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１．旧酒井忠道邸跡（字簾田７２７外）      （1851～1920）享年 69歳 

  若狭小浜藩主・酒井忠禄（ただとし）の長男。伯爵、貴族院議員。 

明治２９年頃大磯７２７番地外の土地を買い、６８坪の別荘を建てた。戦後子孫忠亮が一時

この場所に大磯観光ホテルを開いたが、火災（ボヤ程度）を起こした。数年で閉鎖している。 

 

２．旧森村市左衛門（６代目）邸跡（字簾田７１８外）   （1839～1919）享年８０歳 

  六代目森村市左衛門は、日本陶器合名会社（現在のノリタケカンパニーリミテド）を中心と

した世界最大の陶業企業集団である“森村グループ（森村財閥）”の創始者、男爵である。江戸京

橋の馬具商の長男として生まれる。外国人向けの雑貨、後に陶器販売で利益を上げ、弟・豊と

共にアメリカに進出する（森村ブラザース）。需要の拡大に伴い名古屋に絵付けからの一貫工場

を完成。１９０４年日本陶器合名会社を設立。その後、日本碍子、東洋陶器（TOTO）、日本特

殊陶業を設立し現在に至る。さらに市左衛門は、川崎造船所（現川崎重工）の援助、富士紡績

の再建、東海汽船や第一生命保険等の設立にも関わった。また教育にも熱心で、自邸を開放し

て幼稚園、小学校を開校、現在の森村学園である。 

大磯は、明治２２年頃神明町（字簾田７１８外）の山手に別荘を建てた。現在、ご子孫が住ま

われている。 

森村勇（六代目市左衛門の弟・豊の三男、日航常務、全日空社長、日本特殊陶業会長）は、大

正５年に簾田の地を相続。昭和１１年町に町営プールを寄付している。 

森村義行（七代目市左衛門（開作）の娘婿・松方正義の１３男）は、昭和１８年西小磯７７４

外に別荘を建てる。昭和２９年木戸幸一に売却している。 

 

３．旧中橋徳五郎邸跡（字簾田７２０外）       （1861～1934）享年７４歳 

  金沢藩士斎藤宗一の五男で文久元年生まれる。東京帝国大学法学部を卒業後、大学院で商法

を専攻する。戦前の官僚、政治家、実業家。号は狸庵。明治３１年に大阪商船社長、日本窒素

肥料会長、宇治川電気社長など歴任する。衆議院議員当選の後、原敬内閣の文部大臣、逓信大

臣を歴任。原内閣時に横浜高等工業学校（現横浜国立大学工学部）等の開校を実現させる。         

大磯の別荘は、明治４３年に高島鞆之助から購入した。昭和１６年に木村大吉へ売却している。

後料亭“あら井”となるが廃業した。 

 

４．旧有村国彦邸跡（字簾田７６９外） 

  薩摩藩の有村俊斎（としなり）（海江田信義）、雄助、次左衛門（桜田門外の変の志士）兄弟の 

 末弟である。西南の役で熊本鎮台の司令官を務める。子爵、陸軍大臣、拓殖大臣、百五銀行頭

取を務める。 

明治２１年に此の地に別荘を構えるが、大正の頃、国太郎のときに山王町 488外の地に移る。

国太郎は庭園を愛し、特に音楽に趣味が深かった。大正５年小学校生徒の中より唱歌の上手な

生徒を集め、鶯啼(おうてい)会を組織し県下各地の音楽会に出場させていた。今日、大磯小学校が

NHK 全国コンクールで日本一を数回獲得したことは、国太郎が大正の初め頃から音楽に力を

尽くした賜物であろう。 
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５．旧三島通庸（みちつね）邸跡（字簾田７６５外）   （1835～1888）享年５３歳 

  薩摩藩士。子爵（明治１５年、福島事件といわれる農民一揆を治めた功により授爵）、警視総

監。明治２１年頃大磯の地に別荘を構える。長男弥太郎は貴族院議員、横浜正金銀行頭取、日

銀総裁となる。徳富蘆花の小説『不如帰』の登場人物・川島武夫のモデルでもある。 

弥太郎の長男・通陽（みちはる）は、幼少時病弱のために大磯で生活し、小学校５年の時大磯小

学校に転校した。長じて章道と号して『寺田屋騒動』『少年団概論』『章道創作全集』等を著述し

た。日本初のボーイスカウトを創設した。通庸の二女峰子は、大久保利通の次男・牧野伸顕に

嫁ぐ、その娘・雪子は吉田茂に嫁いでいる。麻生太郎は玄孫にあたる。 

 

６．西郷従道（つぐみち）邸跡（字坂田山付８４０）  （1843～1902）享年５９歳 

  薩摩藩の下級武士の生まれ。西郷隆盛は実兄。明治の政治家、軍人で、山縣有朋と共に渡欧 

 し、軍政を研究。兄隆盛は征韓論を巡って下野するも、従道は政府にとどまった。西南戦争の

際は、此れに加担せず、陸軍卿代行に就任して政府の留守番役となった。伊藤博文内閣で、数

次にわたり海軍大臣、内務大臣を務め、日本海軍の基礎をつくった。 

大磯では、駅裏８４０番地に２，５００坪の別荘を構えた。 

 

