Yauso Teahouse
This late Edo Period samurai style tea house

夜雨荘（やうそう）

施設の使用料

紀州徳川家の家老三浦長門守の下屋敷跡（小

was part of the villa of Miura Nagatonokami,

夜雨荘（Yauso）

Chief Retainer of the House of Kishu

９：00〜12：00

2,820 円

12：00〜16：30

2,820 円

９：00〜16：30

5,640 円

Tokugawa. It has the distinct characteristics of
a samurai style teahouse including the notable
lack of a nijiriguchi, or low entryway door. It
includes a four and one half tatami mat main
tea room, a two tatami mat small room, a three
tatami mat entryway, and a room for the
preparation and washing of utensils.
Rokakuan Teahouse

芦鶴庵（Rokakuan）
９：00〜12：00

1,880 円

12：00〜16：30

1,880 円

９：00〜16：30

3,760 円

This tea house was a donation from the late

岡陽軒（Koyoken）

Konosuke Matsushita. It was established in

９：00〜12：00

1,880 円

1963 at the same time as the Residential

12：00〜16：30

1,880 円

９：00〜16：30

3,760 円

Facility for the Welfare of Young Girls. The
name of the teahouse, which literally translates
to The Hermitage of Cranes and Reeds is
thought to have been inspired from a poem
written by Yamabe Akahito from the
Manyoshu , Japan s oldest anthology of poetry
which dates back to the eighth century:

Koyoken Teahouse
the Rokakuan Teahouse. It was named by the
late Mayor Shozo Ujita. The name of the
teahouse literally translates to Sunny House
on the Hill . It is thought that the name was
inspired by the fact that the name of the block
where it is located contains the character for
hill and that it is a sunny location.

二畳の小間、三畳の寄付、水屋があり、にじ
り口がなく、武家茶室の特色を持っています。
芦鶴庵（ろかくあん）
昭和３８年に、児童女性会館と同時に設置され
たもので、故松下幸之助氏の寄贈の茶室です。
まべのあかひと）
が詠んだ「若の浦に 潮満ち
来れば 潟を無み（かたおなみ）葦辺をさして
鶴（たづ）鳴き渡る」から来ているものでは
ないかと思われます。

９：00〜12：00

930 円

12：00〜16：30

930 円

９：00〜16：30

1,860 円

岡陽軒（こうようけん）
昭和４２年に、「芦鶴庵」の控室として設置さ
れた茶室で、故宇治田省三市長が命名したも

冷暖房使用料

It was established 1967 as a waiting room for

後期（幕末頃）の武家茶室で、四畳半の主茶室、

「芦鶴庵」の名称は、万葉集で山部赤人（や

野点会場（Garden）

3 時間まで

松原通り五丁目）
に保存されていた江戸時代

820 円

ので、設置された場所の地名「岡山丁」、また、

3 時間を超えるとき、1 時間増すごとに

日の当たる場所から、「岡陽軒」と命名され

200 円加算

たものではないかと思われます。

※ただし、1 時間未満の端数は 1 時間とします。
お問い合わせ先
まちづくり局まちおこし部
和歌山城整備企画課
ＴＥＬ ０７３−４３５−１０４４
ＦＡＸ ０７３−４２６−３９０５

ご見学等をご希望の方は、和歌山市役所
和歌山城整備企画課までお問い合わせくだ
さい。

岡陽軒
（Koyoken）

芦鶴庵（Rokakuan）

野点会場
（Garden）

夜雨荘
（Yauso）

