
「かながわの正月―よい年になりますように―」出品目録

資料名称(＊＝写真パネル展示) 数量 使用地／撮影地 製作年代／撮影 所蔵

1 道祖神に納められた煤払いの竹と正月飾り＊ ― 秦野市堀山下 平成31（2019）年1月2日撮影 神奈川県立歴史博物館

2 歳の市のチラシ 1 厚木市 昭和25（1950）年 個人

3 歳の市のチラシ 1 厚木市 昭和28（1953）年 個人

4 オザッキ 一式 二宮町山西 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

5 供え物をのせたオザッキ＊ ― 平塚市吉際　 昭和55（1980）年1月7日撮影 神奈川県立歴史博物館

6 だるま市＊ ― 小田原市飯泉 令和元（2019）年12月17日撮影 個人

7 開眼しただるま 1 小田原市飯泉 令和元（2019）年 個人

8 絵ビラ 1 相模原市緑区中野 明治33（1900）年頃 個人

9 絵ビラ 1 秦野市 明治45（1912）年頃 個人

10 絵ビラ 1 愛川町田代 大正7（1918）年頃 神奈川県立歴史博物館

11 九星の暦（明治三十五年御重宝） 1 厚木市 明治34（1901）年 あつぎ郷土博物館

12 九星の暦（明治三十八年九星表） 1 厚木市 明治37（1904）年 あつぎ郷土博物館

13 九星の暦（明治四十三年九星便） 1 厚木市 明治42（1909）年 あつぎ郷土博物館

14 九星の暦（大正二年九星早見） 1 厚木市 大正元（1912）年 あつぎ郷土博物館

15 九星の暦（大正十二年農家必要九星表） 1 厚木市 大正11（1922）年 あつぎ郷土博物館

16 九星の暦（昭和九年運勢之暦） 1 厚木市 昭和8（1933）年 あつぎ郷土博物館

17 九星の暦（昭和十年九星便） 1 厚木市 昭和9（1934）年 あつぎ郷土博物館

18 九星の暦（昭和十二年御重宝） 1 厚木市 昭和11（1936）年 あつぎ郷土博物館

19 九星の暦（昭和十四年御重宝） 1 厚木市 昭和13（1938）年 あつぎ郷土博物館

20 九星の暦（昭和十八年略本暦） 1 厚木市 昭和17（1942）年 あつぎ郷土博物館

21 松竹梅の門松＊ ― 横浜市保土ケ谷区星川 平成28（2016）年12月30日撮影 神奈川県立歴史博物館

22 樒の門松＊ ― 秦野市堀山下 平成31（2019）年1月2日撮影 神奈川県立歴史博物館

23 トシガミの棚 1 相模原市緑区与瀬 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

24 巣ごもり松 1 相模原市緑区佐野川 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

25 荒神注連 1 横浜市保土ケ谷区二俣川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

26 サンマタ 1 三浦市南下浦町金田 昭和41（1966）年頃 神奈川県立歴史博物館

27 フネ 1 三浦市南下浦町金田 昭和41（1966）年頃 神奈川県立歴史博物館

28 クバリ飾り 1 藤沢市遠藤 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

29 正月飾り 1 藤沢市遠藤 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

30 天照大神とトシトクジン様のお飾り 1 大和市深見 平成15（2003）年 大和市つる舞の里歴史資料館

31 大神宮様の正月飾り（複製） 1 大和市下鶴間 ― 神奈川県立歴史博物館

32 正月飾り 1 愛川町田代 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

33 トシガミ 1 秦野市三廻部 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

34 フネ 1 真鶴町岩 昭和40（1965）年 神奈川県立歴史博物館

35 トシガミの注連 1 箱根町仙石原 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

36 トシガミ棚飾り 1 箱根町仙石原 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

37 輪飾り 1 箱根町仙石原 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

38 仏の注連 1 箱根町仙石原 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

39 エビスの注連 1 箱根町仙石原 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

40 神棚の正月飾り＊ ― 平塚市吉際 昭和55（1980）年1月7日撮影 神奈川県立歴史博物館

41 トシガミ（模造） 1 藤沢市遠藤 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

42 正月飾り 一式 横浜市保土ケ谷区星川 令和2（2020）年 個人

43 餅つき＊ ― 横浜市神奈川区菅田 昭和53（1978）年撮影 神奈川県立歴史博物館

44 蒸籠 1 海老名市河原口　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

45 杵 1 伊勢原市坪ノ内 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

46 臼　 1 （不明） （年代不明） 神奈川県立歴史博物館

凡例
○本展は、令和2（2020）年12月12日～令和3（2021）年1月24日に神奈川県立歴史博物館が開催する特別展「かながわの正月－よい年になりますように－」の出品資料目録で
ある。
○本展は、神奈川県内の代表的な正月の事例を中心に取り上げている。
○資料番号は図録の番号とは一致するが、展示の順序とは異なる場合がある。
○「年神」「歳神」、「恵比寿」「恵比須」など、複数の漢字表記があるものや、「ドンド（焼き）」「サイト（焼き）」「セイト（焼き）」など地域の呼称などは、カタカ
ナで表記した。
○本展では「サエイノイカミ」「サイノカミ」「セイノカミ」「ドウロクジン」などの呼称は、原則「道祖神」と統一して表記した。
○文化財指定略記号は、□＝県指定文化財、〇＝市町村指定文化財を示し、本展に出品する資料に表示した。

【1　大正月を迎える】
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資料名称(＊＝写真パネル展示) 数量 使用地／撮影地 製作年代／撮影 所蔵