７．旧高木兼寛（かねひろ）邸跡（字簾田７８０外）      （1849～1920）享年７１歳 

  薩摩藩士・高木兼次の長男として生まれる。明治元年２０歳で薩摩藩兵付医師となり、東北

征伐軍に従う。明治８年、英国聖トーマス病院医学校に留学５年、成績最優秀で内外の表彰を

受ける。明治１５年に当時軍隊内部で流行していた脚気が栄養に起因することを実証し、患者

を激減させた。但し当時ビタミンは発見されておらず、後のビタミン B1 の発見まで論争は続

いた。明治１８年（1885）には海軍軍医総監となる。明治２１年（1888）４０歳の時に日本初

の医学博士となる。明治１４年（1881）成医会講習所（現東京慈恵医科大学）を設立、その実

践の場として「有志共立東京病院」（現在「東京慈恵会医科大学付属病院」）を設立した。         

明治２４年に大津事件（露国皇太子襲撃事件）で勅命により、直ちに診療、治療のため西下し

た。 

長男喜寛（よしひろ）医学者の夫人志摩の兄弟は有島武郎、有島生馬、里見弴である。 

８．旧西周（あまね）邸跡（字坂田山付８５１外）  （1829～1897）享年６８歳 

  文政１２年、石見国津和野藩の御典医西時義の長男として生まれる。近くに従甥（いとこおい）

にあたる森鴎外が住む。俊才で幼い頃より儒学を学ぶ。文久２年（1862）には幕命により榎本

武揚らと共にオランダに留学し、法学、経済学、国際法、カント哲学などを学ぶ。帰国後、徳

川慶喜のフランス語の個人教授を仰せつかる。慶応４年（１８６８）幕府目付を拝命、沼津陸

軍兵学校頭取となる。明治３年乞われて明治政府に出仕、兵部省、文部省等官僚を歴任し「軍

人勅諭」、「軍人訓戒」の起草に携わり、軍政の整備とその精神の確立につとめた。明治６年に

は森有礼、福澤諭吉らと「明六社」を結成、啓蒙家として活動した。明治２３年帝國議会開設

に当たり貴族院議員に任ぜられた。 

  明治２５年（1892）６４歳のとき、病のため大磯に移り静養し、５年間を大磯で過ごすも明

冶３０年１月病状が悪化して、６８歳を一期として死去。勲一等瑞宝章・男爵を授けられる。

婦人・升子（ますこ、刀自）は佐佐木信綱と親交があった歌人である。養子である紳六郎（海



4 

 

軍中将）は松本順の姉つる（林洞海夫人）の息子である。 

 

９．旧招仙閣跡（字坂田山付８５１外） 

  旅館招仙閣は峯岸峰太郎が経営、最初は茶屋町で開業したが、明治２４年頃大磯駅裏に移っ 

た。その後客室４０を超える大旅館となった。現在当時の門柱が残っている。伊藤博文が小田

原御幸ケ浜の別荘に赴く途中大磯に立ち寄り、招仙閣に泊まり、夫人梅子の療養にも良いので、

大磯に移るきっかけとなった。この付近の山腹には横穴墓が多くあり、古代の直刀が出土して

いる。 

 

１０．妙大寺（東小磯１９） 

  寛正２年（1461）に日吾聖人の開山である。乗勝山法性院妙大寺、日蓮宗で釈迦如来を本尊

とする。松本順の墓（実弟・林董の筆）、鈴木梅四郎の胸像・顕彰碑、福田恆存墓、樋口季一郎 

 墓等がある。 

 

１１．樋口季一郎（大磯（大磯町役場前）       （1888～1970）享年８２歳 

  兵庫県淡路島の奥濱家（廻船問屋）に生まれ、岐阜、樋口家の養子となる。陸軍士官学校・ 

 陸軍大学校を経て、ウラジオストック、ハバロフスクの特務機関に勤務した。昭和１２年ハル

ビン特務機関長となる。昭和１３年にナチスのユダヤ人狩りからポーランド、シベリア鉄道経

由でオトポールに逃れてきた、多くの凍えるユダヤ難民を人道上満州へ入国させるために、時

の関東軍司令官・東条英機、満鉄総裁・松岡洋右を説得して実現させたのである。その難民た

ちの８割は大連、上海経由で米国に渡り、残り２割は開拓農民として満州に留まった。昭和１

７年、北方軍司令官に着任。孤立していたキスカ島の撤退を敢行、６千人近くの救出に成功し

た。昭和２０年８月１５日敗戦後、武装解除、撤退命令が出ていたが、ソ連軍が占守（しむしゅ）

島に侵攻してきたので、断固反撃を全軍に命令してソ連軍を撃退した。戦後ソ連は樋口を戦犯

に指名したが、ニューヨークに本部を置く世界ユダヤ人協会は“オトポールの恩返し”として

樋口救済運動を起こし、マッカーサー元帥を動かして戦犯にさせなかった。樋口季一郎の名は、

イスラエル共和国のユダヤ人の恩人の顕彰碑である『ゴールデンブック』に“偉大なる人道主

義者・ゼネラル樋口”と刻まれている。 

  終戦後世田谷に住んだが、昭和３４年頃から数年大磯（大磯町役場前）に住み、毎日の散歩

コースの妙大寺が大変気に入りで、生前岐阜にあった墓を大磯妙大寺に移し菩提寺とした。昭

和４５年に亡くなる。 

 

１２．旧鈴木梅四郎邸跡（東小磯字大門）       （1862～1940）享年７８歳 

  文久２年に長野県安茂里（あもり）村（現長野市安茂里）鈴木龍造の次男として生まれた。明治

１４年に上京して慶應義塾で学び、卒業後横浜貿易商組合の顧問、横浜貿易新聞の経営、三井

銀行横浜、神戸各支店長を務め、横浜市発展に寄与した。明治３０年に王子製紙の専務として

東洋一の小牧工場を建設、藤原銀次郎（藤原工大創設者、現慶應義塾大学工学部）に引き継が

せている。明治３４年大磯の自宅に「晩成社」を設けて、中学優等卒業生の中から資金の許す

限り収容、自宅より専門学校に通学させ、大成を期した（２９歳の頃から俸給の２割を割いて

育英事業を立ち上げ、学生を養育した）。境内の胸像、顕彰碑は、その門下生百余名の浄財をも
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って建てられたものである。明治３９年に此の別荘で知人や大磯の名士を招き、盛大な園遊会

を行っている。明治４５年以降衆議院議員に当選５回、犬養毅（木堂）の政友会の幹事長を務

めた。 

  昭和３年に有志と計り大磯研究会を組織し、会長として大磯の遺跡保存、町功労者の顕彰碑

建立。文化、教育、観光事業に尽力した。昭和天皇御大典を記念して大磯小学校に鈴木賞を設

け、学業優秀、品行方正、体格優良な児童５名に毎年腕時計を贈り、教育の振興をはかった。       

昭和４年に松本順先生の謝恩碑建立の募金を行い、照ケ崎海岸に建設した。「松本順先生謝恩碑」 

 の題字は犬養木堂、碑文は鈴木梅四郎である。また大磯小学校校長を助けて、岩崎邸の農場を

譲り受けて運動場の拡張を行った。また千畳敷へのハイキングが多く、楊谷寺谷戸の山水を自

費で鉄管を敷設して水を引き、大磯駅裏の山手を通して千畳敷まで引水して、登山者の用水の

便を計った。この事業は大磯町の観光事業として驚嘆すべきことで、大磯のために大いに尽く

された。昭和１５年４月病を得て永眠。特旨を以て従六位勲三等を賜う。夫人・阿虎（おとら）

は人望があり、妹は大磯婦人会会長を務め、戦中戦後を通じて活動され功績大であった。 

 

