
　昭和52年４月、鎌倉の近代史（幕末以降～昭和40年代位まで）に関する資料を収集・整理

・保存・提供するため、中央図書館内に「鎌倉近代史資料収集室」を開設し、郷土史家を嘱

託として配置して事業を開始しました。その後名称を「近代史資料室」に変更し、郷土史家

・事務補助嘱託員およびアルバイトで事業を継続してきました。

　平成24年度、それまで市役所総務部総務課で担当していた「市史編さんに関する事務」を

図書館が補助執行することになり、それに伴って歴史的公文書に関する業務も行うことにな

なりました。そのため中央図書館内の組織変更をし、「近代史資料担当」を設け、兼務では

ありますが図書館職員（担当係長）１名を配置しました。

　平成24・25年度に総務課と協議しながら選別基準とガイドラインを作成、平成26年度から

歴史的公文書選別の試行をして、平成31年度は試行６年目となりました。また、平成28年度

と平成30年度から、歴史的公文書選別のための専門的な非常勤嘱託員を各１名（月10日）、

配置しました。

　図書館が収集、保存する資料は図書資料が主ですが、近代史資料担当では、図書資料だけ

ではなく、近代以降の鎌倉に関するさまざまな文献資料（古文書・古地図・写真等）・文物

(高札・マンホールの蓋・かるた・テレフォンカード等)を収集・保存しています。また、聞

取り調査等を実施し、鎌倉の近代に関する情報も収集しています。これらの資料や情報をも

とに調査・研究を進め、報告書としてまとめたり、中央図書館３階展示コーナーや鎌倉駅地

下道ギャラリー50等で展示したりして皆さんに公開しています。

【平成31年（令和元年）度の実績】

　■　近代史資料室だより第５号発行　

　　　平成31年４月

　　目的室と視聴覚ライブラリーになり、近代史資料室は事務室内へ移転しました。　

11　近代史資料担当の事業

　　　令和元年５月～７月　近代史資料整理事業

　■　ミニ展示（中央図書館１階展示コーナー）

　　　令和元年12月１日～25日    

　■　近代史資料書庫設置（中央図書館３階）

　　図書館内のレイアウト変更により、多目的室が新しい書庫になり、旧近代史資料室が多

　　　「追悼『劇画師　植木金矢』」

　　　令和２年１月26日～２月23日

　　　「東京オリンピック1964」　

　■　「歴史的公文書保存のための選別」試行６年目

　　　　収集箱数：　３８３箱

　　　　上記資料を確認し歴史的公文書であると判断したもの：　１６５箱
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第１集

第２集

第３集

第４集

第５集

第６集

第７集

第８集

第９集

第10集

第11集

第12集

第13集

第14集

第15集

　■　「近代史資料室だより」１号～５号　

　■　その他

『鎌倉郡岩瀬村御用留』

『鎌倉の野仏』

『山ノ内村御用留』

（未刊）

『大街堂日記』上・下

『実朝の風景』

『十二所小長井日記』

『鎌倉の社寺門前町』

『鎌倉の俳人』

【これまでに発行した出版物】

　■　「鎌倉近代史資料」

『人物篇』 昭和53年度刊

『近代鎌倉の地名』 昭和56年度刊

『鎌倉のことば』 昭和63年度刊

　　③　『鎌倉大町昔の町並み』（平成18年度刊）

　　④　『鎌倉谷戸の記録』上・下（平成20年度刊）　ＣＰＣの会と共著

　　⑤　『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』（平成28年度刊）

平成４年度刊

平成２年度刊

平成３年度刊

昭和62年度刊

平成元年度刊

昭和57・58年度刊

平成５年度刊

平成16年度刊

平成17年度刊

平成29年度刊

『青春・鎌倉アカデミア』

『幻の田園都市から松竹映画都市へ』

『大街堂日記』

平成８年度刊

　　①　『鎌倉・太平洋戦争の痕跡』（平成15年度刊）　ＣＰＣの会と共著

　　②　『鎌倉アカデミア』落穂集（平成18年度刊）　鎌倉アカデミアを伝える会と共著

　　⑥　『鎌倉谷戸の記録』続 上（大船・玉縄編）・下（深沢・腰越編）（平成30年度刊）
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