47 鍬神様＊ ― 相模原市緑区佐野川 昭和51（1976）年1月1日撮影 神奈川県立歴史博物館

48 ウナイゾメ＊ ― 相模原市緑区佐野川　 昭和51（1976）年1月撮影 神奈川県立歴史博物館

49 道祖神に納められた人形＊ ― 秦野市堀山下 平成31（2019）年1月2日撮影 神奈川県立歴史博物館

50 幣束 1 横浜市磯子区峯 昭和時代 神奈川県立歴史博物館

51 厄神のトシヤド 1 三浦市南下浦町金田 昭和30（1955）年頃　 神奈川県立歴史博物館

52 厄神のトシヤド 1 三浦半島南部 昭和時代中期か 神奈川県立歴史博物館

53 厄神の棚 1 相模原市中央区田名 昭和45（1970）年頃　　 神奈川県立歴史博物館

54 初詣のパンフレット 1 ― 昭和16（1941）年　 神奈川県立歴史博物館

55 正月の膳（複製） 一式 山北町中川 ― 神奈川県立歴史博物館

56 正月用の箸 二組 横須賀市久比里 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

57 七つ鉢 一式 横浜市南区南太田 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

58 年賀切手「うさぎと少女」 一式 ― 昭和26（1951）年 個人

59 年賀切手「竹蛇」 一式 ― 昭和52（1977）年 個人

60 「竹蛇」の切手が貼られた初日カバー 1 ― 昭和52（1977）年 個人

61 寄附金付お年玉付年賀50円郵便切手「相模土鈴頭竜」 1 ― 平成24（2012）年 個人

62 □荒神の供え物 1 三浦市初声町三戸 昭和40年代 神奈川県立歴史博物館

63 □荒神の供え物 1 三浦市諏訪町 昭和40年代 神奈川県立歴史博物館

64 荒神の供え物 1 横浜市戸塚区笠間 昭和50年代 神奈川県立歴史博物館

65 □荒神の供え物 1 川崎市麻生区東百合丘 昭和50年代 神奈川県立歴史博物館

66 □荒神の供え物 1 藤沢市宮原 昭和50年代 神奈川県立歴史博物館

67 荒神の供え物 1 相模原市緑区青山 昭和40年代 神奈川県立歴史博物館

68 □荒神の供え物 1 厚木市小野 昭和50年代 神奈川県立歴史博物館

69 □荒神の供え物 1 松田町神山 昭和50年代 神奈川県立歴史博物館

70 □荒神の供え物 1 大井町金子 昭和50年代 神奈川県立歴史博物館

71 あぶ凧 1 伊勢原市西富岡 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

72 とんび凧 1 伊勢原市西富岡 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

73 だるま凧 1 伊勢原市西富岡 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

74 □独楽 1 伊勢原市大山 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

75 初夢双六『小学男生』第3巻第1号 1 ― 大正10（1921）年1月　 神奈川県立歴史博物館

76 お年玉双六『オサナゴ』第4巻第1号 1 ― 大正14（1925）年1月 神奈川県立歴史博物館

77 羽子板 1 横須賀市公郷町 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

78 羽子板 1 横浜市神奈川区六角橋 昭和50年代 神奈川県立歴史博物館

79 羽子板 1 横浜市神奈川区西神奈川 昭和20年代 神奈川県立歴史博物館

80 厚木大神楽　祠 一式 厚木市内ほか 昭和時代中期 あつぎ郷土博物館

81 厚木大神楽　獅子頭 一式 厚木市内ほか 江戸時代末期か 個人

82 リヤカーで運ばれる祠＊ ― 厚木市内 昭和60（1985）年1月2日撮影 神奈川県立歴史博物館

83 獅子舞＊ ― 藤沢市内 昭和60（1985）年1月2日撮影 神奈川県立歴史博物館

84 御嶽神社の太占 1 愛川町半原 昭和34（1959）年 神奈川県立歴史博物館

85 御嶽神社の太占 1 愛川町半原 昭和41（1966）年 神奈川県立歴史博物館

86 船の上から蜜柑や菓子を撒く＊ ― 鎌倉市腰越　 令和2（2020）年1月4日撮影 神奈川県立歴史博物館

87 大漁旗 1 三浦市南下浦町金田　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

88 大漁旗 1 三浦市南下浦町金田　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

89 トモ旗 1 三浦市南下浦町松輪 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

90 大漁旗（日の丸） 1 三浦市南下浦町松輪 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

91 『檀家年頭帳』 1 厚木市三田 明治25（1892）年 清源院

92 御札と版木 3 厚木市三田 （年代不明） 清源院

93 七草を叩く＊ ― 平塚市吉際　 昭和55（1980）年1月7日撮影 神奈川県立歴史博物館

94 的射＊ ― 川崎市中原区上丸子山王町 平成31（2019）年1月7日撮影　 神奈川県立歴史博物館

95 的 1 川崎市中原区上丸子山王町 昭和63（1988）年 川崎市市民ミュージアム

96 大根のケズリカケ（複製） 2 川崎市中原区上丸子山王町 ― 川崎市市民ミュージアム

97 田楽（複製） 一式 川崎市中原区上丸子山王町 ― 川崎市市民ミュージアム

98 菱餅（複製） 3 川崎市中原区上丸子山王町 ― 川崎市市民ミュージアム
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資料名称(＊＝写真パネル展示) 数量 使用地／撮影地 製作年代／撮影 所蔵

99 繭玉団子の木を挿す台 1 山北町 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

100 繭玉団子の木を挿す台 1 山北町 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

101 木に挿す団子＊ ― 大磯町虫窪 平成6（1994）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

102 人参や小判などを模した団子＊ ― 大磯町虫窪 平成6（1994）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

103 完成した団子の木＊ ― 大磯町虫窪 平成6（1994）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

