
三浦半島周辺の大岡作品　見学記 2021.4.14～16

【法蔵院】/横須賀市/本堂、庫裏、客殿の設計及び総門の監修

　　　　　総門/監修物件/木造/施工は鈴木社寺工務所/前方に本堂の屋根が見える 📹 video

https://youtu.be/k3nzvREdbtU




　　　本堂/屋根は大岡實の意匠上の特徴である錣葺となっている 📹 video

錣葺については右のホームページを参照してください。 設計理念　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

https://youtu.be/MAnPRbYGLNU
http://www.ohoka-inst.com/idea.html#shikorobuki


　　　最近、屋根の葺き替えが行われたと云う 📹 video

https://youtu.be/2m312BuUUhQ


大岡實は「錣葺の場合、上方の部分は矩勾配（45°）に近く下方の部分は四寸～五寸の緩い勾配で、その結果は上方の屋根は屹立性
が強く鋭い感じを持っているが周囲の勾配の緩い屋根がこれを受けて安定感を与えるのに役立っているのであって、極めて巧みな意匠
である」と述べている 📹 video

https://youtu.be/mz6703Sf5-k


　　　側面からその形態を見たときに、屹立性が崇高性を感じさせる 📹 video

https://youtu.be/8jkhauMmP-I


📹 video

https://youtu.be/zwUkZ6e6rUQ


📹 video

https://youtu.be/7fu7qRNVjX4








　　　　　小屋組及び軒先は木造となっている 📹 video

小屋組や軒先も基本的にはRC造として設計されたのだが、幾つかの作品ではどのように木造を取り込めるかの試行錯誤が行われた/ホームページ参照
眞光寺 本堂　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)
法安寺　本堂　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

https://youtu.be/GMY1wByIDv0
http://www.ohoka-inst.com/sinkouji.html
http://www.ohoka-inst.com/houanji.html


　　　　　組物はRC造に適した手法として、挿肘木（繰型付の軒下腕木を長押が受けた形式）を採用している

挿肘木については右のホームページを参照してください。 設計理念　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

http://www.ohoka-inst.com/idea.html#sashihijiki01








左手が客殿、右手は庫裏/軒先だけであるが、本瓦を使って緩やかな軒反りを演出し、本堂との調和を図っている 📹 video

https://youtu.be/kNXkvVqOGug




　　客殿入口/左手が本堂





庫裏入口



　　　　側面から見た庫裏 📹 video

なお、法蔵院の詳細についてはホームページを参照してください。 法蔵院 本堂　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

https://youtu.be/kt6JRA5N_Mo
http://www.ohoka-inst.com/houzouin.html


【長安寺】/横須賀市/鐘楼を手始めに庫裏、客殿・廻廊、築地塀、車庫、山門、本堂、六地蔵堂、そして手水舎と伽藍全体の設計をしている

　　山門 📹 video

https://youtu.be/YgzQwtn0Ux8




　　　正面前方が本堂/錣葺の屋根となっている 📹 video

https://youtu.be/Ia0lzQ6kBN8


📹 video

https://youtu.be/VOtWyAMT5pM


　　小屋組も軒先も全てRC造 📹 video

https://youtu.be/K9PgeRoONHI


📹 video

https://youtu.be/xZUJS6JmTzc


　　　　妻壁は二重虹梁大瓶束となっている





📹 video

https://youtu.be/IUaJJPWbAXw




📹 video

https://youtu.be/aGBVPYLJ8iI


右手は客殿 📹 video

https://youtu.be/3pj5xsgJOnk


📹 video

https://youtu.be/HZMtDCIvCls




📹 video

https://youtu.be/ceqCOiepDOE






大岡實独特の挿肘木の手法を用い、これを持送風に取扱って軒を支え、随所に簡単な繰形を整えている/尾垂木を斜めにせずに水平
に扱って変化ある形を演出している 📹 video

https://youtu.be/XYuKFPkY8Wo




　　　正面は客殿の屋根 📹 video

https://youtu.be/hi9j8VfBtKs


📹 video

https://youtu.be/nlsOQTZr9Aw


📹 video

https://youtu.be/K6b0E168PGI


　　　　　こちらは本堂の背面の軒先/左手から右方向に見たところ 📹 video

https://youtu.be/zhJ4vVybzHI


　　一軒となっている 　　　こちらは左側面の軒先で、挿肘木形式の二軒







　　客殿





　正面は庫裏/左手が客殿



　　　　手水舎/木造/施工は鈴木社寺工務所





　　　　鐘楼/木造/施工は鈴木社寺工務所





　　六地蔵堂/木造/施工は鈴木社寺工務所





　　　境内側から見た山門

なお、法蔵院の詳細についてはホームページを参照してください。 長安寺 本堂　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