【主なコレクション】

鎌倉逗子こども劇場記録1988年～2005年「鎌倉逗子こども劇場」資料

鎌倉市民アカデミア資料

鎌倉市体育課資料

鎌倉市史資料

鎌倉カーニバル関係資料

鎌倉海浜ホテル関係資料

鎌倉アカデミア関係資料

落合家資料

大船田園都市資料

大津家資料

資料群名

相澤家資料

青木家資料

五十嵐家資料

石橋家資料

伊藤家資料

岩壁家資料

岩澤家資料

植木家資料

陶山信男氏撮影「史都鎌倉」写真アルバム

鈴木本治氏旧蔵戦時中写真アルバム　（寺分）

鈴木正一郎氏撮影写真　昭和30年～50年鎌倉各地写真約3万点

鈴木家資料

小坂勝代氏・小坂正子氏旧蔵幕末明治期古文書・書籍　（植木）

神田コークス石炭契約書他　明治・大正・昭和期　（二階堂）元治苑資料

小坂家資料

主幹原実氏旧蔵資料

鎌倉市内　昭和30～40年代

美術部森田郷平氏旧蔵シナリオ

島田裕氏旧蔵鎌倉案内地図他

深沢地区明治期地引図（軸装）

澤寿郎氏旧蔵　「鎌倉市史　地誌紀行編」資料及び原稿

佐草金次郎氏作品　鎌倉市内各所水彩画

小丸俊雄氏旧蔵江戸期英勝寺御用留他

商店ちらし

松竹大船映画シナリオ

島田家資料

陶山家資料

鈴木家資料

地引図（深沢）

澤家資料

佐草家資料

資料の概要

相澤善三氏旧蔵鎌倉小学校・鎌倉国宝館関係写真アルバム　明治期

青木幸蔵日記　明治期円覚寺洪鐘祭記録　（山ノ内）

五十嵐英壽氏撮影鎌倉市内風物報道写真　昭和期

石橋湛山氏旧蔵「湘南倶楽部」記録　（御成町）

伊藤成彦氏著作及び寄贈書籍　昭和・平成期

岩壁喜明氏旧蔵五榜の掲示高札・古文書　（寺分）

岩澤良治氏旧蔵戦時中資料（千人針他）　（極楽寺）

劇画師植木金矢氏作品（日本画）「静の舞」等４点

大津公男氏旧蔵明治期農業日記・「粟舩邨戸長役場」表札・古文書　（大船）

『田園図集』・パンフレット・展示資料・マンホール蓋など

幕末明治期古文書（廻状ほか）　落合啓次郎氏・三成氏・修太氏旧蔵　（関谷）

加藤幸恵氏旧蔵　華頂宮関係写真　（浄明寺）

金子晋氏収集鎌倉カーニバル他写真アルバム　明治・大正・昭和期

関根崇夫氏所蔵江戸時代村政文書（複製）　（山崎）

高橋好子氏旧蔵「庭訓往来」・写真　（極楽寺）

「諸國銘茶　日乃出園茶舗」木製看板・明治期商家文書・祭り関係・古書籍（大町）清田家資料

関根家資料

高橋家資料

「魚倉」木製看板　（二階堂）高橋家資料

小丸家資料

駒木家資料

小牧家資料

小袋谷町内会資料

俳優宇佐美淳氏写真アルバム　（佐助）

鎌倉宮関係古文書・日記　江戸・明治期　（二階堂）

明治期切絵図・昭和前期町内会記録（複製)（小袋谷）

上森子鉄氏旧蔵写真アルバム　ミスカーニバルほか

鎌倉町役場旧蔵　被害・復興記録等　大正期関東大震災資料

上森家資料

後藤（邦栄堂）家資料 邦栄堂店舗及び周辺写真・絵葉書　（小町・雪ノ下）

江戸期岩瀬村御用留（複製）　（岩瀬）

鎌倉盆踊歌資料

鎌倉図書館百年史資料

加藤家資料

栗田家資料

月刊「鎌倉市民」資料

栗田文四郎氏旧蔵幕末明治期文書　反別帳他 （山ノ内）

久米正雄氏旧蔵鎌倉町議会関係資料　　（二階堂）

木村彦三郎氏旧蔵資料　「さいぎょう」札等

岸美重子氏旧蔵小原牧場写真、牛乳瓶他　（材木座）

栗田家資料

久米家資料

木村家資料

岸家資料

金子家資料

鎌倉アカデミア事務局旧蔵資料　「鎌倉大学入学案内」「廃校始末記」他

シーサイドテニスクラブ・個人旧蔵　趣意書・ホテルパンフレット・額装油絵ほか

復活カーニバル写真アルバム・賞状・楯

写真版　社寺及び民有文書　577冊

都道府県対抗鎌倉一周継走大会プログラム、東京オリンピック(1964)

