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ホームページhttp://www.k5.dion.ne.jp/~h_fuji_p 

古民家も年越しの準備 

正月には家に歳神さまをお迎えして祝います。歳神さまは 1

年の初めにやってきて、その年の作物が豊かに実るように、ま

た家族みんなが元気で暮らせるように図ってくれます。年末に

は大掃除をして門松やしめ飾り、鏡餅を飾ったりするのは、す

べて歳神さまを心から歓迎するための準備です。  

 かつてはあちこちの家で笹を束ねて煤払いをし、障子

を張り替えて、畳替えや畳干しをやり、風呂の煙突掃除

をして、おせちを作り、新しい下着等の用意をしたりし

ました。ふじやま公園の古民家でも新しい年を迎えるための年越しの準備

が始まっています。12 月 24 日には門松を作って、古民家の大掃除をします。 

そしてお客さまに参加していただくイベントも実施します。 

みなさまのおいでをお待ちしています。 

◆年末餅つき会：12 月 21 日（日）10 時～12 時（雨天実施） 

だれでも、餅つきに参加できます。先着 100 名  

 三色もち 300 円   

◆ミニ正月飾り作り：12 月 23 日（火・祝）10 時～13 時（雨天実施） 

 小さなお正月のしつらえ 〔和物の置物と洋物の壁掛け〕 

材料費：１セット 500 円  和物・洋物をそれぞれ 25 セット用意します。 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    平成平成平成平成 20202020 年年年年 10101010 月月月月    来園者数来園者数来園者数来園者数    団体・グループ来園状況団体・グループ来園状況団体・グループ来園状況団体・グループ来園状況    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

来園者数：2,094 名   

(来園日)   (団体名)         (人数・内数) 

２日(木)   中野幼稚園 ······························ 60 名 

３日(金)  中野幼稚園 ····························· 107 名 

９日(木)  戸塚歴史ロマン ·························· 9 名 

15 日(水)  KF ハイキングクラブ ················ 21 名 

17 日(金)  遠足サークル ··························· 21 名 

20 日(月)  本郷台小学校４年生 ················· 108 名 

20 日(月)  レモンカンパニー ····················· 25 名 

23 日(木)  中野幼稚園 ······························ 60 名  

25 日(土)   中野幼稚園 ····························· 120 名 

26 日(日)  日歴友の会 ······························ 15 名  

29 日(水)  セントケアホーム港南 ··············· 11 名 

30 日(木)  遊友会 ···································· 15 名 

31 日(金)   シーアクラブ小菅ヶ谷悠々会 ······ 15 名 

近頃、公園を散歩しているとパンツの

裾にたくさんの種らしき物が付着しま

す。後に“盗人萩”という事が解かりま

した。 

種はマメの形に似ていて表面はザラザ

ラ、付着するとマジックテープの様に取

れにくく、人々や犬達を介して種はどこ

まで運ばれて行くのでしょうか？ 
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 第第第第 33333333 回古民家シリーズ回古民家シリーズ回古民家シリーズ回古民家シリーズ(3333））））－－－－せせらぎ公園せせらぎ公園せせらぎ公園せせらぎ公園とその周辺とその周辺とその周辺とその周辺――――    
平成 20 年 10 月 3 日 古民家歴史部会 

市営地下鉄市営地下鉄市営地下鉄市営地下鉄センターセンターセンターセンター南駅南駅南駅南駅～～～～地蔵堂地蔵堂地蔵堂地蔵堂～～～～茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎観音堂崎観音堂崎観音堂崎観音堂～～～～茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎城址崎城址崎城址崎城址～～～～正覚寺正覚寺正覚寺正覚寺～～～～せきれせきれせきれせきれ

いのいのいのいの道道道道～～～～せせらぎせせらぎせせらぎせせらぎ公園公園公園公園～～～～昼食昼食昼食昼食～～～～古民家古民家古民家古民家～～～～市営地下鉄仲町台駅前解散市営地下鉄仲町台駅前解散市営地下鉄仲町台駅前解散市営地下鉄仲町台駅前解散 

