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今年は川崎市市民ミュージアムにとって 20 周
年にあたる記念すべき年です。開館当初から勤務
していた私にとっては長かったようでもあり、あ
っという間に過ぎていったようでもある 20 年間
でした。 
 この間、市民ミュージアムも決して順調な時ば
かりではなく、入場者減などの諸 
問題が浮上して改革に着手し、現 
在もその最中にあります。紆余曲 
折はあったものの何とか成人式を 
迎えることができたといったとこ 
ろでしょうか。しかし、過去の思 
い出に浸る余裕はまだまだありま 
せん。今後、市民ミュージアムが 
末永く活動を継続し、市民や来館 
者に支持されるためには何が必要 
なのかを見極めるための努力をし 
ていかなくてはならないからです。 

とりわけ、展示はミュージアム 
に関心を持ってもらい、足を運ん 
でいただくためのきわめて重要な 
事業です。その成否は館の評価に 
直結しているといっても過言ではありません。 
そうしたこともあり、20 周年を迎えて自分なり
に今後の展示活動についてあらためて考えてみ
た次第です。 
市民ミュージアムでは開館以来、数多くの企画

展示を行ってきました。そのなかには新聞社など
が立ち上げ全国を巡回する巡回展とミュージア
ム独自で構築した展覧会とがあります。 

 

■エアロビクス教室  ・各 40 名 
・初心者クラス  ・ステップアップクラス 
・11/19～3/9(毎週月曜・全 8 回) ・5,600 円

■気功太極拳教室   ・各 40 名・7,000 円 
・基礎コース 1/13～3/17(毎週火曜日・全 10 回)
・実践コース 1/ 7～3/18(毎週水曜日・全 10 回)

■ヨーガ教室   ・各 40 名 
・A クラス ・B クラス 
・1/13～3/17(毎週火曜・全 10 回) ・7,000 円 

 
 
大規模な展覧会などは費用の関係から巡回展を
持って来るしかありません。こうした展覧会は話
題性があるものも多く来館者数も期待できます
が、各地を巡回するために企画されたもので、館
の独自性は希薄になってきます。いっぽう、独自
の企画展は館の独自性は強くアピールできるも

のの事前の調査や研究が不可欠
で無事に展示まで辿りつくには
時間も必要となってきます。こ
うした諸条件を勘案しながら年
度ごとの企画展を決定している
のが現状といえます。 

では将来的にはどのように考
えるべきでしょうか。私見では
キラリと光る独自の展覧会を構
築し、それが評価を受けて来館
者増にもつながるといった状況
が理想といえます。川崎市は多
摩川をはさんで東京に向かい合
い、美術館や博物館の激戦地の
真っ只中に位置しています。 

そのなかで 20 年後、30 年後に
生き残るには他の博物館や美術館ではやってい
ない企画で独自性をアピールしていくべきだろ
うといえます。それには長期的スパンにたった視
点が不可欠であり、20 周年を契機にそのあたり
の議論を深めていけたらと思っています。 

（川崎市市民ミュージアム 学芸室長 湯本豪一）
 

川崎市市民ミュージアム開館 20 周年を迎えて  ──今後の展示活動に思うこと──
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11 月 15 日(土)  10 時～15 時

雨天時は翌１６日(日) 

フリーマーケット 

会場： 
川崎市生涯学習プラザ

川崎市生涯学習財団地域ふれあい事業 

かわさき市民アカデミー 学園祭 
11 月 15 日(土)・16 日(日)  ９時～1６時

講演「サッカーを通してのまちづくり」

記念講演「市民大学の歴史を語る」 
シンポジウム「アカデミーの現状と将来」

「川崎学・地域フォーラム」等々

●応募期間 11/25(火)～12/5(金) (必着)
●問い合わせ 電話 044 – 733 – 5894 

川崎市生涯学習財団 事業推進室

 



 
 
－ 紅葉の阿夫利神社へ ― 

 溝口からの道中は、ねもじり坂、小台坂、うとう坂な
ど、坂の連続で多摩丘陵の起伏に富んだ地形を感じさせ
られます。宅地開発が進んで、江戸時代の遺構は殆んど
残っていません。鷺沼二丁目交差点を左に入った持田春
吉さん宅前に保存されている『右 王禅寺 左 大山街道 
文化 2 年』と記された馬頭観音に、かろうじて昔の面影
をしのぶことができます。 

荏田から長津田を通り、 
東名入口を過ぎるとまもな 
く旧下鶴間宿に入ります。 
ここには矢倉沢往還の宿場 
時代のものとして現存する 
唯一の商家建築、旧小倉家 
の住宅母屋と土蔵が再現さ 
れた『下鶴間ふるさと館』があります。母屋は安政 3 年
(1856 年)に建てられたものです。 

鶴間からさがみ野駅を過ぎ海老名 
に入り、国の重要文化財に指定され 
ている梵鐘のある国分寺を右に見て、 
小田急線の跨線橋や相模線の踏切を 
渡り、直進すると間もなく厚木の渡 
し場跡に着きます。河畔公園には 
『相模川八景の碑』と『伊能忠敬測 
量隊の渡岸地』があります。渡辺崋 
山もここを渡って厚木宿の万年屋で 
2 泊したと『遊相日記』に書かれています。ここからは
姿形の美しい大山が一段と大きく見えます。 