104 人参（赤）、胡瓜（緑）、落花生と繭玉（白）を模した団子＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

105 鎌の刃を模した団子＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

106 煙草の葉を模した団子＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

107 「一万円」と刻んだ団子＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

108 「十万円」と刻んだ団子＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

109 八頭（里芋）を模した団子と米俵を模した団子＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

110 完成した団子の木＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

111 アワボヒエボをつくる＊　 ― 相模原市緑区相原　 昭和63（1988）年1月撮影 神奈川県立歴史博物館

112 アワボヒエボ 1 相模原市緑区牧野 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

113 堆肥の上にアワボヒエボを立てる＊ ― 相模原市南区上鶴間　 昭和55（1980）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

114 アワボヒエボ 1 山北町中川 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

115 アワボヒエボ 1 逗子市久木　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

116 アワボヒエボ 1 山北町玄倉 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

117 綿花を模したアワボヒエボ 1 山北町　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

118 綿花を模したアワボヒエボ 2 山北町玄倉 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

119 里芋を模したアワボヒエボ 1 山北町　 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

120 豆の実を模したアワボヒエボ 1 山北町　 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

121 一房に稗、豆、綿花を模したアワボヒエボ 1 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

122 稗を模したアワボヒエボ 1 山北町 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

123 アワボヒエボ 1 山北町 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

124 ケズリカケ 1 葉山町木古庭　 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

125 ケズリカケ 2 葉山町木古庭　 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

126 ケズリカケ 3 山北町世附　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

127 ケズリカケ 2 山北町世附　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

128 ケズリカケ 1 山北町世附　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

129 ケズリカケ 1 山北町中川　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

130 ケズリカケ 1 山北町玄倉 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

131 ケズリカケ 1 箱根町仙石原　 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

132 ケズリカケ 2 藤沢市遠藤　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

133 ケズリカケ 1 横浜市保土ケ谷区星川 令和2（2020）年 神奈川県立歴史博物館

134 ケズリカケ 1 横浜市保土ケ谷区星川 昭和時代 神奈川県立歴史博物館

135 ケズリカケ 1 秦野市堀西 昭和40年代 神奈川県立歴史博物館

136 ケズリカケ 2 秦野市今泉　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

137 ケズリカケ 1 秦野市今泉　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

138 ケズリカケ 1 秦野市今泉　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

139 ケズリカケ 1 秦野市寺山 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

140 ケズリカケ 1 秦野市堀西 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

141 ケズリカケ 2 山北町世附　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

142 ケズリカケ 1 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

143 ケズリカケ 1 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

144 ケズリカケ 2 山北町 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

145  道祖神に供えられたケズリカケ＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影　 神奈川県立歴史博物館