 
10 月 3 日(金) 好天の中、参加者 16 名で 10 時に出発。5

分余り歩いて茅ヶ崎観音堂に到着。この寺は行基ゆかりの処で

夢のお告げにより得た金無垢の観音像を現在の茅ヶ崎町大原

に安置。 その後天災に逢い、領主多田山城守行綱が守護仏と

して胎内仏を作って安置したという。つづいて茅ヶ崎城跡ヘ、 

標高 30m の高台にあって眺めもよく、周りは竹林、雑木林に

囲まれ、小机城の支城として築

かれたもので東西に三つの郭，

空堀などが復元されていた。 庚申供養塔、正覚寺、茅ヶ崎公園

と回り、昼食後、せせらぎ公園へ、 水鳥の遊ぶ池のまわりに桜

並木が続き、中央の大きな池には睡蓮の花が可愛らしい姿をのぞ

かせ、その後方に、銅葺きの屋根の古民家と長屋門がありました。 

古民家は江戸時代中期から後期の建築と推定され、こじんまり

した内部には当時の生活用品が展示され、板の間のイロリなど、

横浜独特の民家の様子が見えました。竹ずみの風鈴とか、行燈、ランプなどが建物とマッチして

眼に映りました。 

古民家Ｑ＆Ａ  『カマドの煙突』     

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：古民家のかまどに煙突がありませんが何故ですか？ 

Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：カマドは煮炊きをする燃焼装置です。煙突は燃焼装置の燃焼

ガスを大気中に放出させる器具で、同時に燃焼に必要な空気を

燃焼装置に吸込む役目を持っています。煙突は明治以前の日本

家屋には見たらず、カマドの煙は屋内を通って天窓や煙出しか

ら外に出していました。煙突が無かったのは煙突に適する材料

が無かったためです。日本の煙突の始まりは明治になってから

工場建築に始まり、民家のカマドに煙突が付けられるのは大正

になってからでした。煙突が無かったことのプラスは薪を効率的に利用でき、火災の危険性が

少なく、煙の充満により蚊などの害虫の侵入を防止するなどです。一方健康上の問題や薪を上

手に燃やす工夫が必要となり、カマドに欠かせない道具として火吹竹があります。 

  旧小岩井家のカマドにも煙突は勿論ありません。土間の隅の棚に昭和期のものと思われる鋳

鉄製のカマドがありますが、煙突を取付ける口があります。比較してください。 

                                 

    

    

    

    

    

    

        

 

※「いろり辺雑記」は、古民家の「いろり辺」に置かれている和綴じのノートに、    

来園者が、古民家を訪問した際に書いた感想文です。 

『いろりいろりいろりいろり辺雑記辺雑記辺雑記辺雑記』からからからから    ((((原文のまま原文のまま原文のまま原文のまま))))    

この家は、とてもリラックスできるので、大好きになりました。おばあちゃんの

家に、にていて、あらためて、おばあちゃんが昔の人だと思いました。 

昔の物が、いっぱいあってすごかった。木のにおいが、いっぱいして、最近の家

は、コンクリートで作られているので、木のにおいなんてしないので、リラックス

できない。 

 

歴史探訪 

せせらぎ公園古民家せせらぎ公園古民家せせらぎ公園古民家せせらぎ公園古民家    

茅ヶ崎観音堂茅ヶ崎観音堂茅ヶ崎観音堂茅ヶ崎観音堂    
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今年も好天に恵まれた収穫祭。会場には、石焼き芋のにおいに誘われるように、家族連れなど大

