７年それまで使用されていたイギリス製スナイドル銃に代わって 

 さらに性能の良いシャスポー改良グラース銃の国産化を目指して調査のため欧米へ。西南戦

争を経て明治１３年・十三年式村田銃を完成させ、国産小銃の製造に成功し、陸軍に採用さ

れた。銃身には螺旋（ライフル）式を採用、小口径、長距離タイプの日本人の体格に合った

ものである。さらに明治１８年に改良された十八年式村田銃を開発、これが日清戦争に使用

された。これにより、男爵を賜い貴族院議員となる。日露戦争には、連発式の二十二年式を

村田の後輩である有坂成章が改良した三十年式歩兵銃が使用された。明治３８年には、東京

砲兵工廠製造所所長有坂成章大佐の部下である南部麒次郎が三八式歩兵銃を開発、太平洋戦

争終了まで使用され日本陸軍を象徴する銃であった。これは日本人の体格に合った銃で、重

量は約４ｋｇ・連発式である。 

明治２２年頃東小磯小淘綾に別荘を建てる。 

 

 

１６．旧久原房之助邸跡（現マンション・レゾンデパン）（東小磯字小淘綾１７８外） 

                          （1869～1965）享年９５ 

  久原房之助は、実業家、政治家である。日立製作所、日産自動車、日立造船、日本鉱業創

立の基盤となった久原鉱業所を興し、久原財閥の総帥として「鉱山王」の異名をとった 。 

 明治２年久原庄三郎（藤田伝三郎（藤田財閥創立者）の実兄）の四男として長州・萩城下で

生まれる。明治２４年慶応義塾予科を卒業、森村組を経て藤田組に入る。藤田組を退社後、

明治３８年１２月、遠戚にあたる井上馨の援助により茨城県赤沢銅山を買収、設備、技術の

近代化を図って生産量を飛躍的に増大させた。日立鉱山の設備部門の工作課長であった小平

（おだいら）浪平は、国産第一号のモートル（電動機）を完成させ、機械部門を分離独立させて、

大正９年（1920）株式会社日立製作所を創業した。また大正元年（1912）久原鉱業株式会社

（後の日本鉱業、現在の JX ホ－ルディングス、JX 日鉱日石金属、JX 日鉱日石エネルギー

（ENEOS））を設立する。鉱山経営を足がかりにして企業を拡大し、造船業、肥料生産、商

社、生命保険を傘下にする久原財閥をつくりあげた。しかし、短兵急な事業拡大と昭和初期

の世界経済恐慌により、久原鉱業は深刻な経営危機を迎えた。結局義兄の鮎川義介（よしすけ）

に経営を委ねて実業界を引退して、昭和３年政界に進出。同年の総選挙で初当選、新人で田

中内閣の逓信大臣となり、田中政友会の資金源と目され政友会最後の総裁となる。一方事業

を引き継いだ鮎川義介は、日産コンツエルンとして発展させ、現在日産グループは「春光懇

話会」となっている。（「春光」：日本鉱業の二代目社長であった、伊藤博文の長男（庶子）の

伊藤文吉の雅号にちなむ）。房之助はその後、二・二六事件に連座するも復活。政界の黒幕と

呼ばれた。戦後、戦犯容疑を受けるが不起訴（戦前孫文が日本に亡命したとき孫文に共鳴し

多額の援助をしたことが、戦犯容疑者・房之助を助けることとなった）。 

  大磯では、昭和２７年東小磯１７８番地外の土地と別荘を取得。その後淀川製鋼保養所と

なり、平成１４年にマンション・レゾンデパンとなる。昭和４０年（1965）東京芝白金の自

邸（現在八芳園）にて９５歳で逝去された。 
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１７．旧林董（ただす）邸跡（現翠渓荘）（東小磯字小淘綾２１３外） 

                            （1850～1913）享年６３ 

  林董は、明治の外交官、政治家。伯爵。初代陸軍軍医総監・松本順は実兄。下総国佐倉藩

の蘭医佐藤泰然の五男として生まれ、姉の嫁いだ幕府御典医林洞海の養子となる。ヘボン塾

（現在明治学院大学）に学び、維新後、ロシア、イギリス駐在公使、外務大臣、逓信大臣を

務める。明治４～６年の岩倉使節団に随行、イギリスのドーバー海峡に面した臨海保養地ブ

ライトンやアメリカ西海岸（サンフランシスコ、ロングビーチ）のリゾート地を視察、日本

にもこのようなリゾート地が必要と考え、湘南別荘地実現の原動力の一つとなったものと思

われる。明治２８年発行の大磯名勝誌によれば、林董は東小磯２１３番地外に別荘を建てた

とある。後、東小磯宮ノ上１００７番地外（実兄松本順邸の下にあたる）に別荘を建ててい

る。現在の建物は明治末期から大正初期に中山豊吉により建てられたと云われ、純和風平屋

住宅で、全体的に数寄屋風の造りで南側の建物の窓先に棚があり、軒には風鐸が吊り下げら

れ、社寺建築の様式が用いられている。又主屋の玄関上部には、「龍吟庵」と書かれた扁額が

掲げられている。この別荘は、昭和１５年に小田原の富真（とみまこと）が購入し、戦後㈱アマ

ダ製作所（現㈱アマダ）が所有し、料亭「翠渓荘」として使用されている。 

 

１８．旧徳川義禮（よしあきら）・義恕（よしくみ）邸跡（東小磯字小淘綾２２７外） 

                      徳川義禮（1863～1908）亨年４４歳 

                      徳川義恕（1878～1946）亨年６８歳 

  尾張藩１４、１７代藩主慶勝（よしかつ）（美濃高須藩出身、高須四兄弟の一人）の養子であ

り（讃岐高松藩主の次男）18代当主となる。侯爵。貴族院議員。明治 25年東小磯小淘綾２

２７番地外の土地を購入し別荘を構える。現在、東京電力が売却、マンションを建築中であ

る。後は分家の義恕（よしくみ）が、土地、建物を相続した。義恕は、慶勝の実子であるが、

義禮を養子としたあとに生まれたため、分家して男爵。会津藩主松平容保は叔父にあたる。

大正天皇の侍従を務める。長男の義寛は昭和天皇の侍従長、次女の北白川祥子は昭和天皇の

皇后（香淳皇后）の女官長をそれぞれ務める。次男義孝は津軽家の養子となり、常陸宮正仁

親王妃・華子さまの父である。 

 

１９．旧山縣有朋邸跡（現大磯中学校）（東小磯字海辺２５１外） 

                           （1838～1922）享年８３ 

  長州藩士、後に陸軍軍人、政治家。公爵。内閣総理大臣（第３、9 代）天保９年（1838） 

 長州藩萩の下級武士の子弟として生まれる。明倫館の手子役の後、文久３年（1863）奇兵隊

創設とともにこれに参加し、佐幕党を撃って武功をたてる。また２１歳のときに松下村塾に

入ったが数ヶ月後には吉田松陰が獄に下ったため、入塾期間は短かったものの、山縣は“松

陰から大きな影響を受けた”と語り、終生「松陰先生門下生」と称した。明治元年、戊辰戦

争では、北陸道鎮撫総督、会津征討総督の参謀として活躍する。明治２年渡欧して、各国の

軍事制度を視察する。翌年帰国後山縣は西郷従道（じゅうどう）とともに兵部省の要職につき軍

制改革を断行して徴兵制を採用した。明治６年、山城屋事件で要職を去るが、すぐに陸軍卿

に復職、徴兵令の施行、新陸軍の編成（参謀本部設置、軍医部総監に松本順を起用）軍人勅
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諭の制定に関わった。明治１０年の西南戦争では、事実上の政府軍の総指揮を執り勝利に導