１３．旧加藤高明邸（東小磯字宮之上１０１５外）  （1859～1926）享年６７歳 

  万延元年（１８６０）尾張藩士・服部重文の次男として生まれ、長じて加藤家を継いだ。明

治１４年に東京大学法学部第一回卒業生である。卒業後三菱本社に入社し２年後英国に留学、

帰国後は三菱本社副支配人となり、岩崎弥太郎の長女春路と結婚（明治１９年）した。明治２

０年に財界から官界（外務省入省）入り。明治２１年に駐英公使となる。退官後政界に転じ大

隈重信外相の秘書官を務めた後、明治３３年には第４次伊藤博文内閣の外相に就任し、日英同

盟締結に尽力した。明治４１年西園寺内閣外相、大正２年桂内閣外相、大正３年大隈内閣外相

のとき、第一次世界大戦が勃発し、日英同盟により参戦して、日本は世界的地位を高めた。戦

後ヴェルサイユ講和会議（西園寺公望全権委員）で山東半島の継承、南洋委任統治権を得るこ

ととなる。大正５年に憲政会総裁となる。大正１３年に憲政会が第一党となり連立内閣の首相

となる。中国に対しては幣原外交により協調姿勢をとる。大正１４年に単独内閣を組閣して、

普通選挙法、治安維持法（左翼、共産党の取締）を成立させた。また陸軍の軍縮を進める一方

で、陸軍現役将校学校配属令を公布し、中等学校以上における学校教練を創設した（右翼軍国

主義の台頭が始まる）。 

大磯では、明治３５年頃旧松本順の別荘地を買い取り邸内には、英国からバラの苗木を取り

寄せ、見事なバラ園をつくる。庭園の一部に蜜柑の木を植え、紀元節には大磯小学校の児童に

蜜柑を配った。明治４０年に赤星鉄馬、三井養之助ら１６名と、道路改修の指定寄付を行い、

町道（統監道他）の整備に貢献した。大正１５年首相在任中に帝国議会内で肺炎をこじらせて

倒れ、１月２８日亡くなる。 

 

１４．旧松本順邸跡（東小磯字宮ノ上１０１５外）  （1831～1907）享年７６歳 

  佐倉藩（藩主堀田正睦（まさとし）；この時老中で、ハリスより通商条約締結を迫られる）の

奥医師・佐藤泰然（順天堂医院の創設者）の次男として江戸麻布屋敷に生まれる。１８歳のと

きに幕府の医学試験に合格し、将来を嘱望されて幕医松本家の養子となった。安政３年（1856）

に長崎で蘭医ポンペに学ぶ（蘭学医は禁令であったため、海軍伝習生として長崎に行く。文久

元年（1861）に日本初の西洋式病院、長崎養生所を建設して、院長にポンペ、副院長に松本順

が就任した。江戸に帰り幕府の西洋医学所頭取助となり、文久３年（1863）頭取緒方洪庵が没

すると、医学所（西洋医学所を改名、現東京大学医学部）頭取となる。将軍家茂（いえもち）、
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慶喜の侍医を務める。また新選組局長・近藤勇と知り合い、上洛の折には西本願寺・新選組屯

所を訪れ、検診と衛生管理指導を行っている。戊辰戦争では軍医として会津に赴き傷病兵の治

療にあたった。会津落城の後、横浜に帰り着くも官軍に捕縛され、獄舎にあること３年、明治

３年自由の身となる。同年早稲田に最新設備の病院兼塾舎である蘭疇舎を開設した。時の陸軍

の重鎮山縣有朋は西周と相談して（西郷隆盛も賛同）松本順を訪れ協力を要請した。明治６年

（1873）に初代陸軍軍医総監に就任した。明治９年に東京医学校（現東京大学医学部）に迎え

られたエルウィン・フォン・ベルツ博士は肺結核の大気療法を勧めていたが、当時松本順も同

様の考え方を持っていた。明治１８年に軍医総監を退官すると、国民健康増進のために『海水

浴法概説』を出版しその適地として伊豆、小田原、金沢八景、房州などを調査した、松本順の

門下生で大磯の医師・鈴木柳斎や宮代謙吉（旅館主、後に町長、識あり人望もあった）が同志

を募り開設に協力した。また歴代の町長も、大磯の衰退を立て直すべく協力的で、海水浴場開

設の出願は許可された。さらに松本順は伊藤博文に働きかけ、大磯ステーション開設を実現し

た（明治２０年７月１１日）。さらに海水浴客のための、５０室余りの客室を備えた大きな旅館・

禱龍館（館主；松本順、館員；澁澤栄一、佐々木東洋、榎本武揚、安田善次郎等）を開業させ

た。この後、大磯は各界の名士が続々と別荘を構えるようになる。松本順は私財を投じて大磯

の宣伝に務め、明治２３年に歌舞伎役者（尾上菊五郎、市川歌右衛門、市川左團次、市川羽左

衛門等）を自費で大磯に招き海水浴をさせその姿を錦絵に描かせ宣伝した。また河竹黙阿弥に

筆をとらせて曽我物語を題材とした『大磯湯場の対面』、を書き下ろさせて新富座で上演させて

大磯を紹介している。また大磯南本町の菓子舗に名物の虎子饅頭を大量に作らせて東京の知人

に配るなどの努力により、大磯海水浴場は一大ブームとなった。さらに屋敷の近くに牧牛舎を

つくり、健康増進のために牛乳を飲むことを勧めた。当時人々はこれを危険視していたが、市

川團十郎に舞台で飲んでもらい頭髪が赤くならないことを証明してもらったりした。 

  明治２５年に町民感謝の意として小字（宮ノ上）の地、千坪余を贈られた。松本順は大変喜

び早速普請して家族を呼び晩年を過ごされたが、私財は大磯を宣伝するための支出多く家計宜

しからず。明治３５年に負債の整理を三井銀行が行い、加藤高明が買い取った。その後松本順

は小字中尾の山に移り住んだと云われる。明治４０年逝去。町葬となり、勅使を始め各界の名

士数百名が参列し、町民の合掌に見守られ町内を一巡した。 

 （松本順自伝、おおいその歴史外） 

 

１５．高田公園（東小磯字産貫） 

  公園は大磯町の北側、羽白山の中腹（通称 坂田山）にある。相模湾を眼下に眺められる景

勝の地で、高田保の墓碑が、町の有志と友人により三回忌（昭和２９年）に分骨され建立され

た。「海の色は日ざしで変わる」と刻書され、ぶらりひょうたん三冊、筆、仏像と共に埋葬され

ている。 

 