「42年の歩み」1976年～2017年

『鎌倉図書館百年史』所収資料　明治・大正・昭和・平成期　（御成町）

応募歌詞他　昭和初期
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51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

鎌倉市長鈴木富士弥氏旧蔵　古書「粉河寺縁起」（版本）ほか・大礼服等　（材木座）富士愛育園資料

平井雅明氏旧蔵　江戸・明治期関谷村文書　（関谷）平井家資料

錦絵

新倉家資料

中田家資料

「英雄源平名将寿古六」他

新倉正夫氏旧蔵明治期文書「萬覚帳」ほか　（腰越）

中田實氏旧蔵　戦時中資料　（寺分）

平井恒太郎氏旧蔵　江戸・明治期小袋谷村文書　（小袋谷）

林邦雄氏旧蔵　江戸・明治期浄妙（明）寺村村政文書

原七三郎氏旧蔵鎌倉駅周辺風景写真アルバム（小町）

橋本恭子氏旧蔵　鎌倉小町園・湘南YWCA関係資料

原家資料

林家資料

平井家資料

橋本家資料

俳句帳資料 近代史資料集「鎌倉の俳人」所収　江戸・明治期

皆吉邦雄氏撮影　北鎌倉周辺風景・催事ほか写真

昭和期商家文書・判取帳・「酒之通」・徳利他　（雪ノ下）

松平幸子氏旧蔵絵葉書手紙ほか　 明治・大正期　（笹目）

皆吉家資料

三河屋資料

松平家資料

増澤華子氏旧蔵　六山ニュース（六地蔵-山ノ内道路問題　住民運動）増澤家資料

商家日記「日毎の覚」（山上花乃）　大正・昭和期　（長谷）紅家美術店　山上家資料

渡辺道雄氏旧蔵　明治期扇ヶ谷村関係文書・横須賀線敷設関係など　（扇ｶﾞ谷）

図書館収集資料

吉成久子氏旧蔵　「青い麦の会」関係資料・市史・報告書等　（鎌倉山）

稲荷講資料（極楽寺中町）

渡辺家資料

和漢籍資料

吉成家資料

八幡家資料 八幡義生氏旧蔵「国宝史蹟研究会」冊子　地区別郷土研究資料

商店マッチラベル資料

鎌倉鳶職関係資料

鎌倉市内　昭和期

半纏・写真ほか

大船支所資料 投票所案内板（木製）・旧役場建物付属部材など　大正・昭和期　（小袋谷）

稲荷講幟旗ほか道具　（極楽寺）

旧大仏坂トンネル使用レンガ　（長谷）

大内兵衛書（木製額・パネル）・小島寅雄書（額）

鎌倉アカデミア関係資料　廣澤榮氏旧蔵　鎌倉大学「扁額」（三枝書）

雪ノ下横町念仏講道具

大船念仏講道具

小町地区内　廃管の一部　　（小町）

レンガ資料

平和都市宣言

廣澤家資料

念仏講資料（大船）

水道管（廃管）

念仏講資料（雪ノ下）

幕末～昭和期商家文書　（大町）

山下文雄氏旧蔵『鎌倉回顧』関係写真

山内英司氏旧蔵　鎌倉カーニバル関係幕・提灯・幟旗など収集資料

安田三郎氏撮影　鎌倉の仏像・文士・風景写真安田家資料

山内家資料

山下家資料

山本家（三九）資料

向瀬夏美氏旧蔵　「鎌倉文明史論」他書籍向瀬家資料

永野勝夫氏旧蔵古書・絵図

内藤悌三郎氏旧蔵・写真・短冊　（大町）

永野家資料

内藤家資料

「鎌倉タイムス」紙関係資料豊原家資料

鈴木氏（八巻氏）旧蔵　鎌倉劇場・鎌倉カーニバル写真ほか　（大町・由比ガ浜）

都筑健一氏撮影鎌倉カーニバル写真他都筑家資料

天馬堂資料

田中八郎氏旧蔵　幕末明治期村政文書　（植木）田中家資料

立川正幸氏旧蔵　共立社月報「蟻塔」　写真・絵葉書（小袋谷）

田島浪子氏旧蔵風致保存運動関係資料　（佐助）

武田光比古氏旧蔵　坂ノ下埋立て事業関係（坂ノ下）武田家資料

田島家資料

立川家資料

高柳英麿氏撮影・所蔵写真　鎌倉市内昭和・平成期高柳家資料

資料群名 資料の概要
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　　　　北鎌倉路地廻りふしぎ探訪」展示