いた。その後陸軍の重鎮となり、日本陸軍の体制強化に当たる。西南戦争後、陸軍は長州の

山縣有朋―桂太郎―寺内正毅と受け継がれ、フランス式からドイツ式の軍制を採用、政治か

ら独立した天皇の大権に帰属されることになる。一方海軍は、勝海舟―榎本武揚（たけあき）―

西郷従道（じゅうどう）―樺山資紀（すけのり）―山本権兵衛と薩摩系に受け継がれ、イギリス式

軍制を採用した（陸軍の参謀本部に対して海軍軍令部として独立している）。 

明治１８年に初代伊藤内閣（太政官制は廃止された）の内相となる。明治２２年（1889）内

閣総理大臣に就任、日本最初の帝国議会に臨む。超然主義をとり、軍備拡張を進める。翌２

３年には教育勅語を発布。日清戦争では、枢密院（憲法、条約など重要問題について天皇の

諮問に応える機関）議長のままで第一軍総司令官となり、自ら戦地に赴き作戦、指揮を執っ

た。明治３７年、日露戦争においては参謀総長として国難にあたり、明治４０年功一級、金

鵄勲章を受け、公爵に列せられる。 

（大磯・小淘綾庵） 

大磯には、明治２０年に東小磯字海辺２５１番地外に４千坪の土地を購入。小淘（おゆるぎ）

庵を建てる。明治２７年の家屋台帳によると、母屋は浜に面して建てられ一部２階建て、瓦

葺の和風の造りで、母屋１階の海に面した縁側に続いて浴室が設けられていた。海を望みな

がら体を休めようという配慮であり、いかにも別荘らしい造りとなっていた。２階は３０畳

ほどの広さがあり、１０畳の座敷が三部屋とれることから接客に用いられていたものと思わ

れる。明治４２年に三井高棟（たかみね）へ売却し、小田原、板橋の古稀庵に移る。 

（風雅の道と普請道楽） 

  和歌を詠み、また漢詩、仕舞、書を好んだ。茶人として、また普請道楽、造園好きとして

も知られる。東京の椿山荘、新々亭（さらさらてい）、京都の無鄰菴、大磯の小淘綾庵（おゆるぎあ

ん）、小田原の古稀庵庭園は、山縣が自ら想を練り岩本勝五郎や７代目小川治兵衛をして築か

せたものである。これらは山縣の好みに従った自然を生かした構成で、近代主義的・自然主

義的日本庭園といえるもので、伝統的な日本庭園とは一線を画していた。 

（家庭での有朋） 

有朋の７人の実子のうち、６人まで早世し、明治２６年に夫人まで亡くなる。一人っ子と

なった５歳の松子（有朋も５歳で母松子（同名）を亡くしている）を大変可愛がり、盆栽に

かける水を運ばせ“持てる持てる”と喜ぶなど、国事多難な中で一服の心の癒しであったので

あろう。大正１０年有朋公は小田原の古稀庵で世を去る。葬儀は国葬で執り行われ、小石川

の護国寺に葬られる。政党政治を容認する伊藤博文と元老政治の山縣とは両雄並び立つこと

はなかったが、伊藤博文の暗殺の報を聞き、伊藤の武士らしい刺客による死を羨んでいたと

いわれる。 

 

２０．旧陸奥宗光邸（現古河電工大磯荘）（東小磯字海辺２８１外） 

                           （1844～1897）享年５４ 

  弘化元年（1844）、紀州和歌山藩士伊達宗弘の第六子として生まれる。生家は、仙台伊達

家から分家した駿河伊達家の子孫である。父は藩の重臣であったが抗争に破れ、幽閉され、

一家は窮乏生活を強いられた。１５歳で江戸に出て安井息軒に学ぶ。土佐藩の坂本龍馬、長

州藩の桂小五郎（木戸孝允）、伊藤俊輔（博文）、などの志士と交友を持つ。文久３年（1863）

坂本龍馬と共に勝海舟の海軍伝習所に入り、慶応３年（1867）には龍馬の海援隊に加わるな

ど終始龍馬と行動を共にした。明治維新後は岩倉具視の推挙により外国事務局御用掛りに任
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官。その後摂津、兵庫、神奈川県知事を務め、明治８年元老院議官になるも、明治１１年西

南戦争の時に政府転覆を計ったとされる事件（立志社の獄）により逮捕され、諭旨免官、５

年間獄にあった。明治１６年特赦で出獄すると、伊藤博文の勧めで３年間欧米を視察し立憲

政治を研究して帰国する。明治２０年特命全権公使となり、翌２１年駐米公使兼メキシコ公

使としてメキシコ合衆国との間に日本最初の平等条約である日墨修好通商条約を締結した。 

 明治２３年山縣内閣で農商務大臣。明治 25 年第二次伊藤内閣の外務大臣となり、明治２７

年「日米通商航海条約」調印、同様にイギリス、ドイツ、イタリア、フランスとも条約改正

を行い、合計１５ケ国と調印。陸奥自ら敏腕をふるい条約改正問題にあたり、明治維新以来

の不平等条約改正に心血をそそいだ。明治２７年開戦の日清戦争は陸奥の卓越せる外交手腕

こそ称えられるもので翌２８年勝利を得ている。伊藤博文と共に全権大使として下関講和条

約を締結（下関春帆楼にて清国代表李鴻章と会談）した。陸奥は病をおして大任にあたり、

同８月勲功により伯爵、旭日大綬章を授かる。同年５月より大磯で静養し、同年１２月外交

秘史として世界的に格調高く評価された『蹇蹇録』を口述により完成させる。明治３０年８

月病重く天皇よりお見舞いを賜うも、８月２４日午後３時４５分、胸患のため永眠。亨年５

４歳。昭和２８年に父親ゆかりの大阪・夕陽丘（夕日岡、父宗弘が命名）陸奥家墓所は、鎌

倉の寿福寺に移した。又戦時中に供出された陸奥の胸像は同年１１月外務省構内に再建され

た。昭和４１年、蹇蹇録完成７０周年を記念して、陸奥を尊敬していた吉田茂元首相により

寿福寺の墓所に「蹇蹇匪窮之碑」が建立された。 

 （大磯の別荘と家族） 

  明治２７年１２月に東小磯海辺２８１番地外に別荘を構え、「聴漁荘」と称した。長男・広

吉は外交官、次男・潤吉は古川市兵衛（古川財閥創業者）の養子、妹は中島信行の前夫人・

初穂である。明治５年（1872）先妻・蓮子が亡くなり、亮子（新橋の芸妓、１７歳）を後添

えとする。亮子は新橋で一、二を争う美貌の名妓で、宗光が山形監獄に収監されたが、残さ

れた子供３人を育てながら獄中の宗光を支えた。その後宗光が政治家として活躍すると社交

界に入り、「鹿鳴館の華」と呼ばれ、１８８８年宗光と共に渡米すると、その美貌、個人的魅

力と話術により、「ワシントン社交界の華」と称された。 

 古河電工大磯荘の正門を入ると左（東側）に旧陸奥邸（現東館）がある。玄関には「聴漁荘」

の扁額が掲げられている。玄関を入ると右が書生室で、左に前室をおいて十畳と八畳の和室

で応接室兼主人室となっている。大正１２年の大震災で傷んだため建て替えているが、ここ 

は宗光の生前の居間が再現されているようである。奥に家族用の居間が続くが、ここには昭

和天皇が日光に行幸された折にご使用になられた三面鏡が置かれている。 

その奥の茶の間、使用人室、倉庫などは建替えのときに増築されたものであろう。また横山

大観の瀧の絵『飛泉』は、陸奥邸の庭の瀧を描いたもので、大観が座って描いたという岩が

ある。当時の絵描きは、飲食したお礼にと絵を描いて置いて行ったようである。陸奥邸の前

面には広い庭園があり、松林を通り海岸へと続いている。西側には旧大隈邸（西館）がある

が、この間には果樹園がある。 

 

２１．旧大隈重信邸（現古河電工大磯荘）（東小磯字海辺２６９外） 

                            （1838～1922）亨年８４ 

  大隈重信は、旧佐賀藩士、政治家、教育者である。第８、１７代内閣総理大臣、東京専門

学校（現早稲田大学）創立者で初代総長。大勲位菊花大綬章、侯爵を賜る。 

 天保９年（1838）佐賀鍋島藩士大隈信保（砲術長を務める上士の家柄）の長男として生まれ
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る。６歳で藩校・弘道館に入校するも退学。長崎の蘭学寮に学ぶ。文久元年（1861）藩主・

鍋島直正にオランダの憲法を進講、また蘭学寮を合併した藩校の教授となり、蘭学を講じた。 

 慶応元年（1865）佐賀藩は長崎に佐賀藩校英学塾「致遠館」（校長：グイド・フルベッキ）を

開校、大隈重信は副島種臣と共に運営に携わると共に英語を学んだ。慶応３年（1867）副島

と共に将軍に大政奉還を勧告するため脱藩して京に赴くが失敗して送還される。 

 明治元年（1868）小松帯刀の推挙で外国事務局判事さらに会計官副知事を兼務して金融行政

に携わる。明治６年（1873）参議兼大蔵卿となる。西南戦争の戦費に絡む金融の混乱と自由

民権運動への同調し国会開設問題で伊藤、松方ら薩長と鋭く対立し、いわゆる「明治１４年

の政変」により政界から追放され、下野した。大隈重信は、長崎にてフルベッキに師事し、 

 「国民一人一人が独立した人格を形成するための教育が必要である」との信念を持つ。 

 明治１５年１０月、東京専門学校（現早稲田大学）を創立。明治３１年板垣退助らと憲政党

を結成、薩長以外の初の内閣総理大臣となる。俗にいう「隈板（ぐうはん）内閣」である。

１６年のブランクの後、大正３年第二次大隈内閣を組閣する。大正５年総辞職するが、退任

時７８歳で歴代総理大臣の中で最高齢である。大正１１年８５歳で永眠。日比谷公園で未曾

有の「国民葬」が催された。式には一般市民３０万人が参列、大隈との別れを惜しんだ。護

国寺に眠る。 

（大磯の別荘） 

  大磯在住は、明治３０年に別荘を構えてから明治３４年に古河市兵衛に譲渡するまでの４

年間である。現在は古河電工大磯荘となっており、正門を入り右手（西側）に旧大隈邸（現

在西館）がある。玄関を入ると板敷の応接間があり、縁側を通ると１０畳と１６畳の広縁付

きの大広間があり「富士の間」呼ばれている。社交家の大隈はここでよく宴会を開いたとい

う。床柱は面取りのサルスベリである。廊下を通って奥にある書斎は６畳と９畳の和室で 

 「神代の間（じんだいのま）」と呼ばれ、神代杉が用いられている。床柱は、大竹を用い床の間は

欅（けやき）の一枚板でできている。９畳の間には「礦龍居」の額が掲げられている。 

 