１６．旧高田保邸（東小磯字町屋８８）         （1895～1952）享年５７歳 

  大正、昭和期の劇作家、随筆家。茨城県土浦に生まれる。家は代々土浦藩藩主土屋越前守の

祐筆で、生まれながらにして文筆の家柄であった。俳号は羊軒。早稲田大学英文科卒。演劇活

動に鬼才を発揮、ラジオその他の演出、脚色に腕をふるい、評論家としても名声をはせた。作

品に『生ける人形』『蟹工船』『西部戦線異状なし』など脚本の代表作がある。彼の活躍で特筆 

 すべきは、昭和２０年に東京日々新聞に連載された「ぶらりひょうたん」で、占領下の政治、

経済、社会、文化にわたり、風刺的評論執筆が世の好評を受けたことである。 
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  大磯には、太平洋戦争が激戦を極めていた昭和１８年１１月に内田誠邸（神明町 920 番地）

に越してきた。「いとう句会」仲間の内田誠（明治製菓宣伝部長）の別荘が空いていたためであ

った。ちなみに句会仲間は１６名で、徳川夢声、澁澤秀雄、川口松太郎、堀内敬三、久米正雄

等であった。その後北本町の杉山邸から、昭和２４年に東小磯の家（旧藤村宅）に引っ越して

きた時に、良く片付いた家の押入れに“次にお住まいくださる奥様、御許へ”と表書きされた

包み紙が残されていた。開けてみると新しい障子紙と雑巾、障子を張り替えないで出て行った

ことを詫びた手紙が入っていた。感動した高田保が、前の住人を調べたところ、島崎藤村の奥

方・静子さんであった。この転宅の縁は、天明愛吉の口添えによるものらしい。その後古屋敷

の赤星家から現高田保公園の真下の土地４００坪の土地（東小磯４２５）を買い、谷口吉郎に

設計を依頼したが、その間高田保の病気が重くなり、完成を待たずに昭和２７年に亡くなった。

近くの坂田山にある高田公園に、建築士・谷口吉郎が設計した高田保の墓がある。墓碑には「海

の色は 日ざしで変わる」と刻まれている。大磯では社会教育に力を尽くし、教育委員長も務

めている。その後、家は明るくこざっぱりした家が広い庭に囲まれて建っていて、高田保夫人

綾子さんと妹で養女である信子さんが住んでいた。綾子夫人は昭和５１年、７３歳で亡くなっ

た。 

 （高田保伝 榊原勝著、阿波多羅（二）重田哲三著） 

 

１７．坂田山心中の地 

  心中現場は、高田公園より湘南平方面に約２００ｍ行った地点で、相模湾を一望できる景勝

の地である。昭和７年５月８日調所五郎（慶應義塾大学経済学部３年、２４歳）と湯山八重子

（静岡県御殿場の素封家の令嬢、２２歳）が、叶わぬ恋を儚（はかな）み、この雑木林の中で 

 枕を並べて心中したのである。町の共同墓地に仮埋葬されたが、女の屍体がその夜に何者かに

持ち去られたという、猟奇事件になったのである。屍体は海岸の船小屋の船影の砂の中から発

見された。この事件は、各新聞社の記者が押しかけ連日紙面を賑わせたが、屍体検視医は彼女

は処女であったと発表した。これにより坂田山心中は「天国に結ぶ恋」という題名で、映画化

され大ヒットした。やがて西条八十作詞の同じ題名の歌謡曲が流行った。“今宵名残の三日月も

消えて寂しき相模灘、涙にうるむ漁火にこの世の恋のはかなさよ（略）二人の恋は清かった、

神様だけがご存知よ、死んで楽しい天国で、あなたの妻になりますわ” 

 

１８．御獄（みたけ）神社（東小磯１００６） 

  祭神は日本武尊、彦狭知尊（ひこさしりのみこと）、手置帆負尊（たおきほおいのみこと）の三神で祭日

は毎年９月９日である。日本武尊は東征のときに敵の火攻めに遭い、草をなぎ払い難を逃れた

ので火伏せの神として信仰が厚い。また拝殿内陣の神殿の前に、藤原光長作の御鏡が置かれて

いるが、これは儀礼、呪術に用いられるものである。往時のこの神社で行われたという祈祷や

呪詛（じゅそ）の姿が浮かんでくる。戦前参道の大きな銀杏の幹に注連縄がはられ、丑三つ時に白

装束でこの木に人形を五寸釘で打ちつける呪詛がよくあったといわれる。 

 （伝説） 

   「むかし大磯海岸から鴫立川を千手観音様が小舟でお上りになり、お御獄さんに奉安を望

まれたが、お御獄さんに事情があってかなわず、その時に代わりの宿をご奉仕した家が後

に宮代屋と称したと伝えられる。千手観音様は、海に戻られ高麗山に登られた」とのこと

である。 

  このことからも、御獄神社は高来神社と同じ古い歴史を持つものと思われる。御獄神社は東
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小磯の氏神様で、氏子は神社近くの小字古屋敷などの住人が多く、江戸時代に東海道筋に出て

台町、茶屋町、南本町に移住したが、いまだに御獄神社の氏子で、祭典は台町が斎行し、お守

りしている。境内には南本町に移られた「国よし」の屋敷神であった稲荷社が祀られている。 

 