146  神棚に供えられたケズリカケ＊ ― 秦野市今泉　 平成27（2015）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

147 ケズリカケ用鼻つき鉈 1 藤沢市宮原　 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

148 ケズリカケ用鼻つき鉈 1 秦野市寺山 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

149  ケズリカケの製作（再現）＊ ― 横浜市保土ケ谷区星川　 平成28（2016）年12月26日撮影 神奈川県立歴史博物館

【2　小正月のモノツクリ】
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資料名称(＊＝写真パネル展示) 数量 使用地／撮影地 製作年代／撮影 所蔵

150 成木責めのタタキ 1 秦野市 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

151 釜の中から取り出された葦筒＊ ― 横浜市港北区師岡町 平成31（2019）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

152 粥が入った葦筒（複製） ― 横浜市港北区師岡町 ― 神奈川県立歴史博物館

153 葦筒を小刀で開く様子＊ ― 横浜市港北区師岡町 平成31（2019）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

154 開かれた葦筒＊ ― 横浜市港北区師岡町 平成31（2019）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

155 筒粥神事の結果（1046回） 1 横浜市港北区師岡町 平成7（1995）年 神奈川県立歴史博物館

156 通用口に立てられたカドニュウドウ＊ ― 山北町中川 平成27（2015）年1月18日撮影 神奈川県立歴史博物館

157 玄関に立てられたカドニュウドウ＊ ― 山北町中川 平成27（2015）年1月18日撮影 神奈川県立歴史博物館

158 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

159 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

160 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

161 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

162 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

163 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

164 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

165 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

166 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

167 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

168 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

169 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

170 カドニュウドウ 1対 山北町中川 昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

171 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

172 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

173 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

174 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

175 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

176 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

177 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

178 カドニュウドウ 1対
山北町世附

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

179 カドニュウドウ 1対
山北町玄倉

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

180 カドニュウドウ 1対
山北町皆瀬川

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

181 カドニュウドウ 1対
山北町湯触

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

182 カドニュウドウ 1対
山北町中川

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

183 カドニュウドウ 1対
山北町中川

昭和30年代 神奈川県立歴史博物館

184 ノウギ 13 相模原市緑区牧野 昭和62（1987）年 神奈川県立歴史博物館

185 俵 7 箱根町仙石原 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

186 『浜浅葉日記』 1 横須賀市太田和 安政3（1856）年 横須賀市自然・人文博物館

187 『浜浅葉日記』 1 横須賀市太田和 安政4（1857）年 横須賀市自然・人文博物館

188 『浜浅葉日記』 1 横須賀市太田和 安政7（1860）年 横須賀市自然・人文博物館

189 『浜浅葉日記』 1 横須賀市太田和 文久2（1862）年 横須賀市自然・人文博物館

190 『浜浅葉日記』 1 横須賀市太田和 文久4（1864）年 横須賀市自然・人文博物館

191 『星野日記』 1 厚木市金田 明治25（1892）年 個人

192 『星野日記』 1 厚木市金田 明治28（1895）年 個人

193 〇『相澤日記』第四号 1 相模原市緑区相原 明治26（1893)年 個人

194 〇『相澤日記』第五号 1 相模原市緑区相原 明治28（1895）年 個人

195 『小山日記』 1 相模原市南区下溝 大正3（1914）年 相模原市立博物館

196 『小山日記』 1 相模原市南区下溝 大正7（1918）年 相模原市立博物館

197 『小山日記』 1 相模原市南区下溝 大正8（1919）年 相模原市立博物館

198 『山下日記』 1 大和市福田 昭和4（1929）年 個人

199 チャッキラコの神饌（複製） 一式 三浦市三崎 ― 神奈川県立歴史博物館

200 本宮の祠前で踊りの奉納＊ ― 三浦市三崎 平成29（2017）年1月15日撮影 神奈川県立歴史博物館

【3　小正月から立春へ】

4



資料名称(＊＝写真パネル展示) 数量 使用地／撮影地 製作年代／撮影 所蔵

201 海南神社で踊りの奉納＊ ― 三浦市三崎 平成29（2017）年1月15日撮影 神奈川県立歴史博物館

202 女子の着物 1 三浦市三崎 平成時代 ちゃっきらこ保存会

203 女子の着物 1 三浦市三崎 平成時代 ちゃっきらこ保存会

204 チャッキラコの道具（チャッキラコ、舞扇、髪飾り） 7 三浦市三崎 平成時代 ちゃっきらこ保存会

205 飲食店での福おどり＊ ― 小田原市根府川 令和2（2020）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