厚木から愛甲・旧糟屋宿を経るといよいよ矢倉沢往還
から大山への分かれ道の咳止め地蔵となります。東名高
速道下のトンネルをくぐり、洞昌院、這子坂、三の鳥居を
過ぎるとその先は門前町となり先導師旅館が続きます。 

阿夫利神社社務局、豆腐坂、こま参道の石段を通り過
ぎると、ケーブル追分駅です。追分から右の道は『男坂』、
左に進むと『女坂』で、40～50 分で下社となります。ケ
ーブルカーの途中の不動前駅で降りると関東三大不動尊
と言われる大山寺があります。秋には素晴らしい紅葉が
見られ、今年は 11 月 22 日～30 日までの土・日・祝日に
ライトアップされる予定です。 

下社から 1 時間ほど、本坂と呼ばれる急階段を上がる
と関東総鎮守の神として崇敬される阿夫利神社本社に到
着します。1252ｍの山頂からは晴天であれば眼下に相模
平野、遠くは江ノ島、伊豆諸島まで一望できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

各事業の詳細については、各施設までお電話でお問い合わせいただくか、チラシや各施設の 
ホームページをご覧ください。 

 指 定 管 理 施 設 か ら の ご 案 内 
青少年の家     044(888)3588 

http://homepage3.nifty.com/seisyounen-ie/ 
◆こどもエコチャレンジクラブの活動 

全 12 回にわたって、環境について体験学習を
通して仲間つくりをするクラブは、5 回まで
が終わりました。この後の予定は・・・ 
6 回 11/3(月/祝) ポスター作り・さつま芋掘り
7 回 12/6(土)7(日) 壁新聞作り・フェスタ準備
8 回 1/12(月/祝) 餅つき・ゲーム 

 子ども夢パーク      044(811)2001 
http://home.h00.itscom.net/yumepark/ 

◆『こどもゆめ横丁』 
11/3（月祝）10 時半～15 時 
すべてが子どもたちの手づくり。 

◆『夢パーク野球大会』無料(9 時夢パーク集合)
11/15(土)･12/20(土)9 時～12 時(雨天中止)  

◆手遊びと読み聞かせ（素話もあり） 
11/11(火)・17(月)、12/9(火)・15(月) 
いずれも 11 時～11 時半【無料】 

◆『親子でもっと遊ぼう会』 
  各日とも 10 時半～13 時ごろ【申込み不要】

11 月 10 日・12 月 8 日・22（月） 

 宮前スポーツセンター  044(976)6350 
http://miyamaesc.web.fc2.com/index.html 

◆第３期スポーツ教室の紹介 
 １２月２日（必着）まで第３期スポーツ教室
の募集をしています。第３期で募集する教室は
「卓球」「パワーヨガ」「ヨガ」「ピラティス」「バ
ドミントン」「親子スポーツ」です。詳細につい
てはお問合せ下さい。 
 また、募集終了後は教室の見学ができます。
次回の参加へ向けて実際に教室の内容や雰囲気
を見て厳選してみてはいかがでしょうか？ 

 麻生スポーツセンター    044(951)1234 
http://homepage2.nifty.com/asasupo/ 

◆冬のスポーツ教室生徒募集！ 
申し込みは往復はがき 12/17 必着 

★バウンドテニス教室（全１０回） 
1/8～3/12(毎週木曜) 10:00～11:30 
15 歳以上、50 名 受講料 5,000 円 

★ストレッチ体操教室（全１０回） 
1/7～3/18(毎週水曜) 14:00～15:30(2/11 休み)
15 歳以上、40 名 受講料 5,000 円 

■パソコン教室  (11 月 12 月開講の講座)
・ワードで作る年賀状 (11/28) (12/11) 
・デジカメ入門(11/27) ・ビデオ編集(11/14) 
・ワード初級)・エクセル初級・エクセル中級 
・パソコン入門・パソコンステップアップ 
・ゆっくりじっくりシリーズ  ☎ 733-5894 

■陶芸教室  ●申し込みは『往復はがき』で!!
・水曜コース 1/ 7 ～3/25(毎週水曜日・全 12 回)
・土曜コース 1/10～3/28(毎週土曜日・全 12 回)
◎各コース共 てびねりｺｰｽ 15 名 31,100 円
      電動ロクロｺｰｽ 10 名 37,100 円
●申込締切 12/5(金)必着 多数の場合は抽選 

大山街道ふるさと館   044(813)4705  http://furusatokan.web5.jp/ 
■明治の民活(規制緩和)の話  今年の夏、特別企画展「大山街道の生活Ⅰ」を開催しました。二子・溝

口は、明治時代になり東海道の交通が整備され、物資の集散地や流通の拠点でもなくなっていきました。そ
こで地元の人たちが、神奈川県に「自分たちで人と荷車の通行料をとって橋を造るから許可して欲しい」旨
の「願」を明治 8 年出しましたが、つれなくＮＯの返事でした。もし許可されていれば明治の民活でした。
二子・溝口のその後も変わっていたでしょう。ちなみに二子橋は大正 14 年に架橋されています。 

大山を望む