２２．旧古河市兵衛邸（現古河電工大磯荘）（東小磯字海辺２４６外） 

                          （1832～1903）亨年７２ 

  古河市兵衛は、京都出身の実業家で、古河財閥の創業者。天保３年京都岡崎村の庄屋の次

男として生まれるが、家は没落しており幼少の頃より貧乏暮しであった。１８歳の時盛岡の

叔父木村利助の世話で南部藩御用商人・鴻池屋伊助店に勤め生糸の買い入れに従事した。そ

の後同業者小野組の番頭・古河太郎左衛門に認められ養子に迎えられ古河市兵衛と名乗る。

小野組では生糸の取引を行い成功するが、明治新政府は金策のため豪商への貸付を一斉に引

き上げた。小野組は壊滅的な打撃を受けることになるが、その際、陸奥宗光に引き上げ金減

額を談判に行き猶予してもらい危機を脱した。このことが縁となり、市兵衛は以後陸奥のス

ポンサーとなる。後、明治１３年に宗光の次男潤吉を養子に貰い二代目を継がせている。市

兵衛は、明治１０年（1877）足尾銅山を買収、銅山経営再建に乗出して大鉱脈を立て続けに

発見して瞬く間に日本を代表する大銅山に発展させた。明治１８年にも阿仁鉱山を買収し、

古河財閥の基礎をつくり銅山王と言われた。翁は晩年病気療養のため明治３４年大隈邸を買

い取り、移り住んだが、明治３６年７２歳で亡くなる。同年隣の陸奥邸も譲り受けているが、

二代目潤吉は明治３８年に３６歳の若さで亡くなっている。同年市兵衛の長男虎之助が若く

して家督を相続し、古河鉱業社長に就任した。同時に二代目を支えてきた副社長の原敬が政

界転身のため退職したため、市兵衛の片腕であった木村長七と中島久万吉が古河家を支えて
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いく。明治４２年に足尾鉄道を開通させる。大正２年に天皇（大正天皇）が日光精錬所に行

幸。大正６年東京古河銀行を創立、古河鉱業、古河銀行、古河商事を中心として、横浜ゴム、

旭電化、富士電機、日本軽金属等を傘下に持つ一大コンツェルンを創り上げた。虎之助は、

昭和１５年に逝去。絶世の美男子で、謙遜無私、慇懃にして気品高し、中庸にして円満であ

ったという。 

 

２３．旧鍋島直大（なおひろ）邸跡（現マンション・プレイス） 

（西小磯字稲荷松５６、８５外） 

                              （1846～1921）亨年７６ 

  幕末の大名、肥前国佐賀藩第１１代（最後の）藩主。明治、大正時代の政府高官。侯爵。 

 佐賀藩１０代藩主斉正（直正）の次男として生まれ、文久元年（１８６１）父の隠居により

１１代佐賀藩主となり、戊辰戦争では征討軍として佐賀藩兵を率いて指揮を執り、功があっ

た。明治４年英国留学。明治１２年（１８７９）駐イタリア王国特命全権公使となる。その

後元老院議官、宮中顧問官、貴族院議員を歴任。天皇の信頼も厚く、当時の第一流の文化人

といわれた。明治４４年、神道研究機関である皇典講究所第４代所長に就任。同時に神職養

成機関である國學院大學学長にも就任。皇典講究所付属の夜間部の日本法律学校は現在の日

本大学で、その日本大学から近畿大学が分離している。父の後を受け、人材育成につとめ、

佐賀の七賢人と呼ばれる副島種臣、江藤新平、大隈重信、大木喬任、佐野常民、島義勇を育

てる。日本音楽会会長、大日本歌道奨励会会長、伊学協会会長も歴任。 

 （大磯との関わり） 

  鍋島邸の場所は、以前は字稲荷松と呼ばれていたところで、８１６坪の敷地で、大磯の別

邸（迎鶴楼）は明治２９年頃に建てられた。春は大磯で過ごし、夏は日光で過ごすのが鍋島

家の例年の慣わしであった。明治３４年には、生まれて間もない裕仁親王殿下（昭和天皇）

は貞明皇后（昭和天皇の母）と鍋島邸に避寒された。別荘は関東大震災で倒壊、大正１５年

再建。１３代当主直泰（直大の孫）の夫人・喜久子（明治天皇の孫・朝香宮紀久子）が大磯

に居を移したが、死後売却された。現在この地はマンション・プレイスが建っている。 

（家族） 

  次女伊都子は、梨本宮妃となり、後に韓国・李王家に嫁いだ方子を生む。四女信子は松平 

恒雄（旧会津藩主・松平容保の孫）に嫁ぎ、秩父宮妃となる長女勢津子を生んだ。 

 

２４．旧伊藤博文邸（現滄浪閣（そうろうかく））（西小磯字稲荷松８５外） 

                         （1840～1909）享年６９ 

  伊藤博文は、長州藩士、政治家。初代、５代、７代、１０代内閣総理大臣。初代枢密院 

 議長、初代貴族院議長、初代韓国統監を歴任。幼名：利輔・利助、後に俊輔、号は春畝（しゅ

んぽ）。周防国熊毛郡東荷村字野尻（現山口県光市東荷字野尻）の百姓・林十蔵の長男として

生まれる。父は萩城下に行き艱難辛苦した人で、安政元年（1854）、十蔵が長州藩の蔵元付

中間の水井武兵衛（伊藤直右衛門）に認められて一家揃って養子となった。安政４年 

 （1857）、博文は吉田松陰の松下村塾に学び倒幕運動に加わり活躍する。文久３年には井上

馨ら５名と英国に密留学し開国論に転じる（後に彼らは「長州ファイブ」と呼ばれた）。 

 明治１５年（1882）には伊東巳代治らを随行して憲法調査のため渡欧する。明治１８年太政

官制度を廃して内閣制度を創設し、初代内閣総理大臣に任命される。４４歳 2ヶ月での就任
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は歴代総理大臣の中で最も若い記録であり、下級武士出身の博文が任命されたことは画期的

