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受講者募集

５月３０日(土)講
座
日
程

郷土森町の幕末から昭和にタイムスリップ

三木の里歴史さんぽ

～幕末明治期の幕臣・政治

家/勝海舟の父～

森町ゆかりの作家

中村真一郎
森町の鋳物師

山田七郎左衛門

第１回

森町にやってきた

喧嘩侍 勝小吉

～森町出身の小説家・文芸

評論家のおはなし～

第２回 第３回

～浜松竜禅寺の梵鐘を手掛けた

七郎座衛門のおはなし～

主 催 森町立図書館（森町教育委員会社会教育課）

講師：松本茂 先生

～８年前に退職したのを

機に、両親の故郷である

森町の郷土史に興味を

持ち、森町の歴史研究に

取り組む～

伊豆文学賞の最優秀賞

受賞作である「鋳物師山

田七郎左衛門」は、江戸

時代から森町に代々続く

鋳物師の家に生まれた

山田信介の生涯を史実

を中心に描いた作品～

松本 茂 先生
（浜松市在住／元県立高校

長／浜松史跡調査顕彰会会

員／第21回伊豆文学賞「小

説・随筆・紀行文部門」最

優秀賞受賞者）

講 師

森町立図書館では、地域の歴史・文化・産業のほか、

本との関わり方など幅広いテーマの教養講座を開催し

ます。館内資料を活用することでさらに知識が深まり、

学ぶ楽しさを味わえる内容です。今回は、森町の幕末か

ら昭和にかけての歴史研究に取り組む松本茂先生をお

招きします。皆さん、是非ご参加ください。

7月１１日(土) ９月１９日(土)