206 寺山神社で福おどりの奉納＊ ― 小田原市根府川 令和2（2020）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

207 寺山神社で福おどりの奉納＊ ― 小田原市根府川 令和2（2020）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

208 福おどりの衣装 2 小田原市根府川 平成時代 鹿島踊保存会

209 福おどりの道具（手拭、笊、扇、面、牛蒡注連） 7 小田原市根府川 平成時代 鹿島踊保存会

210 福おどりの幟 1 小田原市根府川 平成時代 鹿島踊保存会

211 アクマッパライの面（複製） 1 平塚市根坂間 ― 神奈川県立歴史博物館

212 アクマッパライ＊ ― 秦野市堀山下 平成時代 神奈川県教育委員会

213 アクマッパライの幟 1 秦野市堀山下 嘉永5（1852）年 あくまっぱらい保存会

214 アクマッパライの幟 2 秦野市堀山下 （年代不明） あくまっぱらい保存会

215 アクマッパライの面 26 秦野市堀山下 昭和55（1980）年ほか あくまっぱらい保存会

216 天狗の衣装 2 秦野市堀山下 平成時代 あくまっぱらい保存会

217 アクマッパライの道具（鈴、拍子木、幣束） 7 秦野市堀山下 （年代不明） あくまっぱらい保存会

アクマッパライの縁起物（福笹） 1 秦野市堀山下 （年代不明） 平塚市博物館　

アクマッパライの縁起物（版木、御札） 3 秦野市堀山下 （年代不明） あくまっぱらい保存会

219 太鼓 1 秦野市堀山下 昭和時代 あくまっぱらい保存会

220 団扇 2 秦野市堀山下 平成時代 あくまっぱらい保存会

221 アクマッパライの幣束 1 秦野市八沢 昭和時代 神奈川県立歴史博物館

222 道祖神の御札 1 茅ヶ崎市小和田　 昭和時代 平塚市博物館

223 道祖神の御札 1 平塚市土屋 昭和時代 平塚市博物館

224 道祖神の御札 1  秦野市本町 昭和10年代　 相模原市立博物館

225 道祖神の御札 1 秦野市曽屋　 昭和時代 神奈川県立歴史博物館

226 道祖神の御札 1 秦野市今泉　  昭和時代 神奈川県立歴史博物館

227 道祖神の御札 1 秦野市今泉　  昭和時代 神奈川県立歴史博物館

228 道祖神の御札 1 秦野市今泉　  昭和時代 神奈川県立歴史博物館

229 道祖神の御札 1 秦野市尾尻 昭和10年代　 相模原市立博物館

230 道祖神の御札 1 秦野市名古木 平成31（2019）年　 平塚市博物館

231 道祖神の御札 1 秦野市堀西　 昭和10年代　 相模原市立博物館

232 道祖神の御札 1 秦野市渋沢　 昭和10年代　 相模原市立博物館

233 道祖神の御札 1 秦野市堀川　 昭和10年代　 相模原市立博物館

234 道祖神の御札 1 秦野市堀川　 昭和10年代　 相模原市立博物館

235 道祖神の御札 1 秦野市堀山下 昭和10年代　 相模原市立博物館

236 道祖神の御札 1 秦野市堀山下 昭和10年代　 相模原市立博物館

237 道祖神の御札 1 秦野市千村 昭和10年代　 相模原市立博物館

238 道祖神の御札 1 秦野市千村 昭和10年代　 相模原市立博物館

239 道祖神の御札 1 秦野市千村 昭和10年代　 相模原市立博物館

240 道祖神の御札 1 秦野市曲松 昭和10年代　 相模原市立博物館

241 道祖神の御札 1 秦野市曲松 昭和10年代　 相模原市立博物館

242 道祖神の御札 1 秦野市菖蒲 昭和10年代　 相模原市立博物館

243 道祖神の御札 1 秦野市東地区 昭和10年代　 相模原市立博物館

244 道祖神の御札 1 秦野市西地区 昭和10年代　 相模原市立博物館

245 道祖神の御札 1 秦野市内か 昭和10年代　 相模原市立博物館

246 道祖神の御札 1 秦野市内か 昭和10年代　 相模原市立博物館

247 道祖神の御札 1 秦野市内か 昭和10年代　 相模原市立博物館

248 道祖神の御札 1 秦野市内か 昭和10年代　 相模原市立博物館

249 道祖神の御札 1 中井町久所 昭和10年代　 相模原市立博物館

250 道祖神の御札 1 大井町井ノ口 昭和10年代　 相模原市立博物館

251 道祖神の御札 1 大井町上中村 昭和10年代　 相模原市立博物館

218
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資料名称(＊＝写真パネル展示) 数量 使用地／撮影地 製作年代／撮影 所蔵