なことであった。懸案の憲法起草は、明治２０年６月から３ヶ月にわたり夏島の別荘で、井

上毅（こわし）、伊東、金子堅太郎らと作業を進め、明治２２年（1889）２月１１日、大日本帝

国憲法が発布された。第二次伊藤内閣のとき日清戦争に勝利し、翌明治２８年陸奥宗光外相

と共に全権大使として下関にて講和条約を締結し（清国代表は李鴻章）、世界に対して近代日

本の姿を示した。しかし三国干渉によるロシアとの緊張感が強まるなかで、博文はロシアと

の戦争回避に努力するが、明治３７年（1904）日露戦争勃発し奉天会戦まで勝利をおさめ、

日本海でバルチック艦隊を撃滅したが、日本の戦力もこれまでであった。翌年アメリカの斡

旋を得てポーツマス条約で講和に持ち込むことが出来た。そして世界の一等国としての地位

を確保した。これにより韓国における一切の指導権を得た日本は、明治３９年（1906）韓国

統監府を設置、初代韓国統監に伊藤博文が就任した。「しかし明治４２年満州視察のため訪れ

たハルビン駅でホームに降りた直後、韓国の民族運動家の安重根（アンジュングン）の発射

した３発の銃弾により巨星逝く。享年６９歳であった。 

 （大磯との関わり） 

  憲法発布後、明治２２年１２月（1889）伊藤は夏島別邸の一部を小田原町（現小田原市栄

町）に移築して父十蔵の隠居所とした。さらに御幸の浜に別邸を新築し、滄浪閣の額を掲げ

た（巌谷一六揮毫）。明治２３年頃、公が小田原の別荘に赴く途中、大磯に立ち寄られて、停

車場付近の招仙閣に一泊されたのが最初で、その後度々大磯に来られ、白砂松風のこの地が

気に入って、梅子夫人の病気療養にも良いので、明治２９年に小田原の別荘を引き払い、大

磯・西小磯の海辺に滄浪閣を移した（『滄浪閣と春畝（しゅんぽ）公の平生』川本烏城生著）。東

京・品川・伊藤町（伊皿子）の本邸から本籍を大磯に移す。滄浪閣の名の由来は、中国戦国

時代の詩集・楚辞（屈原（楚の政治家、詩人）の詩）にある「滄浪之水清兮 可以濯吾纓 滄

浪之水濁兮 可以濯吾足」からとったものであり、何事も自然の成り行きに任せて身を処す

るの意で、道教の「無為」の思想である。東海道線は横浜、国府津間延長の際、松本順、伊

藤博文らの尽力により、当初計画に無かった「大磯駅」が開設された。大磯のリゾート地と

しての発展や海水浴場のブームに欠かせないものであった。戦前は特急列車も停車し、大磯

駅は政財界の大物が利用するので駅長には東京駅に次ぐ然るべき人物が配されたと云われ

る。伊藤邸は当初茅葺きの屋根の一見質素な造りで（財界人などの屋敷と違い、幼少時代の

足軽仲間の屋敷の荒壁を好み、一部建築に残した）桂離宮風につくられた。敷地面積は５，

５００坪。建物は敷地の西側に西洋館、東側に和館が建てられた。和館は主に居宅として使

用し、西洋館には伊藤の居間や書斎の他、来賓の応接室や接待室などの公的な機能を備えて

いた。以後各界の名士が競うように続々と大磯に別荘を構えた。東隣に鍋島、大隈、陸奥邸

と並び、西隣に西園寺邸が建てられた。別荘が多く建てられたが、昔ながらの農道を中心と

した道路事情は垠悪く不便であった。特に大磯駅から滄浪閣までは、愛宕山下の道が狭かっ

たため、町は大磯駅から鉄道線路に沿って西小磯へ通ずる道路の拡幅工事を計画し、西小磯

に別荘を構える人々に寄付を仰ぎ、伊藤博文を始め山縣有朋、鍋島直大、古河虎之助らそう

そうたる顔ぶれの寄付により新道が完成し、伊藤公の役職にちなんで「統監道」と称してい

る。伊藤公は韓国李王（純宗（すんじょん））より世子・李垠（りぎん）の養育の大師を任ぜられ、

滄浪閣で我が子のように可愛がり、また李垠からは慈父のように慕われたという。伊藤博文

亡き後、養子である博邦（井上馨の甥）が後を継いだが、大正１０年滄浪閣を韓国李王朝長

官・李裁克に譲渡され更に李王家李垠に譲渡された。この時に宮内庁は邸宅を相当近代化し

ている。（李根大磯別邸平面図が残されている）関東大震災をはさんで明らかでないが、この

図面に書かれて現在残っている所は南側のベランダ、居室部分、和室（松の間、竹の間）、洋
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室の出窓などである。和室に入る廊下に入る廊下には明治天皇から下賜された絵襖が飾られ

ている。２枚の杉戸の表裏に皇室御用絵師湯川松堂による『源義家後三年の役』、『静御前の

舞』、『太田道灌鷹狩り』、『野見宿禰の相撲』の見事な絵が描かれている。 

梨本宮方子（まさこ）と結婚した李垠は、昭和２０年まで邸宅を使用し、土地の人から“李王

さん”と呼ばれていた。また伊藤公は明治３２年、邸内に敬愛していた先輩の三条実美、岩倉

具視、大久保利通、木戸孝允を祀った四賢堂を建てた。皇太子（後の大正天皇）による四賢

堂の扁額が掲げられていた。伊藤没後は、伊藤を合祀して改築して「五賢堂」とした。その

後、堂は大磯の吉田邸に移され、吉田没後は西園寺公望と吉田茂を加え「七賢堂」（七賢堂の

扁額は佐藤栄作の揮毫）として現在に至る。 

  

２５．旧西園寺公望邸跡（現三井住友銀行所有）（西小磯字稲荷松６１外） 

                           （1849～1940）享年９２ 

  西園寺公望は公家、政治家。贈従一位大勲位公爵。雅号は陶庵、不読、竹軒。第１２、第

１４代内閣総理大臣。最後の元老。嘉永２年（1849）清華家の一つ徳大寺公純（きんいと）の次

男として生まれ、４歳で同族で清華家の西園寺家を継ぐ。５歳で侍従となり、孝明、明治、

大正、昭和の四代の天皇に仕え信任が厚かった。明治４年にソルボンヌ大学に留学し、滞仏

１０年、帰国後自由民権運動に傾倒して中江兆民等と東洋自由新聞をつくり社長となる。こ

のことは政府、宮中で問題となり、天皇の内勅により身をひいた。明治１５年３４歳の時に

憲法調査のために伊藤博文の欧州歴訪に随行して研鑚し伊藤に認められた。その後、伊藤の

後を歩むこととなる。明治２７年第二次伊藤内閣の文相となり教育の振興を図る。明治３３

年に枢密院議長となり、明治３６年には伊藤公の後、立憲政友会総裁となり、明治３９年に

桂太郎の後を受けて第一次西園寺内閣を組閣する。その後再び桂が総理となるも、明治４４

年には第二次西園寺内閣を組織する。このように桂と西園寺が交互に総理を務めた。大正９

年７１歳のとき第一次世界大戦（大正３年）のパリ講和会議（大正８年）の首席全権を務め、

旧友クレマンソーとの友情のもと、会議での功績（山東半島継承、南洋委任統治権）を認め

られ公爵を賜る。そして元老の地位につき後継内閣推薦の任につく。昭和３年に宮中杖を赦

され、大勲位菊花章を授けられる。 

 （西園寺と教育） 

  明治２年京都御所内の私邸に一般的な教育機関「私塾立命館」を創設したが、閉鎖された。 

 後日側近の中川小十郎が「京都法制学校」を立ち上げたときそれに協力して「立命館」の名

跡を与えた。現在の立命館大学である（西園寺公望は学祖）。 

 （大磯との関わりとその後） 

  明治３２年に滄浪閣の隣に別荘（隣荘）を建て、伊藤公と政談を密にした。またこの頃伊

藤公の勧めにより大磯小学校の新入児童に１０銭の郵便通帳をお祝いとして渡し貯蓄心の

滋養に意を用いた。大正６年、伊藤公無き大磯を去り、静岡の興津海岸に移る（座漁荘）。 

 公の趣味は読書（漢詩）、フランスの書物、義太夫であり、起床７時、就寝２２時、興津海岸

を散歩する姿は、長い背丈もある杖を持ち白髪の古老で、眼光輝き仙人のようであったとい

う。洗練された文化人であり、陶庵と号した茶人であった。生来のリベラリストであった 

 西園寺は、軍部の圧力が強まるなか、“いったいこの国をどこへもっていくのや”の言葉を残

して昭和１５年興津の座漁荘にて逝去された。 
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２６．旧池田成彬（しげあき）邸（現三井住友銀行所有）（西小磯字稲荷松６１外） 

                             （1867～1950）享年８３ 

  戦前の政治家、財界人。第１４代日本銀行総裁、近衛内閣の大蔵大臣兼商工大臣、内閣参

議、三井合名会社筆頭常務理事（事実上の三井財閥総帥）。慶応３年出羽国米沢藩士・池田成

章（なりあき）の長男として生まれる。父は維新後、米沢県が廃止され置賜県（おきたまけん）判事

に任命され、後に両羽銀行（現山形銀行）初代頭取。成彬は明治２１年慶応義塾を卒業、同

２８年に米国ハーバード大学卒業し三井銀行入社した。後に三井銀行副長・中上川彦次郎の

娘・艶と結婚する。団琢磨亡き後、三井銀行筆頭常務理事として三井財閥の体制を一新し、

立て直した三井の大番頭と言われた人物である。昭和１１年（1936）三井を退職後、日銀総

裁、蔵相兼商工相を務め、昭和 25年大磯で８３歳の生涯を閉じる。 

（大磯との関連、文化村・池田農園について） 

  大磯の別荘は、大正６年に西園寺公望公から譲られた別荘の後地に建てられたもので。現

存する洋風建築は昭和７年の竣工。設計は中條精一郎、施工は竹中工務店。敷地は４、４０

０坪、母屋の規模は２４７坪で洋風２階と中３階、一部地下１階、内部は英国チューダー朝

建築様式の見事なデザインである。この洋館は現存する大磯で数少ない戦前の別荘で現在三

井銀行寮となっている。（旧西園寺別荘（隣荘）は、池田農園の西側に移築したが、昭和２２

年焼失している）。昭和７年に井上準之助、団琢磨が相次いで血盟団に暗殺され、池田も暗殺

リストに乗っており大磯にも憲兵が来たが。その間池田はノーガードで散歩を楽しんだりし

たが無事であった。二・二六事件でもその危険があるとのことで一時身を隠したが、後で分

かったことだが、池田は襲撃計画に入っていなかったそうである。  

  池田は大正９年から東小磯王城谷（別名文化村と称し各戸に水道がひかれ、街灯が立って

いた）の地を買い始め、大正１０年に家庭園芸場を始め、「池田農園」を設立した。（設立の

動機は長男成功（しげかつ）が植物の栽培が好きで趣味と実益を兼ねた近代的温室を大磯に作

ろうとしたものである）の準備事務一切を前山久吉（王子製紙常務、日本製粉専務、東京信

託会長）に依頼した。大正１３年に英国で２年間メロンなどの栽培を学んだ五島八左衛門を

総支配人に迎え１０００坪の農園をスタートさせた。昭和２年「株式会社池田農園」を設立

する。我が国の園芸界のリーダーとして種苗の改良と生産に貢献した。昭和９年に茅ヶ崎に

分園を持ち、３００坪の温室にはカーネーション、マンゴー、フリージア、洋梨、シクラメ

ン、ガーベラ、洋蘭等があり、英、米、独に代理店を持っていた。特に蘭は育種１０００以

上にのぼり、農林大臣賞を１０数回獲得している。代表的なものは、「パフィオツヤ・イケ

ダ」、「シンピジューム、オオイソ」、「ナリカツ・イケダ」等がある。昭和１０年「日本園芸株

式会社」に名称を変更した。 

 

