
=111:ll

つ くば市制施行
30周 有i記 念

ノ
Ю

そ
ｍ転晰

」

く

弧

粛恙

l癖
ミ

i_(て ,

■
V 

＼ 1ヽ‐

巡回企画展
生誕 800周年記念

入場
無料

平成 29年 10月 4日から

平成 30年 2月 8日 まで

午前9時～午後4時 30分
鎌倉時代の

イベント 講演会

斗 「忍性と二村山極楽寺史跡ウォーキング」 ±請演会「小田氏と忍性 ―鎌倉期筑波山麓の仏教―」

日時 平成 29年 11月 18日 (上 ),当 日受付,参加無料

午前 9時～午後 1時

※午前 9時～10時の間に受付後 ,各 自出発。

雨天時は翌日に順延となります。

小田城跡歴史ひろば遺構復元広場

忍性が 10年間止往 した三村山極楽寺跡や

小田地区に残る律宗関係の文化財を自由に

歩いて巡 ります。各所にボランティア等の

解説員がいます (解説は 12時 30分まで)。

動きやすい服装でお越 し下さい。

講師

会場

日時

糸賀茂男 常磐大学名誉教授

つくば市役所 会議室 201(定員約 150名 )

平成 29年 12月 16日 l土),当 日受付,参加無料

午後 2時～午後 4時 (午後 1時 30分開場 )

NPO法人スマイル・ステーション

「楽楽大学 TSUKUBAを 楽 しもう 2017」
集合

内容

共催

●お問合せ つくば市教育局文化財課〔●
〒305-8555 つくば市研究学園―丁目1番地 呵

電話 029-883-1111(代 )URと http:/胴Ⅷ city tsukuba ibaraki jp/

トップページ>文化・スポーツ・公園>歴史・文化財備考



【開催にあたつて】

良観房忍性は,現在も奈良市にある西大寺の僧で,今
から約 750年前の鎌倉新仏教が生まれた頃に,旧仏教側

の改革を行つた真言律宗の中心人物として有名です。慈

悲深く実際の行動を重視して,弱い人々を救う社会救済

事業を実践しました。その忍性が生誕 800周年 (建保5

年 (1217)7月 )と なることを記念し,巡回企画展や

講演会などを行います。

【主な展示内容】

忍性の生涯や実績をパネルなどで紹介するとともに,三

村山極楽寺跡での部分的な確認調査や表面採取による多様

な瓦や陶磁器,小田地区に残された石造物などを中心とし

て,今は廃寺となった三村山極楽寺跡の状況を明らかにし

ていきます。また,忍性や真言律宗が筑波山麓の各寺院に

残した足跡のいくつかを,パネルなどで紹介します。

【忍性と二村山極楽寺】

忍性が関東布教の最初の拠点としたのは,当時幕府が

あり関東の中心であつた鎌倉ではなく,つ くば市内の小

田にあった小田氏ゆかりの三村山極楽寺でした。忍性が

建長 4年 (1252)から 10年間この三村山極楽寺を拠点

として,布教と社会救済事業を実践したことで,筑波山

麓や霞ケ浦沿岸等には,忍性や真言律宗の痕跡が多く残

されています。

韓

会期 3

谷田部郷土資料館
(つ くば市谷田部 4774番地 18)

1月 10日 lフk)か ら

2月 8日 (木)まで
展示解説 :1月 20日 (上)午後 2時

【忍性と二村山極楽寺史跡ウォーキング】

小田地区には,忍性の筆によるとされる建長 5年

(1253)の 年号がある「不殺生界碑」をはじめ,関東最

古の宝筐印塔など,真言律宗の石工による多くの優れた

石造物が残されています。小四氏の本拠地であった小田

城跡を出発・終着地として,こ れらの石造物の解説を聞

きながら自由に散策するとともに,三村山極楽寺跡の景

観もお楽しみいただけます。

時間 :午前9時 00分～午後4時 30分,展示 田イベント・講演会のいずれも参加無料

休催日:10月 10日 16日 23日 30日 ,11月 6・ 13・ 20日 ,1月 15・ 22・ 29日 ,2月 5日

会期 1-
小田城跡歴史ひろば案内所

(つ くば市小田 2532番地 2)

10月 4日 lフk)か ら

11月 23日 (木・祝lまで
展示解説 :11月 18日 (上)午後2時

会期 2 弾

つくば市役所(1階脚陣―ナー)

(つ くば市研究学園一丁目1番地1)

11月 28日 (火)か ら

12月 21日 (木)まで

展示解説 :12月 16日 (上)諸農会後

※つ くばエクスプレス

「つ くば駅」下車,つくパス `小 田シャ トル '(約 50分)

「小田東部」・「小日中部」下車,徒歩 5分。

至筑波山

〈圏央道〉

↓つくば中央IC

※つ くばエクスプレス
「研究学園駅」下草,徒歩約 7分,またはつ くバス `作岡

吉沼・谷田部シャ トル '「つ くば市役所」下車す ぐ。

※つ くばエクスプレス
「み どりの駅J下車,つ くパス `自 由ヶ丘シャ トル '(約 7分)

「谷 田部窓ロセンター」下章すぐ。
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