252 道祖神の御札 1 山北町都夫良野 昭和10年代　 相模原市立博物館

253 カセドリの細工物（模造） 10 横浜市都筑区川向町 昭和時代 神奈川県立歴史博物館

254 石売り＊ ― 秦野市西大竹 平成30（2018）年1月8日撮影 神奈川県立歴史博物館

255 酒が供えられた石＊ ― 秦野市西大竹 平成30（2018）年1月8日撮影 神奈川県立歴史博物館

256 オマラサマ 1 平塚市小鍋島 （年代不明） 平塚市博物館

257 完成した大根飾り＊ ― 伊勢原市日向 平成29（2017）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

258 大根飾りの製作＊ ― 伊勢原市日向 平成29（2017）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

259 大根飾りの製作＊ ― 伊勢原市日向 平成29（2017）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

260 道祖神に供えられた大根飾り＊ ― 伊勢原市日向 平成29（2017）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

261 道祖神の小屋（1/10複製） 1 川崎市多摩区登戸東本町 ― 川崎市市民ミュージアム

262 七所参りの御仮屋＊ ― 大磯町大磯 令和2（2020）年1月10日撮影 神奈川県立歴史博物館

263 道祖神の小屋＊ ― 大磯町国府本郷　　 平成31（2019）年1月12日撮影　 神奈川県立歴史博物館

264 小屋の内部＊ ― 大磯町国府本郷　　 平成31（2019）年1月12日撮影　 神奈川県立歴史博物館

265 道祖神の小屋＊ ― 秦野市今泉　 平成30（2018）年1月14日撮影　 神奈川県立歴史博物館

266 太鼓を叩く＊ ― 秦野市今泉　 平成30（2018）年1月14日撮影　 神奈川県立歴史博物館

267 道祖神の小屋＊ ― 箱根町宮城野 平成31（2019）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

268 道祖神の供え物＊ ― 箱根町宮城野 平成31（2019）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

269 道祖神の小屋（1/2複製） 1 箱根町宮城野 ― 箱根町立郷土資料館

270 道祖神の小屋＊ ― 箱根町宮城野 平成31（2019）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

271 参拝者にお祓いをする小屋の中の子どもたち＊ ― 箱根町宮城野 平成31（2019）年1月12日撮影　 神奈川県立歴史博物館

272 単体道祖神（複製） 1 綾瀬市寺尾西　 宝永5（1708）年 神奈川県立歴史博物館

273 双体道祖神（複製） 1 大和市福田 寛保3（1743）年 大和市つる舞の里歴史資料館

274 双体道祖神 1 藤沢市高倉 文政13（1830）年 神奈川県立歴史博物館

275 双体道祖神（複製） 1 大和市深見 （年代不明） 大和市つる舞の里歴史資料館

276 〇丸彫単体坐像道祖神＊ ― 小田原市根府川　 （年代不明）／令和2（2020）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

277 丸彫単体坐像道祖神 1 小田原市根府川　 平成8（1996）年 鹿島踊保存会

278 性器を模した道祖神＊　 ― 相模原市中央区田名 （年代不明）／平成31（2019）年1月6日撮影 神奈川県立歴史博物館

279 藁人形の道祖神＊　 ― 茅ヶ崎市柳島 昭和51（1976）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

280 石祠型道祖神＊　 ― 松田町惣領 （年代不明）／令和2（2020）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

281 五輪塔や宝篋印塔の道祖神＊ ― 川崎市麻生区岡上 （年代不明）／平成31（2019）年1月15日撮影　 神奈川県立歴史博物館

282 五輪塔や宝篋印塔の道祖神（複製） 1 川崎市麻生区岡上 ― 川崎市市民ミュージアム

283 文字型道祖神＊　 ― 海老名市国分南　 昭和49（1974）年／令和2（2020）年10月22日撮影 神奈川県立歴史博物館

284 稲荷型道祖神＊ ― 小田原市東町　 （年代不明）／令和2（2020）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