１９．旧赤星弥之助・鉄馬邸跡（東小磯４２５外） 赤星弥之助（1853～1904）享年５４歳 

                           赤星鉄馬（1883～1951）享年６８歳 

  先代は佐賀藩士であるが、幕末に薩摩藩の傘下に入る。弥之助は嘉永６年鹿児島で生まれ、

後に赤星家の養子となる。樺山資紀とは母方の親戚関係にある。五代友厚に師事して神戸港の

築港工事を引受け、薩摩藩の海軍御用掛りとなる。その後英国のアームストロング社（兵器メ

ーカー、本社マンチェスター）と８年間の代理権を手に入れ、明治政府の御用達貿易商となり

巨万の富を築く。これを以て「道具界の鰐魚（がくぎょ）」（高橋帚庵著『近世移動史』）と称され

るような旺盛なコレクション活動に乗り出した。井上馨、田中光顕と共に三指に入る収集家で

あった。嗣子の赤星鉄馬は古美術に興味を示さず、縁戚の樺山愛輔を通して団琢磨に売却を依

頼、高橋帚庵と共に大正６年入札が実施された。その時の赤星家所蔵品入札売立目録には、『牧

谿（もくけい）の領』、『猿猴（えんこう）』、『政黄牛（せいおうぎゅう）』、『金岡の那智の滝』、『李廸（りて

き）（東山御物）の犬』、『佐理（すけまさ）の書』、『道風の継色紙（つぎしきし）』、『梁楷（りょうかい）の

画』、『馬遠の画』等国宝級が羅列されている。梁楷の『雪中山水』は当時２１万円であり、三

回の売立総額は、5,100千円で、この時期における最大規模の売立であった。 

  明治３７年頃に大磯東小磯４２５外の約１万坪の地にジョサイヤ・コンドル設計の別荘を構

えた。弥之助は妻・静との間に６男６女をもうけた。鉄馬以下５人の息子たちは揃ってアメリ

カへ留学しており、中でも四郎、六郎の兄弟は戦前にゴルフ界で活躍し近代ゴルフの基礎を築

いた。 

 赤星鉄馬・猪一の朝鮮成歎農場経営 

  赤星家は日露戦争で海運事業での功績を認められ、鉄馬・猪一は更に朝鮮半島で農業経営（米

の増産）に努力した。忠清南道成歎駅の近くに水田面積４００ヘクタール以上の農場を開拓し

た。農場の中央の丘の上に赤星邸をつくった。李朝時代，李王家の牧場であった処で、代々の

朝鮮総督の引継ぎは赤星邸の大広間を使用したとのこと、太平洋戦争中は朝鮮軍司令部の軍農

場となっていた。またこの近くは日清戦争時、木口小平が進軍ラッパを死んでも口から離さな

かった激戦地で「ラッパ卒、木口小平」の小さな墓が夏草に埋もれていたそうである。 

 

２０．旧三井養之助（高明）邸跡（東小磯字古屋敷４４３外） （1856～1921）亨年６５歳 

  安政３年、小石川家高喜（たかよし）の三男として京都に生まれ、連家の一つ本村町家の初

代となる。三井家は三井高利を開祖として、男系の本家六家、女系の連家五家からなり、これ

を三井十一家という。明治５年同族５人（高棟他）と共に米国で銀行業を視察。明治９年三井

銀行と同時に開業した三井物産の社主に就任、明治２６年合名会社への改組で社長となった。

また明治１１年渋沢栄一らと東京株式取引所を設立した東京実業界の有力者。 

明治３３年東小磯に別荘を構えた。昭和１８年に樋口勇次郎に売却した。 

 

２１．山下泰裕邸（東小磯６６１）           （1957～   ） 

  昭和３２年熊本県生まれ。日本を代表する柔道家（８段）。ロサンゼルス・オリンピック（1984） 

 無差別級金メダリストとなり、国民栄誉賞受賞。平成２１年東海大学体育部長。平成２３年東
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海大学副学長。ロシアのプーチン大統領（５段）との交流があり、柔道を通し日露の架け橋と

して活躍中。かつて昭和天皇の園遊会では“柔道は骨が折れますか”の問いに“はい、昨年骨

折しました”と答えたエピソードがある。紫綬褒章受章した。 

平成５年（1993）より東小磯に住む。 

 

２２．村上春樹邸（東小磯６６１－９０）        （1947～   ） 

  京都市生まれ。小説家、エッセイスト、ノンフィクション作家、米文学翻訳家。昭和４３年

（１９６８）に早稲田大学第一文学部演劇科に入学。脚本家を目指しシナリオ執筆、新宿でア

ルバイトをしながら歌舞伎町のジャズ喫茶店に入り浸る生活で、大学には殆ど行かなかった。

同級生の高橋陽子と学生結婚する。昭和５４年（１９７９）『風の歌を聴け』（群像、新人文学

賞）で作家デビューし、昭和６２年（１９８７）『ノルウェイの森』で上下４３０万部を売る大

ベストセラーとなる。これをきっかけに村上春樹ブームが起き、国民的作家と目されるように

なった。平成６年（１９９４）の『ねじまき鳥クロニクル』をきっかけに社会問題を真正面か

ら題材にした作品を書くようになり、その後平成１４年（２００２）『海辺のカフカ』など数々

の作品を発表。平成２１年（２００９）エルサレム賞、平成２３年（２０１１）カタルーニャ

国際賞を受賞。一躍ノーベル文学賞の候補と目されるようになった。  

昭和６１年に大磯町東小磯字古屋敷４２４に転居。飛騨高山から移築した古民家に住む。平

成１０年に同じ東小磯字中尾６６１－９０に転居している。そして「今僕は神奈川県の海岸の

町に家を持って東京とこの町を行き来して暮らしているのだが、とても残念なことだが今では

故郷よりも強く故郷を思い出させてくれる。そこにはまだ泳げる海岸があり、緑の山がある。

僕はそういうものを僕なりに護っていきたいと思っている云々」と、心境を発表（『辺境／近境』

（新潮社））している。しかし今は殆ど海外長期滞在での執筆活動である。 

 

２３．善兵衛池  

  湘南平の南麓の水田は、雨水を待つのみで干害に悩まされてきた。三宅善兵衛は自費で溜池

を造った。造築工事は文化１４年（1817）に着手し、約２年間で公費７０余両、人夫延べ１６

００余人かかり、下流の中尾から池見堂に至る約 2.5 ヘクタールの水田を潤すことができた。

文政２年に韮山の代官・江川太郎左衛門から銀５枚を頂き、高札をもって表彰された。善兵衛

はのちに二宮尊徳に師事している。人々から“善人善兵衛”と呼ばれ感謝された。 

 

２４．余綾（よろぎ）の池 

  余綾の池は善兵衛池と山一つ隔てた東側の谷間にある。三宅善兵衛の孫藤兵衛や名主・長島

久左衛門を中心に村民協力して弘化４年（1847）に起工して安政２年に完成した（工費 220両、 

人夫延べ 1,200 人）下流の池見堂まで約 4.3 ヘクタールが灌漑された。藤兵衛は大磯宿の開発

に貢献したので安政４年（1857）領主より脇差、袴着用を許され米七俵を賞与された。 

 

２５．旧三岸節子邸跡（東小磯６１１外）         （1905～1999）亨年９４歳 

  愛知県生まれ、明治、大正、昭和、平成の激動の時代に生き、女性洋画家として初の文化功

労者で。若き天才画家、三岸好太郎と結婚するが、２９歳で夫に先立たれ３人の幼い子供をか

かえて書き続け、戦後「花」の絵で一躍人気画家となった。 
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昭和３９年（1964）軽井沢から太陽の光り豊かな大磯（昭和３８年に東小磯清水６１１外の

土地を購入し家を新築した）に転居した。それまで住んでいた軽井沢での灰色な暗い画風から

一気に明るい太陽の降り注ぐ画風へと変わっていった。そしてこの家を「太陽の家」と名づけ、

「太陽賛歌」シリーズを発表した。後、息子の黄太郎一家と共に２０年余りフランスを中心と

した外国で過ごし、平成元年（1989）８４歳で帰国。終の棲家となった大磯代官山（太陽の家）

に定住（現在子孫が居住）。亡くなる直前まで筆を置かず、新作を生み出し続けた。９３歳『桜

がさいた』は、アトリエ前の山桜を描いたもの。平成１１年（1999）大磯で９４歳の生涯を閉

じた。大磯郷土資料館の東門そばの金龍寺の墓地で眠っている。 

 