http://www.ohoka-inst.com/chouanji.html


【西徳寺】/横須賀市/鐘楼の設計

手前の道路を左手に少し行くと、そこは海（東京湾） 📹 video

https://youtu.be/2vMETwfiqgU


　　　　　境内の裏山には、幕末期に江戸湾の防備のためにこの地に赴いて、ここで亡くなった会津藩士が祀られているようだ



　　　これが本堂左手に所在する鐘楼/木造/施工は鈴木社寺工務所 📹 video

https://youtu.be/NrkpgjHFrhY


　　　左手から見たところ 📹 video

https://youtu.be/-NnU4s0WxFg




📹 video

https://youtu.be/PFoeWRlQrF0




　屋根は振れ隅にしている

なお、西徳寺の詳細についてはホームページを参照してください。 その他の神社・寺院他作品の紹介_2 Ⅰ鐘楼　Ⅱ収蔵庫・覆堂　　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

http://www.ohoka-inst.com/sonota_2.html#seitokuji_shourou


【信誠寺】/横須賀市/庫裏・客殿の設計

　　　　　前方に信誠寺の石段が見える



　　　ここにも、幕末期に江戸湾の防備のためにこの地に赴いて、ここで亡くなった川越藩士が祀られているようだ



　　　　正面が庫裏・客殿 📹 video

https://youtu.be/lbymUh6H7Tk


　　　右手から見たところ 📹 video

https://youtu.be/Y8tLHs8by7w


　　左手に回って、庫裏・客殿を見下ろしたところ



　　軒先だけであるが、本瓦を使って緩やかな軒反りを演出している 📹 video

なお、信誠寺の詳細についてはホームページを参照してください。 その他の神社・寺院他作品の紹介　その他_3　Ⅲ庫裏・客殿　Ⅳその他諸設備　Ⅴ木造物件　Ⅵ監修物件　　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

https://youtu.be/yB7OC9r_8sw
http://www.ohoka-inst.com/sonota_3.html#shinseiji_kori


【常勝寺】/横須賀市/本堂、山門、手水舎の監修

📹 video

https://youtu.be/2yBjuIvNV_A


山門/木造 📹 video

https://youtu.be/nq6EiEqYxFk


本堂/木造 📹 video

https://youtu.be/XxDQH0LHnvE


📹 video

https://youtu.be/vlI3X0cnFyk


　　　　　新築記念碑には、「監修　松浦弘二」と刻まれていた



　　　右手から見たところ













　本堂内陣の彫刻欄間/富山県井波出身の松浦弘二が、故郷の伝統工芸の発展の一助として紹介した井波彫刻協同組合が制作した 📹 video

https://youtu.be/zn9PvrTc780


　山門



　手水舎

なお、常勝寺の詳細についてはホームページを参照してください。 その他の神社・寺院他作品の紹介　その他_3　Ⅲ庫裏・客殿　Ⅳその他諸設備　Ⅴ木造物件　Ⅵ監修物件　　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

http://www.ohoka-inst.com/sonota_3.html#jyoushouji_hondou


【雷神社】/横須賀市/社殿の設計

📹 video

https://youtu.be/-G084_8gj-c


　　　石段の上に、黄色い社殿の屋根が見える



　独特な形をした社殿の屋根 📹 video

https://youtu.be/I2p81MxbCSA


厳島神社の祓殿を彷彿とさせる 📹 video

https://youtu.be/wKQUztZSruI


📹 video

https://youtu.be/eV2ZXBX_7_M


📹 video

https://youtu.be/3SxsXs1VFnw






　左側面 📹 video

https://youtu.be/EWULtc9gO4U


　　　　　垂木の先端には大仏様の特徴である鼻隠板が回る



斗栱は大斗形式の一手先で丸桁を受けている/大斗には括れがあるのだが、RC造の場合は木造と違って柱の構造断面が括れの部分で決まり、強度を
確保するには不経済でも柱の断面を大きくしなければならない/そうすると他の部材とのバランスを整えることができないため、ここでは柱は大面取りと
して、他の部材とのバランスの違和感を救っている/中備は間斗束に雲型の鰭が付く変わったデザインとなっている