　　　「ぼんぼり祭の誕生」のリーフレット、パネル展示　

【令和元年度　写真等資料提供】　実績　６１　件　～写真等提供　主な提供先～

　■展示

　　・　鎌倉市役所都市景観課
　　　　「若宮大路・小町通り景観形成ガイドライン作成事業」ワークショップ展示

　　・　新学社教材『活用力アップセミナー』に写真掲載

　　・　かまくら春秋社雑誌「かまくら春秋」2019年５月～2020年５月（50周年特大号）

　　・　タウンニュース社「タウンニュース鎌倉版」

　  ・　ジオ神奈川主催横浜市民防災センター「空から見た関東大震災YOKOHAMA」展示

　　・　鎌倉歴史文化交流館「近世近現代展示室」に小原牧場牛乳瓶を展示

　　・　みずほ銀行大船支店ロビー展示

　 　・　鎌倉芸術館「鎌倉文学館X鎌倉芸術館 鎌倉ゆかりの文学と松竹大船撮影所の地」展示

　　・　くにたち郷土文化館 春季企画展「国立大学町開拓の景色」展示及び図録掲載

　　・　鎌倉文学館秋季特別展「オリンピックと文学者」展示パネル及び図録掲載

　　・　鎌倉川喜多映画記念館企画展「松竹大船撮影所物語」展示

　　・　北鎌倉つるし飾り委員会主催「北鎌倉つるし飾りのある街

　　・　鎌倉市文化協会新春ギャラリー展で写真展示

　　・　鎌倉市青少年指導員連絡協議会「街あるき江ノ電を知ろう」パネル展示

　　・　鎌倉市立関谷小学校平和教育研修会パネル展示

　　・　鶴岡八幡宮展示施設「鎌倉文華館　鶴岡ミュージアム」

　■書籍・雑誌・新聞等掲載

　　・  山崎小学校創立50年記念誌（2020年２月発行）及びHPに写真掲載

　　・　湘南モノレールHP「ソラdeブラーン」に写真掲載

　　・　東京書籍 令和２年度 小学校教科書「新しい社会」に掲載

　　・　ETクリエーション：雑誌「ＳＨＯＵＮＡＮ　ＴＩＭＥ」に掲載

　　・　神奈川県立総合教育センター「神奈川県教育史（戦後史）」編纂資料として

　　・　朝日新聞出版刊『暗渠パラダイス』掲載

　　・　広報かまくら令和２年２月15日号掲載

　　・　日本遺産「いざ、鎌倉」ブックレット掲載

　　・　鎌倉鳶職組合「百年記念誌」掲載

　　・　鶴岡八幡宮展示施設「鎌倉文華館　鶴岡ミュージアム」「季節展示・夏」チラシ
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　　・　関東学院大学経済学部経営学部講義で使用