285 女の道祖神＊ ― 小田原市東町　 （年代不明）／令和2（2020）年8月7日撮影 神奈川県立歴史博物館

286 北町女大門講中の双体道祖神　 一式 平塚市札場町　 昭和63（1988）年（双体道祖神）　 平塚市博物館

287 北町女大門講中の双体道祖神 1 平塚市札場町　 （年代不明） 平塚市博物館

288 北町女大門講中の幟 4 平塚市札場町　 昭和23（1948）～30（1955）年 平塚市博物館

289 北町女大門講中のオンベヨ＊ 1 平塚市札場町　 昭和52（1977）年頃 平塚市博物館

290 北町男大門講中の双体道祖神　 一式 平塚市札場町　 （年代不明） 平塚市博物館

291 オンベとサイト＊ ― 鎌倉市材木座 平成31（2019）年1月11日撮影 神奈川県立歴史博物館

292 オンベ＊ ― 大磯町大磯 平成30（2018）年1月10日撮影 神奈川県立歴史博物館

293 オンベとサイト＊ ― 大磯町国府本郷 平成31（2019）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

294 オンベとサイト＊ ― 大井町金子 令和2（2020）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

295 オンビ＊ ― 箱根町宮城野 平成31（2019）年1月19日撮影 神奈川県立歴史博物館

296 松や竹を芯にしたサイト＊ ― 大磯町大磯 平成30（2018）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

297 豆腐などが供えられた道祖神＊　 ― 大磯町大磯 平成27（2015）年1月11日撮影 神奈川県立歴史博物館

298 ヤンナゴッコの橇＊ ― 大磯町大磯 平成30（2018）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

299 ヤンナゴッコの橇 1 大磯町大磯 昭和63（1988）年 大磯町郷土資料館

300 海岸の立てられたサイト＊ ― 大磯町大磯 平成30（2018）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

301 燃えさかるサイト＊ ― 大磯町大磯 平成31（2019）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

302 海中へ曳かれる橇＊ ― 大磯町大磯 平成31（2019）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

303 潰されたお宮＊ ― 大磯町大磯 平成31（2019）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館
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304 町内を曳き廻される橇＊ ― 大磯町大磯 平成31（2019）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

305 『道祖神勘定帳』 1 大磯町大磯 大正13（1924）年 神奈川県立歴史博物館

306 海岸のセイト＊ ― 三浦市初声町三戸 平成3（1991）年1月7日撮影 神奈川県立歴史博物館

307 谷戸のオミヒメサマ（複製） 1 三浦市初声町三戸 （年代不明） 神奈川県立歴史博物館

308 上のオミヒメサマ（複製） 1 三浦市初声町三戸 （年代不明） 神奈川県立歴史博物館

309  風呂に入れられるオミヒメサマ＊ ― 三浦市初声町三戸 平成6（1994）年1月7日撮影 神奈川県立歴史博物館

310 各戸を廻るオミヒメサマの厨子と幣束＊ ― 三浦市初声町三戸 平成6（1994）年1月7日撮影 神奈川県立歴史博物館

311 正月飾りと共に燃やされる道祖神＊ ― 平塚市高浜台 平成31（2019）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

312 道祖神の御仮屋を焼く＊　　　 ― 伊勢原市神戸 平成29（2017）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

313 火中へ投げ入れられる青年＊ ― 伊勢原市神戸　 平成29（2017）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

314 三つ又の枝に挿した団子＊ ― 藤沢市遠藤　 平成6（1994）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

315 燃え上がる書初め＊ ― 大井町金子 令和2（2020）年1月13日撮影 神奈川県立歴史博物館

316 神輿 1 小田原市小八幡　 （年代不明） 小田原市小八幡地区　

317  神輿を担ぐ＊ ― 山北町山北 平成30（2018）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

318  山車を曳く＊ ― 山北町山北 平成30（2018）年1月14日撮影 神奈川県立歴史博物館

319 山車を曳く＊ ― 小田原市南鴨宮　 令和2（2020）年1月11日撮影 神奈川県立歴史博物館

320 『平家物語』の「扇の的」をテーマにした人形山車＊ ― 小田原市前川 令和2（2020）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