２６．旧山下亀三郎邸跡（東小磯５１７外）         （1867～1944）享年７７歳 

  慶應３年伊予国宇和郡河内村の庄屋の子として生まれる。日本の実業家。山下汽船（現商船

三井）、山下財閥創業者。勝田銀次郎、内田信也と並ぶ三大船成金の一人。中学の時に出奔。京

で新島襄の義兄山本覚馬と出会い、勧めで東京に出る。横浜で洋紙売買、石炭産業を経て、明

治３６年海運業に進出。明治４４年、山下汽船合名会社設立。第一次世界大戦の勃発による好

況の波に乗り巨万の富を得る。大正５年には、澁澤栄一らと扶桑海上保険（現三井住友海上）、

浦賀船架（現住友重機械工業）を創立する。 

大磯には、昭和１０年頃東小磯に別荘を建てる。山下は、政界、軍人の大物に広い交際をも

ち宇垣一成大将もここから東京へ通っていたという。又、同郷の秋山真之（日本海海戦の参謀）

と親しく、真之は小田原の山下邸で亡くなった。横浜にある日本最初の臨海公園「山下公園」

は、亀三郎の寄付を基にして開園された。 

 

２７．旧大倉喜八郎邸跡（東小磯） 

  天保８年越後国（新潟県）新発田の名主の三男として生まれる。１７歳の時、江戸に出て鉄

砲商として身を立て、戊辰戦争、台湾出兵、日清・日露戦争の軍需需要で財をなし、後に戦前

の８大財閥の一つの大倉財閥を一代で築き上げた。ホテルオークラ、札幌の大倉山シャンツェ

にその名を残す。事業だけでなく、次世代の人材育成事業にも力を入れ、明治３３年大倉商業

高校（後の東京経済大学）を創立する。 

大磯には明治２３年東小磯の寺内邸付近の土地を借り、別荘を構える。明治４０年頃小田原

に転居した（小田原・板橋の共寿亭（後の割烹旅館「山月」、現在閉鎖中）。 

 

２８．旧住友寛一邸跡（東小磯５０７）            （1896～1956）享年６０歳 

住友財閥１５代当主・住友吉左衛門の長男である。１５代当主吉左衛門（友純（ともいと））は

徳大寺公爵家の出で、実兄に徳大寺実則公、西園寺公望公がいる。寛一は、住友の当主を弟（友

成）に譲り、絵画に傾倒し古美術品の収集家として交際範囲は広く、東洋美術に対する造詣が

深かった。収集した絵画をはじめとする美術品は「泉屋博古館」で展示されている。 

昭和７年に東小磯字池見堂、中尾、東阿波多羅、猪狩の地を求め、池見堂５０７外の地に別

荘を構えた。 
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２９．旧片岡仁左衛門邸跡（東小磯字立野５２６外） 

  安政５年江戸猿若町に８代目片岡仁左衛門の長男として生まれる。本名秀太郎。明治４０年

に１１代目を襲名し、明治から昭和にかけて活躍した芸域の広い歌舞伎役者である。天才肌の

名人で、個性が強く気性が激しかった。 

大磯には明治４４年頃に東小磯に別荘を構えた。 

  １３代目片岡仁左衛門は、安田善次郎の婿養子・善三郎の３男で、１１代目の養子となり、

後に人間国宝に認定された。ちなみにこの１３代目の息子は当代の１５代目片岡仁左衛門（孝

夫）であり、１１代目の養孫にあたる。 

 

３０．一本松稲荷（東小磯字王城ケ谷４０６） 

  昔大きな一本松があったので。此の名がついた。境内には樹齢３００年のタブの大木が瘤状

の地表根を露出している。昼なお暗く大木が群生している。森の中の稲荷社は安田靫彦の設計

により改築されたものである。付近に小田原北条氏の頃大磯を知行していた笠原氏の屋敷があ

った。 

 

３１．旧笠原氏屋敷跡（東小磯字王城ケ谷） 

  小田原北条氏の頃、大磯は笠原氏の知行地（所領）であった（小磯は花木氏の知行地）。笠原

氏は北条氏の有力武将で、文武に優れていて、武蔵の小机城の城主であった。戦国時代は諸国

の豪族により貨幣が鋳造されていた。（甲州金、駿州小判など）。鴻池家の「三貨図彙（い）」に相

模国大磯小判は重さ五匁、金位上々、製作優美、金色古雅、表面は波の図案の中に大磯の刻字

と花押があり、その周りに五三の桐（笠原家の家紋）、七個の極印がある。笠原氏は伊豆衆と云

われ伊豆にも知行地があった。伊豆金山と関係があったのだろう。なお、大磯土（鋳物土）、高

麗前田の鍛冶場跡など考えると、大磯小判は大磯の鋳造と考えられる。 

 

３２．旧安田靫彦邸（東小磯字王城ケ谷３９９外）      （1884～1978）享年９４歳 

  明治１７年、東京日本橋の料亭の四男（本名新三郎）として生まれる。明治３１年に小堀鞆

音の門に入る。明治３４年、東京美術学校日本画科に入るが飽き足らず中退する。その後、岡

倉天心に認められる。院展、文展に出展し、正確な時代考証と解釈のもとに、高雅で洗練され

た格調高い画風で数多くの歴史画等を残した。代表作に『夢殿』、『黄瀬川の陣』、『王昭君』、 

 『飛鳥の春の額田王』等がある。昭和２３年文化勲章を受賞。大正３年、大磯に移住するが、 

 関東大震災で家が倒壊し、その後近くの鈴木由郎の別荘に移り住む。昭和３年１２月、自ら設

計した新居に移る。現在、長男が居住している。昭和５年、初代安田善次郎の追善供養の為、

二代目善次郎の依頼を受け、善次郎別邸の庭園に持仏堂、経蔵、平唐門等の設計、建築監督を

行った。 

  昭和５３年に心不全で永眠。大運寺に五輪塔の墓がある。大磯町の名誉町民である。長男建

一氏の妻・外喜子（1925～2011）は女流画家で舅でもある靫彦の門下生であった。外喜子の『天

使の捧ぐ』の画が大磯町立図書館の二階の壁に掲げられている。また、大磯に住んだこともあ

る、女流画家小倉遊亀は靫彦の門下生であり、作品の構想ができると必ず靫彦のもとを訪れて

指導を仰いだという。遊亀はまた外喜子の師でもあった。 
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３３．旧中村吉右衛門邸（東小磯王城ケ谷３６６）    （1886～1954）享年６８歳 