２７．セシール・メンデルソン（福澤せい）邸跡  （西小磯字東柳原） 

                             （1874～1966）享年９１ 

  明治５年、新橋～横浜間で初めて蒸気機関車が走ったが、メンデルソンの父はその機関車 

 を運転したダンカン・グレー（Dunkan・Gray、スコットランドの名門マクドナルド家の出

身といわれる）であり、母は信州伊那の豪農の娘である。日本の国際結婚第一号といわれた

が、父は２年後に、南米鉄道建設のため異国に渡り、その地で風土病にかかり亡くなる。メ

ンデルソンは、女中イネの手で厳しく育てられた。明治３１年メンデルソン氏（メンデルゼ

ン商会社長）と結婚した。 
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  （大磯との関わり） 

  明治３７年（1904）頃、西小磯東柳原に別荘付３０００坪の土地を購入して、横浜の本邸

と往来していた。昭和６年夫の死で大磯に居を移し、獅子文六とも交遊があった（獅子文六

著『アンデルさんの記』）。７５歳からエリザベス・サンダースホームに通い、混血児の教育

に捧げた。 

 

２８．旧清水満之助邸跡（西小磯字西柳原２81 外） 

  満之助は、三代目の清水満之助が急逝し（明治２０年、享年３４）、８歳の長男喜三郎が四

代目清水満之助を襲名した。相談役は澁澤栄一。生来病弱で昭和４年に５０歳で亡くなるまで

経営に深く関わることはなく、結婚もしなかった。この清水組の危機を立て直し、現在の清水

建設の基礎を築いたのが初代清水喜助の外孫の原林之助であった。 

明治３３年頃西小磯西柳原２８１番地外の土地を購入し別荘を構え、その正門脇に家を建て、

大磯署の巡査を住まわせた。また西隣りの八阪神社を建て直した。現在この土地（約５千坪）

は「大磯松韻」の名で分譲され、高級住宅地になっている。４０区画に分けられ、区画の平均

面積は、約３００ｍ２、価格は４千万から１億円で分譲された。 

 

２９．旧伊達宗陳（むねのぶ）邸跡（西小磯字西柳原２８６外） 

                            （1860～1923）享年６４ 

  宇和島伊達家１０代当主、侯爵、貴族院議員、宮中顧問官。宇和島伊達家は、伊達政宗の

長男・秀宗（慶長１９年宇和島十万石に封ぜられる）の末裔で、第８代藩主宗城（むねなり）（幕

末四賢侯の一人）の孫にあたる。後室の孝子は紀州徳川茂承（もちつぐ）の二女。北白川宮能久

親王妃富子殿下は令姉（れいし）にあたる。 

  大正３年西小磯西柳原２８６外の土地１万７千坪余を購入し別荘を構えた。 

  ※幕末四賢侯とは、島津斉彬、松平春嶽、山内容堂、伊達宗城である。 

 

３０．旧ジョサイヤ・コンドル邸跡  （西小磯３３０外） 

                             （1852～1920）享年 

  イギリス・ロンドン出身の建築家。お雇い外国人として明治１０年に来日。政府関係の建

物の設計を手がけた。また工部大学校（現東京大学工学部建築学科）の教授として辰野金吾

ら 

 創成期の日本人建築家を育成し、明治以降の日本建築界の基礎を築いた。後に建築設計事務

所を開設し、三菱など財界関係者らの邸宅を数多く設計した。また河鍋暁斎に師事して日本

画を学び、趣味に生きた人でもあった。 

  明治３９年に西小磯西柳原３３０番地外の土地１，５１３坪を購入して別荘を構えた。日

本に残した有名な建築は、旧東京帝国博物館、ニコライ堂、鹿鳴館、海軍省があり、大磯で

は、旧赤星邸がある。彼は親日家で日本人女性と結婚して、大正９年東京で亡くなる。墓所

は護国寺にある。 
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３１．旧梨本宮守正王邸跡（西小磯字西柳原２９６、字町屋３２５外） 

                           （1874～1951）享年７８ 

  久邇宮朝彦親王の第四王子として 1874 年に誕生。梨本宮を相続。明治２９年陸軍士官学

校を卒業、明治４３年フランス陸軍大学を卒業する。以来、連隊長、旅団長、師団長を歴任

して大将に昇進、昭和７年元帥府に列せられた。また昭和１８年には伊勢皇大神宮の祭主に

就任した。梨本宮守正妃・伊都子は、旧佐賀藩主・鍋島直大の次女で、直大がイタリア駐在

公使としてローマ駐在中に生まれたことから「伊都子」と名付けられたという。母は広橋胤

保の五女栄子（ながこ）。帰国後、伊都子は東京永田町の本邸で育った。結婚前の伊都子は冬は

温暖な大磯の実家・鍋島別荘で過ごし、夏は日光の別荘で奔放に、活発に育った。守正と結

婚後も 

 舅姑や小姑などのいない二人だけの生活を、皇族として多くの使用人にかしずかれながら幸

せな日々を過ごし、新婚一年目で長女方子（まさこ）を出産した。方子は後に李氏朝鮮の最後

の李王家の世子・李垠（りぎん）に嫁ぐ運命となる娘である。 

 （大磯の別荘） 

  大磯の別荘は、執事の屋敷を含め約１３００坪で、南側は相模湾を一望する高台で、北側

沿いに国道一号線が走り、城山の緑を望むことができる景勝の地である。建物は大将初期に

建てられた二階建ての純和風住宅で、内部は和室（一部洋間）により構成され多くの客間は

床の間や違い棚、平書院が設けられ略式であるが床の間形式をとり、天井は格天井（ごうてん

じょう）で欄間を入れるなど格式のある部屋である。尚、主屋南東に「八角堂」が設けられ、

玄関から廊下で繋がっている。応接間として使われていたものと思われる。八面の壁のうち 

 六面に窓を配し海や松林が一望に眺められる。隣地に、宮に仕えた執事の家の土地があるが、 

 ここも梨本宮邸の敷地内である。その後、建物は東京倉庫運輸㈱大磯「洗心荘」と称し研修

所として活用されていたが、平成２４年に建物は取壊され、土地は１１区画に分け宅地とし

て分譲された。 

 

 

３２．旧吉田邸跡（現県立大磯城山公園旧吉田邸地区） 

（西小磯字切通４１８，４２４） 

         （1879～1967）享年８９ 

 （生い立ち） 

  明治１１年、高知県宿毛出身の自由民権運動家で実業家である竹内綱の７男７女の５男と

して東京で生まれる。明治１４年３歳のとき、父の親友の旧福井藩士で横浜の海運、貿易商

（ジャーディンマセソン商会横浜支店支店長として目覚しい業績を挙げ、独立して事業を拡

大して巨万の富を築いた）の吉田健三の養子となる。横浜の吉田健三宅（大田区）から近く

の太田小学校に通学、広い屋敷の若様として、ブルジョア的家風でスパルタ教育をされ育っ

た。又養母士子（ことこ）（江戸時代の漢学者佐藤一斎の孫）は気位高く、茂を厳しく躾けたよ

うだ。茂１１歳の時、養父健三は４０歳で亡くなったため、５０万円（現在価値４０～５０

億円）の資産を相続することになった。養母士子は健三が亡くなった後、大磯の別荘に移っ

た様で、茂も大磯の暮らしが始まったと思われるが間もなく藤沢の耕余塾（小笠原東洋の塾）

で全寮制による生活が始まる。吉田茂の人格形成に最も重要な時期であった。卒業後、麻布

の日本中学を経て学習院の高等科から学習院大学科に入学、学習院大学科閉鎖に伴い明治３
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７年に東京帝国大学に移り、明治３９年政治学部を卒業し、外務省に入る。 