321 北条氏直をテーマにした人形山車＊ ― 小田原市前川　 令和2（2020）年1月12日撮影 神奈川県立歴史博物館

322 山の神の掛軸 1 藤沢市遠藤 （年代不明） 神奈川県立歴史博物館

323 『山講中連名控帳』 1 藤沢市遠藤 明治26（1893)年 神奈川県立歴史博物館

324 『山講中連名帳』 1 藤沢市遠藤　 大正2（1913）年 神奈川県立歴史博物館

325 『山講中連名控帳』 1 藤沢市遠藤　 大正9（1920）年　 神奈川県立歴史博物館

326 『山講中連名控帳』 1 藤沢市遠藤　 昭和12（1937） 神奈川県立歴史博物館

327 オリカケ 1 相模原市緑区若柳 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

328 エビス講掛軸 1 藤沢市遠藤　 昭和2（1927）年 神奈川県立歴史博物館

329 『恵比寿講連名簿』 1 藤沢市遠藤　 明治35（1902）年 神奈川県立歴史博物館

330 『村江べ寿講帳』 1 藤沢市遠藤　 大正6（1917）年 神奈川県立歴史博物館

331 天神講掛軸 1 横浜市戸塚区公田 慶応4（1868）年 神奈川県立歴史博物館

332 天神の小絵馬（複製）　 1 ― ― 神奈川県立歴史博物館

333 豆撒きの升 1 横浜市鶴見区生麦 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

334 豆撒きの升 1 横浜市鶴見区生麦 昭和時代中期 神奈川県立歴史博物館

335 ヤキカガシ（複製） 1 大和市下鶴間 ― 神奈川県立歴史博物館

336 『詔書写』 1 ― 明治5（1872）年 神奈川県立公文書館

337 『太政官達第三百三十七号』 2 ― 明治5（1872）年 神奈川県立公文書館

338 『太陽暦講釈』 1 ― 年代不明 神奈川県立歴史博物館

339 『新暦早合点』 1 ― 明治5（1872）年 神奈川県立歴史博物館

340 『明治七年甲戌太陽略歴』 1 ― 明治7（1874）年 神奈川県立歴史博物館

341 『太陽暦和解』 1 ― 明治7（1874）年 神奈川県立歴史博物館

342 『前田家日記』 1 三浦市初声町三戸 明治3（1870）～8年 個人（神奈川県立公文書館寄託）

343 『鈴木藤助日記』 1 川崎市宮前区 明治5（1872）5月15日～6年3月15日 神奈川県立歴史博物館

344 『鈴木藤助日記』 1 川崎市宮前区 明治11（1878）12月21日～12年9月14日 神奈川県立歴史博物館

345 『鈴木藤助日記』 1 川崎市宮前区 明治15（1882）8月12日～16年6月17日 神奈川県立歴史博物館

346 『家庭之友』第1巻第9号 1 ― 明治36（1903）年 国立歴史民俗博物館

347 『婦女会』第39巻1号 1 ― 昭和4（1929）年 国立歴史民俗博物館

348 『婦人之友』第30巻第１号 1 ― 昭和11（1936）年１月 神奈川県立図書館

349 『婦人之友』第31巻第１号 1 ― 昭和12（1937）年１月 神奈川県立図書館

350 『婦人之友』第32巻第１号 1 ― 昭和13（1938）年１月 神奈川県立図書館

351 『婦人之友』第33巻第１号 1 ― 昭和14（1939）年１月 神奈川県立図書館

352 『婦人之友』第35巻第１号 1 ― 昭和16（1941）年１月 神奈川県立図書館

353 『婦人之友』第37巻第１号 1 ― 昭和18（1943）年１月 神奈川県立図書館

354  『婦人之友』第45巻第１号　 1 ― 昭和26（1951）年１月 神奈川県立図書館

4　正月行事の変化】
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355 『婦人之友』第49巻第１号　 1 ― 昭和30（1955）年１月 神奈川県立図書館

356 『婦人之友』第50巻第１号　 1 ― 昭和31（1956）年１月 神奈川県立図書館

357 『婦人之友』第55巻第１号　 1 ― 昭和36（1961）年１月 神奈川県立図書館

358 『婦人之友』第56巻第１号　 1 ― 昭和37（1962）年１月 神奈川県立図書館

359 『婦人之友』第58巻第１号　 1 ― 昭和39（1964）年１月 神奈川県立図書館

360 大磯の左義長のパンフレット 1 大磯町大磯 平成30（2018）年　 個人

361 大磯の左義長のパンフレット 1 大磯町大磯 令和2（2020）年 個人

362 山王網一色通信　冬号　 1 小田原市東町　 平成31（2019）年 個人

363 恵方巻を宣伝する店頭の様子＊　　 ― 秦野市西大竹 平成30（2018）年1月11日撮影 神奈川県立歴史博物館

364 恵方巻のチラシ 1 ― 令和2（2020）年 個人
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