
講師：押山 治 先生（日本美術院院友） 

1961 年神奈川県生まれ。1987 年東京藝術大学日本画科専攻卒業。卒業制作《流》は台東

区長賞受賞。1989 年東京藝術大学大学院日本画科専攻修了。平山郁夫氏に師事。1990

年レスポワール新人選抜展（銀座スルガ台画廊）。1993 年院展初入選。1998 年個展（銀

座・かわべ美術）。1999年日本美術院院友推挙。2000～06年清風会展、2009から隔年

にて個展（銀座スルガ台画廊）。 

公益財団法人 JR東海生涯学習財団・山口蓬春記念館 

 
参 加 費  各回 おとな １,０００円、高校生以下 500円（指導料･資料代･保険料等） 

※参加費は当日、集金します。 

※入園料等は別途必要です。各自お支払いのうえ、集合場所にご集合ください。 
 

行 程  10:00  受付、集金、講師紹介、写生開始 

10:15  講師による巡回指導 午前 1回・午後 1回 

※各自昼食 

15:00  講評会後、解散（16:00） 
 

募 集 人 員  各回 5０名 

申込方法  はがき又はチラシ裏面の「申込用紙」に①住所②氏名④年代⑤電話番号 

を明記のうえ、下記宛先にお申込ください。 
※はがき１枚に３名様（同行者）まで列記可能です。各人の必要事項をご記入ください。 

応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。 

結果は「ご案内はがき」でご連絡いたします。 
*お申し込みをされた方の個人情報は、教室の運営及び当財団の各種資料をお送りするために使用し、それ以 
外に使用することはありません。 

そ の 他 
✏  

✏

✏  

・マスク着用にご協力ください。 

・平熱と比べて 1度以上高い発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛等の症状がある方はご参加できません。 

✏  

 

 

 

 

 

 

 

 



写生場所 

横浜赤レンガ倉庫 

[横浜市] 

4月 22日(土) 【締切 4/3】 

©横浜観光情報 

明治末期から大正初期

に国の模範倉庫として

建設されたレンガ造り

の歴史的建造物。 

集合場所：赤レンガパーク(横浜赤レン

ガ倉庫 1号館付近) 入場無料 

住所：神奈川県横浜市中区新港 1-1 

電話：045-227-2002 

交通：●JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車

道経由で徒歩約 15 分、「関内駅」より徒歩約

15 分●みなとみらい線「馬車道駅」または「日

本大通り駅」より徒歩約 6 分、「みなとみらい

駅」より徒歩約 12分 

新緑の名刹･建長寺 

[鎌倉市] 

5月 20日(土) 【締切 5/1】 

 

鎌倉五山の第一位で、

北条時頼が 13 世紀に

宋から高僧蘭渓道隆を

招いて創建。総門・三

門・仏殿・法堂などの主

要な建物が中軸上に並

ぶ大陸的な伽藍配置。 

集合場所：総門付近 入場料：500円  

住所：鎌倉市山ノ内 8 

電話：0467-22-0981 

交通：●JR 北鎌倉駅より鎌倉駅方面に向かっ

て徒歩約 20 分●JR 鎌倉駅東口より北鎌倉

に向かって徒歩約 30 分●JR 鎌倉駅東口 2

番バス乗り場から建長寺・大船駅方面行きで

「建長寺」下車 

鎌倉名所･大船観音寺 

[鎌倉市] 

6月 10日(土) 【締切 5/29】 

 

大船駅のすぐ西側、無

我相山の山頂に立つ大

船観音は、昭和 35 年

(1960)に完成、高さ約

25m、鉄筋コンクリート

造りの聖観音上半身

像。 

集合場所：山門付近 入場料：300円 

住所：鎌倉市岡本 1-5-3 

電話：0467-43-1561 

交通：JR大船駅西口より徒歩 5分 

横浜のビューポイント･横浜大さん橋 

[横浜市] 

9月 23日(土)  【締切 9/4】 

©横浜観光情報 

個性的なデザインと斬

新な構造の空間美、ベイ

ブリッジから赤レンガ倉

庫、みなとみらい 21 地

区まで 360度の景観。 

集合場所：2Fフロア入口付近 入場無料 

住所：横浜市中区海岸通 1-1-4 

電話：045-211-2304 

交通：●みなとみらい線「日本大通り駅」より

徒歩 7分●JR「関内駅」より徒歩 15分 

●JR「桜木町駅」より横浜市営バス 8・58・

21系統または神奈中バス 11系統「県庁前」

下車徒歩 5分 

自然豊かな神奈川県立葉山公園の

植物や風景（学芸員解説付） 

[葉山町] 

10月 7日(土) 【締切 9/25】 

 

御用邸付属の馬場が昭

和 21年(1946)10月

に県に払い下げられ、昭

和32年(1957)４月に

開園。相模湾が眼前に

富士山と江ノ島を望む

絶好のビューポイント。 

集合場所：管理事務所付近 入場無料 

住所：葉山町下山口 

電話：046-876-4601 

交通：JR 逗子駅、または京急 逗子・葉山駅

から京急バス「長井行き」又は「横須賀市民

病院行き」又「大楠芦名口行き」にて「葉山公

園」下車 徒歩約５分 



黄葉の遊行寺 

[藤沢市] 