 （外務官僚時代） 

  外務省に“白馬”で初出勤し、生意気な奴と思われた。最初の任地は旧満州の奉天（現瀋陽）

であった。そこに視察に来ていた陸相寺内正毅は生意気な吉田を可愛がり、後に寺内が首相

になった時秘書官にと嘱望されたが、「総理大臣なら務まりますが秘書官は務まりません」と

言ったとか。人に頭を下げることのできない、折れることのできない性格であった。 

  明治４２年牧野伸顕（大久保利通次男）の長女雪子と華燭の典を挙げ、二男、三女（麻生

和子は三女）をもうける。その後外交畑で各地（イタリア、中国、フランス、イギリス、満

州等）に赴任している。大正８年に牧野伸顕次席全権大使に同行してパリ講和会議に臨み、

ヴェルサイユ条約の調印に立ち会う。大正 10年、ロンドン勤務のときに裕仁皇太子殿下（昭

和天皇）が欧州訪問され、身近に接し皇室への敬愛の念を深める。昭和３年外務次官になる

（この１年後養母士子逝去 ７４歳）。昭和 5 年駐イタリア大使、昭和 7 年満州、中国を特

命全権大使として視察、昭和 11 年駐イギリス大使、昭和 16 年妻雪子を亡くす、昭和 20 年

4 月憲兵隊に拘置される（近衛文麿と米英との和平を画策（上奏文提出）軍に探知され逮捕

される）。 

 （終戦後） 

  昭和２０年に東久邇内閣の外相、幣原内閣の外相を務める。昭和２１年に第１次吉田内閣

が成立して終戦処理に奔走する。日本国憲法（昭和２１年１１月）公布される。昭和２３年

に民主自由党を結成して総裁となる。第２次吉田内閣が成立する。昭和２４年に第３次吉田

内閣成立する。６月に大磯中学校で講演し、「日本は負けても卑屈になるな、文化国家となる

ように元気を出して頑張ろう」と話された。昭和 26 年にサンフランシスコ講和条約（ソ連

など一部の国は不参加）、日米安保条約が調印された。昭和２７年第４次吉田内閣成立する。

遊説中にカメラマンにコップの水を浴びせる事件があった。昭和２８年に第５次吉田内閣成

立する。社会党西村栄一に」バカヤロー発言があった。昭和２９年に内閣総辞職、戦後日本

の進むべき道をつくった吉田茂は、昭和３８年に政界を引退したが、その後吉田学校と云わ

れた門下生、池田、佐藤、大平などに引き継がれた。昭和３５年に大磯の吉田邸に滄浪閣か

ら伊藤博文の創建した「四賢堂」を迎え、伊藤博文を加えて「五賢堂」（五賢堂の扁額の揮毫

は吉田茂である）とした。その後、吉田茂が亡くなった後、吉田茂と西園寺公望を加えて、

現在は「七賢堂」（七賢堂の扁額の揮毫は佐藤栄作書である）となっている。昭和３９年に大

勲位菊花大綬章を贈られた。その時大磯小学校の鼓笛隊が吉田邸をお伺いしてお祝いの演奏

をして、大変お喜びになられた。昭和４０年に大磯町から名誉町民称号を贈られご満足の様

子であった。また米寿のお祝いに天皇より鳩杖を賜る。昭和４１年には皇太子殿下（今上天

皇）と美智子妃殿下を吉田邸にお迎えされた。昭和４２年１０月２０日病重くベッドに起き

上がり、晴れ上がった富士を飽きずに眺め満足されていた。これがこの世の見納めであった

と伝えられる。時、零時１０分、脳血栓、心臓衰弱により波乱の生涯を終えられた。享年８

９歳。 

 （吉田邸） 

 １）概要 

  ✽養父吉田健三が明治１７年に別邸を建てたのが始まりで、大磯の別荘の草分けであった。 

  ✽現在の吉田邸は、敷地約１万坪、建家は総檜造り純日本風二階建てで３００坪。 

 

  ✽数回の増築を行っており、最後の増築は昭和３８年に設計は吉田五十八、庭は中島健が

担当して完成させた（玄関、応接室、ダイニングルーム、金の間、銀の間、温室）。 
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  ✽戦後の日本の政治を動かした人たちが「吉田詣で」をした歴史的に由緒のある建物であ

った。     

  ✽昭和４２年に吉田さんが亡くなってから、邸宅は１時遺族が管理していたが管理費がか

かることもあって、当時の佐藤首相の口添えで永久保存を条件に昭和４４年春、西武不

動産に売り渡した。西武では「大磯プリンスホテル別館」として維持管理していたが、

継続困難となり保存活動を進めていたところ、平成２１年３月２２日未明、出火（原因

不明）により建物は全焼してしまった。 

  ✽その後敷地は神奈川県が買取って県立公園として整備を行い平成２５年９月２２日に 

   新たに県立大磯城山公園「旧吉田邸地区」として、庭園の一般公開を行っている。一方

建家は、資金の目処がほぼついたことから、２年後を目標に吉田記念館として建設を行

う予定である。 

  ✽この庭園は、池泉回遊式庭園とよばれており、庭に池を配してその周りを散策してお庭

を楽しむ設計になっている。特にこの庭は、本邸から眺めると、近景、中景、遠景がそ

れぞれ楽しめるようにレイアウトされているのである。近景はこのお庭であり、中景は、

七賢堂の上の砂丘に並んだ松林であり、遠景は遥か富士山と箱根の連山が望めることで

ある。まさにこの醍醐味を吉田さんは毎日味わったのである。 

 ２）バラ園跡 

  ✽かつて国道沿いに広いバラ園があり、１千種類といわれる薔薇が咲き乱れて見事だった。 

  ✽吉田茂は日本バラ会会長を務めるほど薔薇を愛し、各国から送られるバラを栽培した。 

   皇太子殿下・美智子妃の御成婚を祝してアメリカから献上されたバラ『プリンセスミチ

コ』もここで栽培され国内に広まった。 

  ✽今回の改修で駐車場になったため、以前に比べてはるかに狭くなったが、バラ園を再現

している 

 ３）中門（兜門、講和条約門） 

  ✽講和条約門ともいわれ、昭和２６年（1951）のサンフランシスコ講和条約の締結を記念

して造られた。兜門は門の内側が兜の形をしているため。 

  ✽京都裏千家の今日庵の兜門を模して、同じ職人を呼んで造らせた。建設費は当時で 

   ２７００万円といわれ、一般家庭の家が１０軒建つほどの金額であった。 

  ✽屋根は桧皮葺きで、葺替えは５０年、伊勢神宮は２０年、金毘羅宮は３０年に１回とい

われる。 

  ✽日本の伝統建築工法で、釘は使用していない。門の柱、木枠に竹を組込んだ扉は「とく

さ仕上げ」 

  ✽門から玄関入口下まで芝生が張られた敷石（轍）は、皇太子ご夫妻がご訪問された時、 

   玄関下まで車を通すために造られた。しかしご夫妻は門前で車を降り歩かれた。轍が実

際に使われたのは翌年吉田さんの柩が出た時であった。 

  ✽かつて兜門を潜ったところに、富士山を包み込むような「門被り松」があり、吉田さん

の自慢であったが、昭和４３年（1968）他の５本の松と一緒に枯れてしまった。その後

には、松の代わりに梅を植えて新たな趣を醸し出している。 

 ４）心字池 

  ✽池は心字の形をした池で、中央には亀島が築かれて、邸宅を守るかのように首を向けて

いる。島には十三重石塔やツルを模した松が植えられている。  

  ✽池には、佐渡の赤石、四国の吉野川上流の大歩危、小歩危の青みがかった石など、全国

から取り寄せられた銘石が配置されている。池の奥には孔雀舎があり、ネール首相から
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贈られた孔雀や、高知の天然記念物の尾長鶏も飼われていた。 

   かつて庭の石は桂浜の五色石を配していたが、現在は大磯石（さざれ石）を使用してい

る。池の中には、五色石が残っている。 

  ✽心字池に流れ込む小さな滝が二つある。「龍門爆」である。鯉が瀧を登ると龍になるとい

う中国の故事に習い設計したもので、よく見るとまさに瀧を登らんとする鯉が２匹泳ぐ

姿が石で表されている。 

５）七賢堂 

  ✽池の周りを巡って進むと七賢堂に通ずる道の植込みに「五賢堂への道」の標石がある。 

  ✽七賢堂の扁額は佐藤栄作の揮毫である。堂内の正面には、左から岩倉具視、大久保利通、 

   三条実美、木戸孝允の四名の賢人を祀り、左側面に吉田茂、右側面に伊藤博文、入口内 

   側に西園寺公望の３名の賢人を祀り、合わせて七人の賢人を祀ってある。 

  ✽このお堂は明治３６年に伊藤公が滄浪閣に建立され、明治維新の元勲４名の賢人を祀っ

て四賢堂が始まりである。伊藤公亡き後、梅子夫人が伊藤公の写真を掲げて「五賢堂」

とした。昭和３５年、吉田元首相は西武の堤康次郎に頼み譲り受け吉田邸内に五賢堂を

移し、吉田茂揮毫の五賢堂の扁額が掲げられた（現在は堂内側に掲げられている）。 

   以来１０月２６日の伊藤公の命日には関係者や知人を招いて例祭を行っていた。 

  ✽七賢堂の前にあった灯篭（現在行方不明）は堤康次郎から贈られたもので、芝増上寺に

あったもので、葵の紋がある。 

  ✽七賢堂の南側にハゼノキがある。これは、モミジが紅葉しにくいときにハゼノキがそれ

を補うように植えられたものである。 

 ６）吉田茂銅像   

  ✽昭和５５年に吉田茂元首相とエリザベス・サンダースホーム創設者の澤田美喜の顕彰碑

建立委員会が発足、１千万有余の関係者の浄財で造られ、昭和５８年９月２５日除幕式

が行われた。設計・監理は早稲田大学の池原教授、製作は香川県・原鋳造所の原寛山先

生。吉田さんの表情、雰囲気を良く表している。ご遺族、関係者のご意向で、設置場所

は吉田さんがよく散歩された富士の眺めの良いゆかりの地に西武が建設費一切を負担。 

  ✽銅像の視線は遥かアメリカ・サンフランシスコを望んでいる。撰文は戸川猪佐武（小説

『吉田学校』作者）。英訳は野村美智子。 

  ✽吉田茂の銅像は日本に３体あり、他には、東京・北の丸公園と高知・龍馬空港。 

 ７）竹林の古道 

  ✽竹林の間を通っている小径はかつての鎌倉古道の名残である。 

  ✽本宅下の蔦に隠された焼却場の煙突の横に本宅からの非常脱出口の扉がある。その先に

警備の警官の宿舎があった。 

  ✽林の中には養父健三が醸造業を始めたときに使用した醤油を作るための大豆を煮る大

釜が残されている。 

  ✽血洗川に突き当たる手前の左側には細い竹の林がある。この竹の断面は四角である。「四

方竹」と呼ばれる中国原産の竹で、本宅の玄関の坪庭にあったものを移植したものであ

る。その右手の土手下には吉田さんが可愛がっていた数々の「愛犬の墓」がある。 

 （旧吉田邸内） 

 １）楓の間  

  ✽玄関を入って右手の部屋である。昭和５４年６月２６日大平首相とカーター大統領の日

米首脳会談が行われた。 

  ✽畳４０畳分の洋間。天井は船底形で梁は京都の北山杉が使われ、当時１本１００～２０  
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０万円といわれた。 