　　・　横浜国立大学附属鎌倉小学校社会科単元「市のうつりかわり」に写真使用

　　・　玉縄歴史の会開設ホームページで使用

　　・　専修大学文学部環境地理学科　調査研究に実測地図使用

　　・　修士論文等資料として　…　３名

　　・　自宅歴史調査資料として　…　１名

　■テレビ番組等

　　・  テレビ東京「よじごじDays」

　　・  テレビ東京「アドマチック天国－鎌倉御成町」

 　 ・　鶴岡八幡宮展示施設「鎌倉文華館　鶴岡ミュージアム」
　　　「ぼんぼり祭の誕生」映像展示
　　　「旧神奈川県立近代美術館鎌倉の65年を振り返る」映像を放映

　■その他資料提供

　　・　図書館とともだち・鎌倉主催「旧図書館修復・保存プレゼンテーション」に使用

　　・　野村不動産アーバンネット「広告物」で使用

　　・　鎌倉市役所歴史まちづくり推進担当twitterに写真使用

　　・　文化財建造物保存技術協会の資料調査のため使用

　　・　歴史地震研究会徳島大会ポスター発表に写真使用

- 66 -



〔近代史資料室のあゆみ〕

昭和52(1977)年４月 中央図書館に「鎌倉近代史資料収集室」が設置される。

　　54(1979)年３月 資料集第１集『人物編　その１』を刊行

　　57(1982)年３月 資料集第２集『近代鎌倉の地名』を刊行

　　58(1983)年６月 資料集第３集『鎌倉のことば』を刊行（平成３年 活字本刊行）

資料集第10集『大街堂日記』上・下を刊行（上は57年）

　　59(1984)年３月 郷土資料展示会「小丸氏旧蔵　東慶寺縁切文書展」開催

　　60(1985)年３月 郷土資料展示会「鎌倉の社寺門前」開催

　　61(1986)年１月 郷土資料展示会「鎌倉土着の俳人たち」開催

　　62(1987)年２月 郷土資料展示会「鎌倉の野仏」開催

11月 資料集第７集『鎌倉の野仏』刊行

　　　　　　　12月 郷土資料展示会「鎌倉在住文化人遺作展…明治・大正」

　　63(1988)年10月 郷土資料展示会「鎌倉　幕末から明治へ」開催

平成元(1989)年10月 郷土資料展示会「鎌倉の名主屋敷」開催

　　２(1990)年　　 資料集第８集『山ノ内村　御用留』（活字本）刊行

　　　　　　　４月 『鎌倉災害年表稿』（鎌倉郷土史料研究会）発行

　　　　　　　11月 郷土資料展示会「鎌倉の開化と人物展」開催

　　３(1991)年２月 資料集第５集『鎌倉の社寺門前町』（活字本）刊行

12月 資料集第６集『鎌倉の俳人』（活字本）刊行

　　４(1992)年２月 郷土資料展示会「青春・鎌倉アカデミア」開催

　　　　　　　10月 郷土資料展示会「実朝の風景」開催

　　５(1993)年３月 資料集第４集『十二所　小長井日記』（活字本）刊行

　　６(1994)年３月 資料集第11集『実朝の風景』（生誕800年）（活字本）刊行

　　　　　　　３月 郷土資料展示会「写真に見る鎌倉」開催

　　８(1996)年11月 写真展「鎌倉の今昔Ⅰ」開催

　　９(1997)年３月 資料集第12集『青春・鎌倉アカデミア』（活字本）刊行

写真展「鎌倉の今昔Ⅱ」開催

　　10(1998)年　　 アルバム「鎌倉の今昔…写真に見る史跡碑とその周辺」を作成

写真展「鎌倉の今昔Ⅲ」開催

　　11(1999)年11月 写真展「消えゆく風景～鎌倉の昔と今をパチリ」開催 

　　12(2000)年９月 郷土資料展示会「幻の田園都市から松竹映画都市へ」開催

　　　　　　　10月 「安田三郎氏寄贈写真整理の会(仮称)」発足し、以後ボランティア団体として活動

　　　　　　　11月 写真展「幻の田園都市から松竹映画都市へ」開催

　　13(2001)年７月 「大町の昔の町並展」開催

　　　　　　　11月 写真展「大町の昔の町並展」開催

　　14(2002)年３月 植木小坂家・山崎関根家・関谷平井家所蔵古文書の目録を「郷土史料を読む会」

「虫の会」の協力により作成。また、町内会の協力により「大町」の昭和初期

の町並みについて聞き取り調査をし地図を作成

　　　　　　　11月 「近代史資料室よもやまばなし」開催
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　　15(2003)年３月 写真展「玉縄城今むかし」開催（共催：玉縄歴史の会）

　　　　　　　８月 写真展「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」開催

　　16(2004)年３月 「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」刊行

　　17(2005)年３月 資料集第13集『幻の田園都市から松竹映画都市へ』刊行

　　17(2005)年３月 写真展「古都・鎌倉へのまなざしと思い－安田三郎写真展」開催

　　　　　　　７月 写真展「鎌倉・太平洋戦争の痕跡」開催

　　　　　　　８月 旧大船支所建物実測調査を実施

　　　　　　　12月 資料集第14集『大街堂日記』刊行

　　18(2006)年３月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する１」開催

　　　　　　　５月 鎌倉アカデミア創立60周年記念祭実行委員会主催「鎌倉アカデミア創立60年記念

―市民と語る集い」において「鎌倉アカデミア60年の軌跡」を展示

　　　　　　　７月 展示「鎌倉アカデミア60年の軌跡」開催

　　19(2007)年３月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する２」

　　　　　　　５月 「鎌倉アカデミアを伝える会2007」に資料提供(この後毎年開催)