  初代中村吉右衛門は、明治末から昭和にかけて活躍した歌舞伎の名優であり、六代目尾上菊

五郎と共に「菊吉時代」といわれ近代歌舞伎の全盛時代を築いた一人である。俳句は高浜虚子

の門下生で吉右衛門句集がある。芸術院会員、文化勲章受賞。弟に中村時蔵、十七代目中村勘

三郎がいる、娘婿に八代目松本幸四郎で当代の中村吉右衛門は孫にあたる。 

昭和１２年、別荘「秀山荘」を東小磯に構え１８年まで居住。近くに住む安田靫彦とは同い

年で親友であった。 

 

３４．旧坂西志保邸跡（東小磯字古屋敷４１５外）     （1897～1976）享年７９歳 

  作家、評論家。東京神田に生まれ、小樽で育ち、幼少期に父親から英語を学ぶ。横浜の搜真

女学校英文科を卒業後、東京女子大学入学。中退後、東京学院中等科（現関東学院）の中学校

英語教師となる。大正１１年（1922）アメリカに留学。ホイートン大学、ミシガン大・大学院

で学び、ヴァージニア州ホリンズカレッジの哲学部助教授となる。後に合衆国図書館の日本部

部長を務め、日本文化に関する書籍、資料の収集に当たり２０年間滞在したが、スパイ容疑を

受け、第二次世界大戦の交換船で帰国した。戦後 GHQに勤務。NHK論説委員、中央教育審議

会委員、憲法調査会委員、国家公安委員等を務めた。アメリカ通として外務省関係の仕事が多

く、講演会を各地で行っていた。著書に『古代支那風景画論』、『支那古代美術論』（英文）があ

りロンドンで発行している。 

大磯には昭和２３年（1948）西小磯７５８に初め住んだが、昭和３５年（1960）東小磯古屋

敷４１５に家屋敷を購入した。この家は赤坂の林家という待合の別荘で、明治２２年（1889）

頃江戸数奇屋の大工大金（だいきん）が建てた最後の数奇屋建築であった。多くの粋筋の人が

出入りし、伊藤博文もよく使っていたという。坂西は、川岸の竹林とこの茅葺屋根の家が気に

入って住んだ。吉田五十八により一部改築。古木の梅が点在する庭、草花を植え、裏庭には野

菜を作り、大変な料理上手であったらしい。昭和５１年１月愛猫タローに見守られながら７９

歳の生涯を閉じた。大磯図書館に５千冊もの蔵書を寄贈し、「坂西文庫」と名付けられている。

（『ふるさと大磯』高橋光著、『阿波多羅二』重田哲三著他） 

 

３５．旧石川達三邸（東小磯字古屋敷４１９）      （1905～1985）享年８０歳 

  秋田県横手市生まれ、社会派作家。代表作は、ブラジル移民実態を描いた『蒼氓（そうぼう）』

で第一回芥川賞受賞。日中戦争を現地取材し、残虐性をもつ兵士の本当の姿を伝えようとした 

 作品『生きている兵隊』を初め、『人間の壁』、高度成長期の汚職事件を描いた作品『金環蝕』 

 など、他に青春の生き方や結婚生活の有り様などを描いた作品等がある。 

  昭和６０年（１９８５）東小磯４１９に住まいを構えるが転居寸前に亡くなる。現在御子息

（旺氏、上智大学名誉教授）がお住まいである。 

 

３６．旧樺山資紀邸跡（東小磯字立野５３１外）      （1837～1922）享年８４歳 

  天保８年１１月２日島津藩士・橋本与二郎の三男として生まれる。２７歳の時に樺山四郎左

衛門（薩摩藩家老の家柄）の養子となる。幼少の頃から作法、礼儀、武術、儒学を習い、性格

は朴直剛毅で人情家であった。明治元年に鳥羽伏見の戦いに加わる。明治７年に西郷従道に従
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い台湾征討に参加する。明治１０年西南の役には熊本鎮台谷干城（たにたてき）の参謀長兼衛戍（え

いじゅ）司令官として奮戦し被弾、再度負傷している。その後陸軍少将に昇進するが、海軍に

転じ海軍中将、海軍大臣となる。明治２７年の日清戦争に際し海軍軍令部長となり、現地に行

き、黄海海戦に大勝を博した。明治２８年に海軍大将（西郷従道に次いで二人目）となり、初

代台湾総督、伯爵に任ぜられる。その後松方内閣の内相、山縣内閣の文相を務める。  

大磯には明治２３年頃茶屋町１３１４外（鴫立川の河口）に別荘「二松庵」を建てた。後東小

磯５３１外に茶室風の家を建て、伊藤公より「自然亭」と命名され扁額を頂く。高麗の高来神

社の神額「高来神社」は樺山資紀の明治３０年の麗書である。明治３４年には伊藤公、樺山伯、

町長と話し、大磯小学校を日本初の理想的近代校舎（文部省から専門技師を招き）に建替えた。

また大磯海水浴場入口の左側に立つ御影石の丈余の記念碑は樺山伯の麗書である。「大磯照ケ崎

海水浴場」大正４年５月華山書とある。随筆家白洲正子は、樺山資紀の長男・愛輔伯の次女と

して生まれる。昭和４年、正子１９歳の時、白洲次郎（２７）と結婚。新婚時代の一時期、山側

の別荘の離れで暮らしていた。その後昭和１８年、東京府南多摩郡鶴川村（現町田市）に転居。

古農家を購入し「武相荘」と称す。子孫の紀次（のりつぐ）氏は旧樺山邸の東側の土地に旧邸の大

きな石門を移し居住していたが、近年宅地造成のために御移りになった。 

 