  ✽室内調度  蒋介石から贈られたバラの木で作られた国宝級の衝立。大理石の暖炉。飾

り戸棚には、ダレス国務長官、ライシャワー駐日大使等のサイン入りの写真。 

   床の間は赤松に１枚板で作られ、ネール首相からの孔雀の剥製が置いてあり、幕末の有

名な儒学者・佐藤一斎の軸が掛けられていた。 

  ✽吉田茂自筆の「呑舟之魚不遊枝流」伊藤博文の書「衆妙之門」が掛けられている。  

 ２）ダイニングルーム 

  ✽吉田さんが食事を摂っていた部屋、家族とは週に数回しか会わず、書生と生活をしてい

た。奥には蒋介石から贈られた国宝級の衝立が置かれている。内装の壁には子羊２３３

匹のなめし皮（当時１枚１万円）がパネル状に張られ、床はペルシャ絨毯が敷いてある。 

  ✽ダイニングルームの椅子は、賓客の好みに合わせてその都度張替えた。カーター大統領   

   が来日した時も張り替えられた。 

  ✽ダイニングルームの北側の窓から見える木立の奥から滝が流れ落ちるようになってい

て、お気に入りの来客の時には滝を流した。 

  ✽西側のガラス窓の引き戸は壁に収納出来、全開できる構造である。ここからの富士山の

眺望は素晴らしい。 

 ３）サンルーム 

  ✽ダイニングルームの奥がサンルームで、室内には観葉植物や蘭、ブーゲンビリア等が育

てられ、サンルームの構造は、今では珍しくないが上部には曲面ガラスを使用、そのた

めの特注のアルミ製のフレームが使われている。 

  ✽室内には籐椅子が並べられ、時には賓客との歓談にも使われた。大平首相とカーター大

統領との会談にも使用された。 

  ✽サンルーム下の池は第二期工事で造られ、周りはモミジの林（ノムラモミジ）であった。 

   山縣有朋の京都の無鄰菴等の庭づくりを模して流れをつくり、流れと下の池には桂浜の

五色石が撒かれている。 

 ４）二階の和室 

  ✽玄関を入り廊下の奥の階段を上がると、床の間付きの和室、掘りごたつのある書斎、寝

室に使っていた和室があり、その奥にトイレと浴室がある。 

  ✽襖には真珠の粉末入りの襖絵が使われ、引手に三日月の金具を使い趣のある和室である。 

  ✽書斎の飾りガラス棚には、昭和天皇、養父健三、本人、チャーチル、アデナウワー、寺

内正毅等の写真が並べてある。棚の一番下の引き戸内には、官邸直通の電話（ホットラ

イン）が設けられていた。 

  ✽和風の浴室は、昔大磯の浜辺でよく見られた漁師の舟を模した、木製の浴槽を特別注文

で造り、床は板敷で、トイレは洋式水洗。 

（エピソード） 

 １）養父吉田健三は４０歳で亡くなった。吉田茂は１１歳で当主となる。１６歳のときに実

家竹内家の邸内に自分に別棟を建て外出の時自分は人力車に乗り、兄たちに徒歩での同行

を求めた。 

 ２）金には無頓着で、相続した巨額な資産は首相になる頃は使い果たしていた。政治資金は

三女・和子の婿である麻生太賀吉（九州の炭鉱主、麻生鉱業）が援助した。吉田茂の銀行

口座が空にならないように金を振込続けたため、吉田の首相在任中に麻生家の財産は半減

したという。 

 ３）日本は遅れたアジアから抜け出して、欧米と進退を共にすべきだ（福澤諭吉の「脱亜入
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欧論」）。旧満州の権益をめぐり欧州と対立するのではなく、理解を得ながら対中国政策を

進める考えで、満州建国の軍部とは、考え方が異なっていた。また日独防共協定にも反対

し日本は英米側につくべきだとの考えであった。 

 ４）第二次世界大戦終結の上奏文づくりに加わった。日本における共産革命を危惧したもの

であった。昭和２０年４月１５日に反戦思想の持ち主ということで、憲兵に逮捕、投獄さ

れ、４５日拘留後釈放された。戦後、この経歴が反軍国主義者と考えられ、政界に出るこ

ととなる。 

 ５）対日講和条約で独立後の日米安保条約に反対の立場に立つ松野頼三（元農相）の質問に、 

  「日本はまだ経済力も弱く、自国の安全をまもることが出来ない。先ず経済の復興が先決

だ。駐留軍は日本の番犬と考えればいいのだ、しかも経費は向こう持ちだよ。君たちは考

え方がプアだね」と米国を番犬呼ばわりした。イデオロギーにとらわれず、実利主義の持

ち主であり、財布を持たない人間の経済感覚であろうか。 

 ６）三女和子は「父はどこよりも大磯を愛し、里といえば祖母の住む大磯のことと思ってい

た「ワンマン」と云われている父は強い性格であるが、反対の意見にぶつかった時には怒

りを抑えて意見を聞き、納得がいけば自分の意見を撤回して速やかに転換を図り、拘ると

かわだかまるような風が無かった。ここが偉いとこだとおもいます」と思い出に書かれて

いる。 

 ７）第一次吉田内閣の時に大磯在住の高橋誠一郎を文部大臣に起用して教育改革を行った。 

  このためか大磯小、中学校の校門に学校名の扁額の揮毫をして贈り、また体育奨励のため

に大磯中学校に吉田杯を贈った。大磯中学校に贈った扁額「桃李言わざれども、下自ら蹊

を為す」素淮（そわい）書（素：シゲルの Sを漢字に直した素、淮：ヨシダの Yを漢字に直

した淮） 

 ８）昭和２２年（同年５月第一次吉田内閣総辞職をして、片山内閣が成立）に棟梁山本七五

郎に贈ったもの「笑而不答心自閑」（笑って答えず心自らのどかなり）である。 

 ９）井上蒲鉾店では、蒲鉾はいしもち（ぐち）という白身魚で手作りのものである。一日で

蒲鉾１００本、さつま揚げ４，０００枚の売上があるという。吉田さんからの注文も多か

った。あるとき吉田さんから「はんぺんのようではんぺんでない蒲鉾をつくって欲しい」

との注文があり、考えてそれらしいものを作ってお届けしたが、注文と違うといわれた。

後で無理な注文をして申し訳ないとおっしゃったそうだ。それ以後どんなものか考えてい

たが、後に吉田健一さんの「私の食物誌」にそれは大磯の沖ギスでつくるものと分かった。 

  （井上浩吉氏より） 

 １０）戦後の混乱期に坂本喜代子（小りん）さんが、毎日のように豆腐を２丁買いに来られ

た。旦那様は夏でも湯豆腐がお好きとのことであった。盛夏には強羅の三井別荘に逗留

される。毎日ロールスロイスで二丁の豆腐が運ばれていきました。（真壁兼太郎氏より） 

 １１）吉田さんは虎子饅頭が好きで大変ご贔屓になった。ある日吉田邸で作ったもち米をお

持ちになり、「のしもちを」とのご注文でお作りしたところ、こんな少しで悪い。僕の誕

生日に、お菓子を皆の引き出物にしようと、亡くなるまで使って下さった（斎藤迪（みち）

之助氏より）。 

 １２）吉田の犬好きは養母士子（ことこ）の影響であろう。邸内の吉田茂銅像の東側の下に 

   「愛犬の墓」（石墓）がある。愛犬はウェストハイランドホワイトテリアのようである。 

   北の丸公園の吉田茂像の碑文には「古来名宰相羅照スト雖モ・・・慷慨、敢言、英遇、

洒落・・・稀代の偉勲優ル者ナシ」とある。 
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３３．旧三井高棟（たかみね）邸跡（大磯城山公園） 