森町立図書館講座

【第1回講座】森町にやってきた

喧嘩侍 勝小吉

令和２年５月３０日（土）

１３：３０～１５：３０
【場 所】文化会館第１会議室

【対 象】一般

【定 員】３０名（要申込・先着順・参加費無料）

【申 込】電話／ＦＡＸ／来館にて受付
※ＦＡＸにてお申込みの方は、チラシ裏面の申込用紙

をご利用ください。

【お申込み・お問い合わせ】

森町立図書館管理係

電 話：０５３８－８５－１１１３

ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０



お名前 電話番号

（例）　　森町　花子　　　　 ０５３８－８５－１１１３

森町立図書館講座

三木の里歴史さんぽ

送信先 森町立図書館
ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

山岡鉄舟、高橋泥舟とともに「幕末の三舟」の一人として知ら

れた勝海舟は「江戸城無血開城」に成功し、明治新政府で活躍

した偉大な政治家。一方、海舟の父である小吉は無役の旗本

で、学問を好まずに喧嘩ばかりしていた無頼者。そんな小吉が

あるとき、遠州の地・森にぶらりとやってきた・・。

晩年に小吉が書き記した「夢酔独言」をもとに、古着商いが盛

んで賑わいのあった当時の森町民との交流を探ります。

森町にやってきた喧嘩侍 勝 小吉

FAX 用申込書

第１回講座



ｐｒｏｆｉｌｅ

受講者募集

５月23日(土)
3月15日～受付

講
座
日
程

郷土森町の幕末から昭和にタイムスリップ

三木の里歴史さんぽ

～幕末明治期の幕臣・政治

家/勝海舟の父～

森町ゆかりの作家

中村真一郎
森町の鋳物師

山田七郎左衛門

第１回

森町にやってきた

喧嘩喧嘩侍・勝小吉
～森町出身の小説家・文芸

評論家のおはなし～

第２回 第３回

～浜松竜禅寺の梵鐘を手掛けた

七郎座衛門のおはなし～

講師：松本茂 先生

～８年前に退職したのを

機に、両親の故郷である

森町の郷土史に興味を

持ち、森町の歴史研究に

取り組む～

伊豆文学賞の最優秀賞

受賞作である「鋳物師山

田七郎左衛門」は、江戸

時代から森町に代々続く

鋳物師の家に生まれた

山田信介の生涯を史実

を中心に描いた作品～

松本 茂 先生
（浜松市在住／元県立高校

長／浜松史跡調査顕彰会会

員／第21回伊豆文学賞「小

説・随筆・紀行文部門」最

優秀賞受賞者）

講 師

山田七郎左衛門

令和２年９月１９日（土）

１３：３０～１５：３０
【場 所】文化会館第１会議室

【対 象】一般

【定 員】３０名（要申込・先着順・参加費無料）

【申 込】令和２年７月１５日(水)９：００～

電話かＦＡＸ、来館にて受付
※ＦＡＸにてお申込みの方は、チラシ裏面の申込用紙

をご利用ください。

【お申込み・お問い合わせ】

森町立図書館管理係

電 話：０５３８－８５－１１１３

ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

森町立図書館では、地域の歴史・文化・産業のほか、本

との関わり方など幅広いテーマの教養講座を開催します。

館内資料を活用することでさらに知識が深まり、学ぶ楽し

さを味わえる内容です。今回は、森町の幕末から昭和に

かけての歴史研究に取り組む松本茂先生をお招きします。

皆さん、是非ご参加ください。

7月25日(土)
5月15日～受付

9月19日(土)
7月15日～受付

森町立図書館講座

【第３回講座】森町の鋳物師

主 催 森町立図書館（森町教育委員会社会教育課）



お名前 電話番号

（例）　　森町　花子　　　　 ０５３８－８５－１１１３

森町立図書館講座

三木の里歴史さんぽ

送信先 森町立図書館
ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

森町ゆかりの作家 中村真一郎

FAX 用申込書

第２回講座

小説・評論・詩作と多岐にわたる才能を発揮し、数々の作品を

残した森町ゆかりの作家・中村真一郎。森町の母方の実家で

育てられた真一郎は、私の履歴書(1997年出版)の中で、侠名・

中屋豊吉の名で知られ、森町で影響力を誇ったと曾祖父の思

い出を綴っています。

曾祖父・豊吉とはどんな人物か？真一郎が森町で過ごした幼

少期とは？当時の記録からその人物像に迫ります。
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受講者募集

５月23日(土)
3月15日～受付

講
座
日
程

郷土森町の幕末から昭和にタイムスリップ

三木の里歴史さんぽ

～幕末明治期の幕臣・政治

家/勝海舟の父～

森町ゆかりの作家

中村真一郎
森町の鋳物師

山田七郎左衛門

第１回

森町にやってきた

喧嘩喧嘩侍・勝小吉
～森町出身の小説家・文芸

評論家のおはなし～

第２回 第３回

～浜松竜禅寺の梵鐘を手掛けた

七郎座衛門のおはなし～

講師：松本茂 先生

～８年前に退職したのを

機に、両親の故郷である

森町の郷土史に興味を

持ち、森町の歴史研究に

取り組む～

伊豆文学賞の最優秀賞

受賞作である「鋳物師山

田七郎左衛門」は、江戸

時代から森町に代々続く

鋳物師の家に生まれた

山田信介の生涯を史実

を中心に描いた作品～

松本 茂 先生
（浜松市在住／元県立高校

長／浜松史跡調査顕彰会会

員／第21回伊豆文学賞「小

説・随筆・紀行文部門」最

優秀賞受賞者）

講 師

中村真一郎

令和２年７月１１日（土）

１３：３０～１５：３０
【場 所】文化会館第１会議室

【対 象】一般

【定 員】３０名（要申込・先着順・参加費無料）

【申 込】令和２年５月１５日(金)９：００～

電話かＦＡＸ、来館にて受付
※ＦＡＸにてお申込みの方は、チラシ裏面の申込用紙

をご利用ください。

【お申込み・お問い合わせ】

森町立図書館管理係

電 話：０５３８－８５－１１１３

ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

森町立図書館では、地域の歴史・文化・産業のほか、本

との関わり方など幅広いテーマの教養講座を開催します。

館内資料を活用することでさらに知識が深まり、学ぶ楽し

さを味わえる内容です。今回は、森町の幕末から昭和に

かけての歴史研究に取り組む松本茂先生をお招きします。

皆さん、是非ご参加ください。

7月25日(土)
5月15日～受付

9月19日(土)
7月15日～受付

森町立図書館講座

【第２回講座】森町ゆかりの作家

主 催 森町立図書館（森町教育委員会社会教育課）



お名前 電話番号

（例）　　森町　花子　　　　 ０５３８－８５－１１１３

森町立図書館講座

三木の里歴史さんぽ

送信先 森町立図書館
ＦＡＸ：０５３８－８４－００３０

近世を通じ、遠江・駿河両国の鋳物師を支配したのが、森町

の山田七郎左衛門家です。山田家は、徳川家康から御朱印状

を与えられて、代々山田七郎左衛門を名乗りました。家康の側

室となった茶阿局は山田家の女性です。今回は、浜松竜禅寺

の梵鐘を手がけた七郎左衛門にスポットを当て、隆盛を極めた

森町の鋳物師の世界にタイムスリップします。

森町の鋳物師 山田七郎左衛門

FAX 用申込書

第３回講座