３７．旧寺内正毅邸（東小磯字立野５５８外）       （1852～1919）享年６８歳 

  嘉永５年長州藩士宇多田兵衛の次男として生まれ、後に寺内勘右衛門の養子となり母方の家

名を継ぐ。戊辰戦争に従軍し、後に西南戦争最大の激戦地“田原坂”の戦いで負傷して右手の 

 自由を無くした。日清戦争（明治２８年）に功を立て、以来陸軍における要職を歴任し、明治

３５年に陸軍大臣となる。日露戦争（明治３８年）での功により翌年元帥に昇進する。明治４

３年には初代朝鮮総督となり、大正５年の大隈内閣総辞職後、超然内閣を組閣した。寺内内閣

は大陸の権益の拡大を図ると同時にアメリカの要請によりシベリアに共同出兵したが、国内で

のコメの高騰を招き、大正７年富山の女一揆をきっかけに全国的に米騒動が広がり、その鎮圧

に軍隊を出動させたことで内閣批判の声が高まり、総辞職する。寺内の頭の形が「ビリケン人

形」そっくりだったことから、これに超然内閣の「非立憲（ひりっけん）」をかけて「ビリケン内

閣」と呼ばれた。資性厳謹、君国の為に至誠を以てその職に殉じた人であり、山縣→桂→寺内

と続く陸軍を指導した長州閥の領袖であった。大正８年東京麻布にて６８歳で永眠した。 

  大磯では、大正７年に東小磯字立野５５８外に別荘を構えた。現在は子孫が居住。生前には

大磯小学校に国旗の額を寄贈され、児童に愛国の精神を説かれた。また未亡人は、同邸の貴重

な新羅の土器１０種を大磯小学校に寄贈された。正毅の長男寿一（ひさいち）は、明治１２年に東

京麻布で生まれた。陸士、陸大を卒業して、昭和１０年に陸軍大臣となる。その後教育総監、

北支方面軍司令官を歴任した。太平洋戦争では、南方方面最高司令官となり、陸軍元帥に昇進。

終戦によりシンガポール抑留中に病に倒れ翌２１年６月その生涯を閉じる（1879～1946）。親

子での陸軍元帥は初めてである。 

  ※超然内閣：明治憲法下に政党政治を否認し、官僚、藩閥により組織された内閣。 

  ※ビリケン人形：１９０８年にアメリカの芸術家フローレンス・プリッツが制作した像で、 

          「幸福の神様」として世界中に広まった。日本では大阪・通天閣にあるも

のが有名である。 

 

３８．旧木戸幸一邸跡（西小磯字古屋敷７９２外）     （1889～1977）享年８８歳 

  東京赤坂に侯爵・木戸孝正（木戸孝允の養子、妹・治子の長男）の長男として生まれる。東
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京帝国大学卒業後、農商務省に入る。文相、厚相を歴任後１９４０年内大臣に就任。西園寺公

望没後内閣改造の権限を元老から内府に移し、近衛、東条を首相に推挙した。ポツダム宣言受

諾にも深く関与する。戦後の極東裁判に提出された『木戸日記』の著者。妻ツルは、伯爵児玉

源太郎の四女。幸一の三女和子（井上）は、現皇后の女官長を務めた（1990～2004）。 

大磯には昭和２９年森村義行氏から古屋敷の土地を購入し居住した。 

 

３９．旧獅子文六邸跡（西小磯字古屋敷７７２外）     （1893～1969）享年７６歳 

  本名岩田豊雄、演出家、小説家、劇作家、９歳の時に父（豊前・中津藩士、絹貿易商）を亡

くす。慶応大学に入るも文学に耽り中退した。２８歳の時に父の遺産でヨーロッパに留学し、

演劇を勉強する。フランス人・マリー・ショウミーと結婚、帰国後長女・巴絵を得る。昭和８

年に明大文芸科講師となる。妻は病死。その後富永シヅコと再婚し、娘を育てる経緯が私小説 

 『娘と私』となる。ペンネームは、「四四＝十六」にかけて、“文豪ならぬ 文六”とした。昭

和１２年に久保田万太郎と劇団文学座を興す。 

昭和２５年４月から３３年１２月に転出するまで大磯に住んだ。大磯に別荘があった吉川幸

子（きっかわゆきこ）と三度目の結婚をする。幸子は旧岩国藩主吉川家の一族、吉川重吉の娘で、紹

介者は坂西志保で、見合いの場所は樺山愛輔邸（幸子と白洲正子とは幼馴染）、仲人は澤田廉三・

美喜夫妻。主な作品は、『悦ちゃん』、『娘と私』（NHK 朝ドラの第一回目）、『てんやわんや』、

『自由学校』、（西小磯の祭囃子などを、取入れてある）、『やっさもっさ』は毎日新聞に連載、

『アンデルさんの記』（近くに住むメンデルソンが主人公）を『主婦の友』に連載している。昭

和３８年に日本芸術院賞、昭和４４年に文化勲章を受賞している。昭和４４年に７６歳で亡く

なる。 

 

４０．白岩神社（西小磯） 

  祭神はイザナギ、イザナミの尊で、社は現在地より東方にあった。祭日は３月第一日曜日で

ある。後ろの山肌に白い岩肌が所々にみえるが、この山を御神体として崇拝していた。そして

祭神は白馬にまたがりあらわれる十二所大明神と称され、江戸期末まで十二所権現社（御朱印

地）と称されていた。寛永年間に東海道が出来て此の近く住民は東海道沿いに移されている。

明治の神仏分離政策後、白岩神社と称された。 

境内に伊藤博文公の謝恩碑が部落内有志により建てられている。伊藤公は滄浪閣からよくお

参りに来られたという。神社の裏山に曽我五郎の力石があり、五郎が谷戸観音の場所（約１ｋ

ｍ程の距離）まで、大石を投げ飛ばしたと云われ、その時についた足形が残ったとされる石が

ある。 

（祭礼の行事） 

  白岩神社には社人が１３人いる。祭日の宵宮の朝、社人は海水で身を清め当日に備える。当

日の正午、社人一同羽織、袴、白足袋姿で集まり、頭屋（当番の家）から神に七十五膳のお供

え（海、山の幸を長持に入れて持参）をする。そして巫女（小学生）の「浦安の舞」が奉納さ

れる。午後流鏑馬の一形式である歩射（びしゃ）（オビシャと称されている）が行われる。歩射の

行列の先頭は御幣かつぎで、太鼓、弓持ちと続く。行列の人は半紙を三角に折って口にくわえ

て歩き、境内に作られた的の周りを右に３回廻ってから的に向かい、一の矢を射る。二の矢は

恵方（えほう）に向かって射る。一の矢は作物を害する鳥の目を射て、二の矢は悪魔を退散さ

せる行事である。 
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４１．旧井上準之助邸（西小磯８５５外）        （1869～1932）享年６３歳 

  明治２年、大分県日田市の造り酒屋の五男として生まれる。横浜正金銀行頭取、日銀総裁、

大蔵大臣を務める。昭和７年２月から３月にかけて右翼の血盟団員（井上日召グループ）によ

り、井上準之助蔵相、団琢磨（三井財閥理事長）が暗殺された。同年５．１５事件により犬養

毅首相も暗殺されている。軍人による国家改造運動の始まりである。これにより政党内閣は終

焉し、太平洋戦争終結まで続くのである。井上準之助の長男・五郎の妻・和子は木戸幸一の娘

で、現皇后の女官長であった。皇后は親しく当家を度々訪れている 
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