（西小磯字王子久保、城山の地） 

                             （1857～1948）享年９１  

三井家 

三井家の祖先は藤原（道長）に発するとされ、商人としての開祖は三井高利（たかとし）と

されている。高利の父、高俊（たかとし）の時（慶長の頃）に伊勢、松坂の地で質屋兼酒・味

噌を商ったのが創業とされる。高俊の父は三井越後守高安と称していたことより、屋号を「越

後屋」と呼ばれ、この地方ではかなりの豪家であった。高利は延宝（１６７３）の頃江戸の「越

後屋」呉服屋で『現金安売り掛け値なし』の商法で大繁盛したことは有名である。又両替・為

替商、高利貸、大名貸などで巨利を蓄えた。三井家は高利の遺志を継ぎ「三井大本方」を設け

「宗竺（高平）遺書」が制定され三井家を永続発展させた。これが「三井十一家」である。（即

ち、惣領（総領）家１家、本家（男系子孫）５家、連家（女系子孫）５家）。そして明治維新の

難関は番頭、三野村利左エ門らの進言により時勢の見通しを誤らず、新政府への御用金調達（為

替方）などして井上馨、伊藤、山県らと結んで政商としての基礎をつくった。そして明治６年、

第一国立銀行（日本初の銀行）を創立、明治９年、三井銀行を創立させ、三池炭鉱の利権を得

て三井財閥の基礎を築いた。  

三井八郎座衛門高棟（たかみね） 
 高棟は安政４年（１８５７）第８代三井高福（たかよし）の５男として京都に生まれ、幼少

のころから聡明であった。長ずるに及んで米国に留学して明治１７年帰国した。８代の父、高

福に資質を認められ、９代長兄高朗（たかあき）（病弱であった）の順養子となり明治１８年に

１０代として家督を継いた。そして三井銀行・三井物産・三井鉱山の土台の上に中上川彦次郎

を始めとする人材にめぐまれ、又、明治２３年・昭和２年の恐慌をチャンスに各社を併合して

より一段の発展をとげ日本最大の財閥となった。高棟は明治２９年に男爵を授けられ、明冶４

０年、日露戦争の功績により、勲二等旭日章を授けられ、従四位に叙せられた。三井財閥の運

営の為、三井同族会議議長となり。大正３年高砂生命保険株式会社（後、三井生命保険株式会

社に改称）を設立する。大正８年、台湾の農林業を開拓する。高棟は博愛心が深く三井慈善病

院を設立して貧民の施療に尽くし、慈善事業、福祉事業に努めた。又、趣味人として知られ謡

曲、書画、骨董、刀剣など豊富な知識をもっていた。明治３９年に麻布区今井町（現港区六本

木）に今井町本邸を建設、約１３，５００坪の敷地内に、能舞台、庭園、テニスコートなどを

設けた。国宝となる茶室「如庵」（昭和１１年に国宝に指定）を京 都から移築した。昭和７年

満州事変突発、軍部・右翼勢力の台頭、血盟団事件（井上準之助、団琢磨（三井合名会社理事

長）暗殺）などにより高棟は翌昭和８年に息子の高公（たかきみ）に当主の座を譲り隠居した。

そして大磯城山荘を新築し長閑日々を過ごしていたが昭和２３年、９３歳で天寿を全うした。 

大磯・城山荘 

 高棟は明治２２年頃、当時の軍医総監・橋本綱常より城山の地を購入し、明治３１年に草葺

きの別荘を建て皇太子（後の大正天皇）をお迎えし落成披露を行った。因って「降鶴堂」と命

名した。その後、隣接地を購入して屋敷を広げ２万坪余 （昭和１０年頃）の広大な屋敷とな

った。大正１２年の大震災で倒壊し、昭和３年に修復している。昭和８年隠居後、高棟は頻繁

に城山荘に滞在するようになった。この年の夏、大磯城山荘本館を城山の山頂相模灘を眼下に

見渡せる絶景の地を選び新築に着手した。この設計に当ったのがドイツ帰りの新進気鋭の建築

家久米権九郎（木造耐震建築の研究者）、である。（大磯町郷土資料館に耐震検討の為に試作さ

れた城山荘の模型が玄関ホールに展示されている）これは住居を東京今井町本邸から大磯城山
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荘に移す計画の為のもので、城山荘内の建物は高棟の趣向にもとずき外観はイギリスの田舎の

建物をモデルにしたものと言われ一風変わったもので、屋根は藁葺き二階建で、一部３階があ

り、建物の中ほどに４層楼の養老閣が聳え、屋上に鶴の飾りが創られ見事であった。延べ４０

０坪余の建物である。内装を始め建築材は全国の有名な社寺から古材を集め作られている。薬

師寺、菅原寺、浅草寺を始め大磯の王福寺や西長院なども含まれている。玄関広間の４本の太

い柱、吹き抜けに天女の舞や龍の桃山時代の彫刻が配され、階段手摺の欄干、天井の古材が厳

（いかめ）しく、軒灯などにも使用されていた。本館と同時に城山の西北山麓に陶器細工所（潜

庵）、窯場（城山窯）をつくり、山上の本館の北側の広場は大芝生を配した大庭園をつくり等持

閣、六窓堂、大雄殿、洗心寮、大圓亭、法雲堂、などの堂、閣が建立されていた。これらは昭

和１０年にほぼ完成している。しかし昭和４５年に三井家の手を離れ名鉄の所有となり、大雄

殿、法雲堂、洗心寮は大津市覚性律庵に移築されている。本館その他の建物は解体されたが古

材の殆どは京都にある。 

 【建造物の材料等】 

① 園名石 ：昭和６１年製作。御影石 

② 中門（海會山）：（薬師寺、当麻寺、菅原寺、浅草寺、元興寺、王福寺）の古材 

③ 仙遊門  

④ 流雲橋 ：等福寺の古材 

⑤ 亀蔵門 

⑥ 華蔵窟（山門）：菅原寺の古材  

⑦ 法雲堂 ：薬師寺の古材 

⑧ 等持閣 ：（浅草寺、千光寺、王福寺）の古材 

⑨ 六窓堂 ：薬師寺鐘楼、王福寺の古材 

⑩ 十三重塔 

⑪ 大雄殿 ：薬師寺・旧摩利支天堂を移築 

⑫ 洗心寮 ：（万福寺、菅原寺）の古材 

⑬ 大圓亭 ：（今宮神社、浅草寺）の古材 

⑭ 四阿廠 ：城山荘内の木で造られた 

⑮ 通雲橋 ：東福寺の古材  現在は国府橋がある 

⑯ 陶器細工所 ：潜庵、登窯（現広島県竹原市「豊山窯」） 

⑰ 小笠原亭 ：小笠原諸島の資材 

⑱ 移稲池 ： 

国宝・如庵と露地 

  如庵は元和４年（1618）織田信長の弟・長益（有楽斎如庵）によって、京都・建仁寺の塔

頭・正伝院を再興した際に建造された。明治４１年三井家の所有になり、東京・麻布・今井

町の本邸に移築された（解体せず原型のまま車両に積み東海道を東京まで運搬した）。如庵は

昭和１１年に国宝に指定された。その後、時局は戦時体制となり疎開の必要から、昭和１３

年に本邸より大磯・城山荘に移築された。同時に付属建造物が移築され、国宝茶屋に相応し

い構えの見事な庭園を完成させた。 

  

【国宝如庵と露地の紹介】 

   城山山麓の東部広場に設置されたもので、まず国道側から城山の東側に回り、如庵正門

（城山荘敷地の東端）を入り丸木門をくぐる。松聲寮（沢庵和の扁額がある）を見学し玉

砂利を踏んで行くと岩栖門（京都・岩栖院の唐門）に出る。次に書院（有楽斎が京都・建
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仁寺に隠棲した場所、如庵付属書院）を見学する。さらに並木の間を通り露地口腰掛の前

を通り含翠門を入り揚箕戸（あげきど）を潜り如庵待合に入る。待合を出て萱（かや）門を

潜ると如庵の庭である。有楽井筒、有楽好みの燈籠、蹲踞（つくばい）・釜山海（蹲居）など

が配置されている。如庵正面の軒の上に「如庵」（慶長七己亥（きがい）、大悔筆）の扁額が

ある。「如庵席平面は二畳半台目に三角形の板敷きを配す道具畳脇には洞庫を置き、向切炉

の前には板壁の火燈口を付し、古暦を腰張りとなす。仍（よ）って一名「暦の席」とも云う。

席の東側窓に竹を張りたつるを以って有楽窓の名あり」。如庵席の説明である。なお、如庵

庭園の西側には「片桐門」「唐門」が配置されている。本館からの出入り口に使用されてい

たのであろう昭和４５年に名鉄の所有となり、現在主なものは名鉄犬山ホテル・有楽苑に

移築されている。 

（大磯町郷土資料館） 

  郷土資料館は城山荘のモチーフを活かして建てられたものである。内部の常設展示は竪穴

住居を再現したもの、縄文・弥生土器、土師器、相模国府時代の遺物、大磯宿、海水浴場と

別荘、大磯の祭（御船展示）、民話、農漁業と暮らしに関連したものがある。玄関ホールには

久米権九郎の造った耐震検討のための城山荘本館の模型が展示されている。 

 中庭の軒下には崇雪の残した「鴫立澤」の標石がある。 
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