📹 video

https://youtu.be/aFaRYqrfXz4


　右側面 📹 video

https://youtu.be/HY3eFRIIXlw


📹 video

https://youtu.be/3WcqDOzKgBE


　こちらでは大斗の下の貫は長押状になっており、柱巾と括れ部巾が同幅である違和感を救っている/同様の目的で大斗の下に皿斗を設ける例もある







　傍にはこんな小祠もあった

なお、雷神社の詳細についてはホームページを参照してください。 雷神社　社殿　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

http://www.ohoka-inst.com/ikazuchi.html


【称名寺】/横浜市/反橋・平橋の設計

　　　　　浄土庭園とされる称名寺の庭園と苑池に浮かぶ反橋・平橋を大岡實建築研究所が設計している



　　　　正面は仁王門/江戸時代後期の再建 📹 video

https://youtu.be/SaEQRMKXgzU


　その向こうに反橋が見える



📹 video

https://youtu.be/cE9C_iCHJa0


　　反橋 📹 video

https://youtu.be/AUEgsa9WENY


📹 video

https://youtu.be/TJmTY2rcxnU


前方が平橋 📹 video

https://youtu.be/vmfwHwQYfak


　　　　　平橋/その前方に見えるのは江戸時代前期再建の金堂 📹 video

https://youtu.be/quDzXya0tr0




　　　　　平橋を渡って、振り返って見たところ 📹 video

https://youtu.be/zwS1bdMlzww


📹 video

https://youtu.be/bSlzl0SXYw4


📹 video

https://youtu.be/Mka9LgRR74E




📹 video

なお、称名寺の詳細についてはホームページを参照してください。 称名寺反橋・平橋　再建・復元作品　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

https://youtu.be/wtXt8m4-QGM
http://ohoka-inst.com/shoumyoujisoribashihirabashi.html


【光明寺】/鎌倉市/庫裏本坊、書院の設計

　　大岡實建築研究所が庫裡本坊等（鉄筋コンクリート造、二階建て）と書院・対面の間（木造）を設計している





山門/神奈川県指定重要文化財/江戸時代後期建立 📹 video

https://youtu.be/o1zh54-ySHQ


　　　　山門の二階の廻り縁から見た庫裏本坊 📹 video

https://youtu.be/Ptz1URNZm-k


　　　アップで見たところ



　　　　　本堂は「令和の大改修」のための素屋根を架ける工事中 📹 video

https://youtu.be/aL-ZJg3uWxo


　　　　　前方が書院



　　　書院/左手は庫裏本坊 📹 video

https://youtu.be/mibMwAmsX-A


庫裏本坊



　　妻飾りは二重虹梁蟇股







　　　　書院・対面の間

なお、光明寺の詳細についてはホームページを参照してください。 その他の神社・寺院他作品の紹介　その他_3　Ⅲ庫裏・客殿　Ⅳその他諸設備　Ⅴ木造物件　Ⅵ監修物件　　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

http://www.ohoka-inst.com/sonota_3.html#koumyouji_kori


【延命寺】/逗子市/本堂の設計

　　前方が逗子延命寺本堂 📹 video

https://youtu.be/hTqiCEC7j7A


　　　　　「逗子の地名発祥の寺」と刻まれた標柱が立っていた



　　　　敷地の関係で、屋根は妻入の重層入母屋造向拝付となっている/屋根の両サイドに千鳥破風が見える 📹 video

https://youtu.be/ceJnQAcX8YQ


　　　　側面（平側）には千鳥破風を設けて、単調なデザインとならぬよう配慮している



📹 video

https://youtu.be/opVX0TaH2X8


　　　　背面を見たところ 📹 video

https://youtu.be/gmZBYy5kCXs


📹 video

https://youtu.be/yUP4k77is_E




📹 video

https://youtu.be/yALhYVULITw


　　　　　　軒廻りはRC造の特性を生かした挿肘木形式が採用され、垂木は省略されて板軒となっている















　　下層の挿肘木の形は大仏様の雰囲気であるが、上層の挿肘木の形は雲形をしている



境内には相模三浦氏一族の墓や湘南七福神の厨子弁財天堂などがある 📹 video

なお、延命寺の詳細についてはホームページを参照してください。 延命寺　本堂　大岡實建築研究所 (ohoka-inst.com)

https://youtu.be/FG-nTh1KZdI
http://www.ohoka-inst.com/enmeiji.html