11月 25日(土) 【締切 11/6】 

 
©公益社団法人藤沢市観光協会 

時宗総本山遊行念仏宗

の根本道場、寺宝など

貴重な古文献が多く、藤

沢敵御方供養塔は国指

定史跡。境内の大銀杏

は藤沢市の天然記念

物・樹齢 700 年（一説

に 500年）。 

集合場所：大銀杏付近 入場無料  

住所：西富 1丁目 8-1 

電話： 0466-22-2063 

交通：JR「藤沢駅」下車徒歩 15分 

紅葉の平塚八幡宮 

[平塚市] 

12月 9日(土) 【締切 11/20】 

 
（一社）平塚市観光協会 

一國一社の霊場として

第 15 代応神天皇を祀

つる社、歴代天皇・源頼

朝・徳川家康など武家

からの崇敬も厚い。 

集合場所：一の鳥居付近 入場無料 

住所：平塚市浅間町１−６ 

電話：0463-23-3315 

交通：JR「平塚駅」北口より市役所方面へ徒

歩８分、宮の前交差点そば 

＊バスの場合は「市役所前」バス停下車徒歩

３分 

国登録文化財のイエズス孝女会修

道院旧館（旧東伏見宮葉山別邸） 

[葉山町] 

令和 6年(2024) 

2/17(土) 【締切 2/1】 

 

東 伏 見 宮 依 仁 親 王

（1867-1922）の別邸

と し て 、 大 正 3 年

(1914)に竣工、外観の

意匠は簡潔でありなが

ら風格と華やかさをあ

わせもち、海浜に建つ宮

家の別邸としての典雅

さを表現。 

集合場所：あけの星幼稚園門前 

(集合後、団体にて入場します) 

会場使用料：500円 

住所：葉山町堀内 1968 

電話：046-875-0459 

交通： JR逗子駅よりバス 2番乗り場「長

井」「大楠芦名口」「横須賀市民病院」「衣笠」

行きに乗車、バス停「向原」下車 徒歩 1分 

梅花漂う名刹･龍寳寺 

[鎌倉市] 

令和 6年(2024) 

3/2(土) 【締切 2/12】 

 

玉縄城 2 代城主北条綱

成が建てた瑞光院がは

じまりとされ、開山は泰

絮宗栄と伝えられる。創

建以来、玉縄北条氏の

菩提寺。 

集合場所：山門付近 入場無料 

住所：鎌倉市植木 128 

電話：0467-46-2807 

交通： JR「大船駅」西口から藤沢駅方面行

きバスで「植木谷戸」下車徒歩 3 分、または

関谷インター行きバスで「植木谷戸」下車徒

歩 3分 

 
問合せ先 
〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色 2320 山口蓬春記念館内  「野外写生教室」係 
TEL：０４６－８７５－６０９４（９：３０～１５：３０ 月曜休館） 



 
ＦＡＸ：０３－６７１１－９４８８  

 
下記の項目にご記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送にてご送付ください。 

（ふりがな） 
     
ご 氏 名 

  歳代 

お電話番号（日中連絡の取れる番号） 

 

     ―   ―    

ご住所 〒    -    
 

当教室を知ったきっかけ 

（あてはまるものに☑をつけてください） 

  当財団 HP・SNS   山口蓬春記念館 

 チラシ（          美術館内 

または            図書館内） 

雑誌（雑誌名             ） 

 受講生紹介     継続受講 

その他 

（                     ） 

参加ご希望の開催日に○をつけてください。 
（複数選択可） 
 
 
➀4/22、②5/20、③6/10、④9/23、⑤10/7、 
 
⑥11/25、⑦12/9、⑧2/17、⑨3/2 
 
 
 

（ふりがな） 
     
ご 氏 名 

  歳代 

お電話番号（日中連絡の取れる番号） 

 

     ―   ―    

ご住所 〒    -    
 

当教室を知ったきっかけ 

（あてはまるものに☑をつけてください） 

  当財団 HP・SNS   山口蓬春記念館 

 チラシ（          美術館内 

または            図書館内） 

雑誌（雑誌名             ） 

 受講生紹介     継続受講 

その他 

（                     ） 

参加ご希望の開催日に○をつけてください。 
（複数選択可） 
 
 
➀4/22、②5/20、③6/10、④9/23、⑤10/7、 
 
⑥11/25、⑦12/9、⑧2/17、⑨3/2 
 
 
※ご記入いただいた個人情報は、教室の運営及び当財団の各種資料をお送りするために使用し、それ以外 

に使用することはありません。 

 

公益財団法人 ＪＲ東海生涯学習財団 

〒108-0075 東京都港区港南 2-1-95 JR東海品川ビル B棟 5 階 

TEL：03-6716-7217 FAX：03-6711-9488 URL：https：//www.jrtf.or.jp/ 

 

 

月  日申込 