　　　　　　　８月 第１回ミニ展示「鎌倉の海－隠居籠のある風景」開催

　　　　　　　11月 第２回ミニ展示「江戸時代の古文書を読んでみよう」

写真展「古都鎌倉へのまなざし～中央図書館収蔵写真より」開催

　　20(2008)年３月 写真展「昭和の風景～暮らしともの」

　　　　　　　５月 第３回ミニ展示「鎌倉の疱瘡」開催

　　　　　　　９月 第４回ミニ展示「『鎌倉震災誌』ができるまで」開催

シンポジウム「関東大震災と鎌倉」浅見茂雄氏　NAMAZUの会

　　　　　　　10月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する３」

　　　　　　　11月 『鎌倉谷戸の記録　上・下』刊行　

　　21(2009)年３月 第５回ミニ展示「鎌倉の鳶－先達の足跡」開催

写真展「鎌倉の谷戸を記録する４」

　　　　　　　８月 第６回ミニ展示「小学校教科書－明治・大正」開催

　　　　　　　９月 写真展「鎌倉の谷戸を記録する５」

　　22(2010)年５月 100周年記念事業の準備、資料収集（大津家資料他写真資料）、資料集の刊行準備

　　23(2011)年７月 鎌倉市図書館開館100周年記念事業関連展示

「鎌倉海浜ホテル追憶」（鎌倉文学館）

　　　　　　　９月 同「鎌倉海浜ホテル追憶」（由比ガ浜：ジャックと豆の木）

　　24(2012)年１月 第７回ミニ展示　「鎌倉の高札－寺分村より」開催

　　　　　　　３月 ギャラリートーク「高札の字を読んでみよう」

　　　　　　　４月 「近代史資料担当」となり、図書館職員１名が兼務で配置

総務部総務課の「市史編さんに関する事務」を補助執行開始

　　　　　　　６月 資料展示「昭和初期の理想郷　古き良き鎌倉山の姿」

シンポジウム「昭和初期の理想郷　古き良き鎌倉山の姿」（中央図書館多目的室）
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　　25(2013)年３月 「近代史資料室だより」第一号発行

　　　　　　　９月 郷土資料展「90年前の関東大震災と鎌倉－震災写真からみえるもの－」開催

講演会「1923年大正関東地震による津波」開催

　　26(2014)年１月 「近代史資料室だより」第二号発行

４月 歴史的公文書選別試行開始

７月 郷土資料展「図書館に集まったお宝たち－ふるさと鎌倉展－」

10月 「近代史資料室だより」第三号発行

27(2015)年３月 デジタルアーカイブをホームページ上で公開

28(2016)年２月 郷土資料展「今昔写真展「鎌倉を見つめた写真家たち－鈴木正一郎28年間の記録」

を中心に－安田三郎・皆吉邦雄の３人展」開催

６月 鎌倉アカデミア創立70周年記念祭を材木座光明寺の書院、開山堂、本堂にて開催

８月 地下道ギャラリー50全面で２月に開催した郷土資料展の中から鎌倉地域の写真を

58点抜粋し、２週間展示

11月 「近代史資料室だより」第四号発行

29(2017)年１月 鎌倉生涯学習センター地下ギャラリーで開催された鎌倉市文化協会・鎌倉写真連盟

主催の「新春ギャラリー展2017写真の力」に協力参加、「なつかしい風景－新春の

鎌倉を中心に　鈴木正一郎写真より」として氏撮影の写真約60枚を展示

３月 『鎌倉震災手記－98人が綴る鎌倉の関東大震災記録－』刊行

６月 地下道ギャラリー50の展示

　９月 特別展示「関東大震災－空からの記録を読む　鎌倉・湘南・三浦」開催

30(2018)年３月 近代史資料集第15集『鎌倉郡岩瀬村御用留』刊行

10月 郷土資料展示「幻のユーイービーチ　－震災復興・坂ノ下埋立地の歴史－」開催

31(2019)年３月 ミニ展示「鎌倉駅伝と金栗賞朝日マラソン」開催

４月 「近代史資料室だより」第五号発行

「鎌倉アカデミア創立記念上映会」を材木座光明寺にて開催

７月 中央図書館３階に近代史資料室書庫を設置

12月 展示『追悼劇画師　植木金矢』

　　　　令和２年

　　(2020)年１月 ミニ展示「東京オリンピック1964」開催

令和元年
（2019）年６月
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