勢のひとが集まり、賑わいをみせました。 

11 月８日、この日に向けて農芸部会の皆さんが丹精込めて育ててきた農園の野菜。さつま芋

や里芋などの定番野菜から、ヤーコンやウコンといった珍しい野菜も、収穫祭の名物となり、11

時から始まった石焼き芋やふじやま鍋は、１時間ほどで完売となりました。 

「ふじやま公園」には、子どもたちの元気な声が響き、家族の笑い声があたりをつつみました。

暖かな秋のひとときでした。 

✿農芸通信✿✿農芸通信✿✿農芸通信✿✿農芸通信✿    

11 月８日の収穫祭で畑の野菜はフィナーレを向かえました。 

土作りから収穫祭まで農芸部会員は大変なご苦労だったと伺います。 

でも、今回の収穫祭でたくさんの笑顔と“美味しかった”の言葉に一

同感激、作る喜びを感じたそうです。 

 珍しいという「ウコンの花」が咲きました！ 大きな葉と葉の間か

ら窮屈そうに出てきます。花弁は幾重にも重なり、緑係った白い花です。 

（花丈 30ｃｍ、径 15ｃｍ位）又、ウコンの葉は小さく切り、乾燥すること

で癒しの香りが出て枕下などに置き安眠の効果があるそうです。 

 今年は菊の花の生育が大変良く、特に食用菊は収穫祭時、沢山の方に喜ば

れた様です。おひたし、サラダ、お酢の物と秋を味わっては如何でしょうか。    

 

    

  

 10 月下旬、公園の案内板が鍛冶ヶ谷バス

停(大船方面)に新設されました。また電柱に

緑色の巻看板が本郷台駅から、鍛冶ヶ谷バ

ス停から、中野町バス停からなど既設の更

新を含めて 22 箇所に取付けられました。こ

れで来園者にとってかなり便利になったと

思われます。 

    

平平平平成成成成 20202020 年年年年 11112222 月月月月公園公園公園公園ボランティアボランティアボランティアボランティア活動予定活動予定活動予定活動予定    

    

部会・事項 日  時 部会・事項 日  時 

事務局会議 5 日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

歴史探訪 

14 日(日) 

7 日(日) 28(日) 

4 日(木) 

農芸部会  部会 

      作業 

15 日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会  作業 

 

13日(土)20日(土) 

28 日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 6 日(日) 11 日(木) 

21 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

24 日(水) 

適時 

クリーンアップ 

 大掃除 

2 日(火) 16 日(火) 

？？ 

ふじやまだより編集会議  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 12月27日(土)        印刷  

 

ウコンの花ウコンの花ウコンの花ウコンの花    
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楽しい教室のお知らせ  奮ってご参加ください。お待ちしております。  

 

教室名教室名教室名教室名    日時日時日時日時    内容内容内容内容    材料費材料費材料費材料費    応募期限応募期限応募期限応募期限    

作って遊ぼう～

子ども工作の日 

12月21日(日) 

10時～12時 

13時～15時 

手作り年賀状を作ります 無料 当日受付 

先着 各12名 

押し花 1月15日（木）  

9時30分～12時 

押し花を額にデザイン 

18cm×10cm 

2,000円 1月10日（土） 

1回コース 

初心者茶道 

体験教室 

1月17日（土） 今年 初点(ハツタテ) 一年

のスタートいたしましょう 

平服でおいでください 

500円 1月3日（土） 

10名 

寺子屋 

第４シリーズ 

1月17日(土) 

10時～12時 

地球温暖化と私たちの生活 

新玉に私たちの最大の関心

事をわかりやすく解説しま

す 

無料 12月25日(木) 

20名 

 
（１）持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：１２名。応募者多数のときは抽選。 
（３）応募要領：往復ハガキに、教室名、氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、 電話番号を書いて  

応募期限までに本郷ふじやま公園へ 

・・・・・・・・・・・・イベントのお知らせイベントのお知らせイベントのお知らせイベントのお知らせ・・・・・・・・・・・・ 

◆◆◆◆ 年末もちつき会年末もちつき会年末もちつき会年末もちつき会 日時日時日時日時    12121212 月月月月 21212121 日（日）日（日）日（日）日（日）詳細は一面で詳細は一面で詳細は一面で詳細は一面で  

◆◆◆◆ ミニ正月飾ミニ正月飾ミニ正月飾ミニ正月飾りづくりりづくりりづくりりづくり    日時日時日時日時    12121212 月月月月 23232323 日日日日    ((((祝祝祝祝))))    詳細は一面で詳細は一面で詳細は一面で詳細は一面で        

◆◆◆◆ 七草粥と子供遊びのご案内七草粥と子供遊びのご案内七草粥と子供遊びのご案内七草粥と子供遊びのご案内 

日時日時日時日時    平成平成平成平成 21212121 年年年年 1111 月１０日（土）月１０日（土）月１０日（土）月１０日（土）11111111 時時時時 30303030 分～１５時分～１５時分～１５時分～１５時        於於於於    古民家古民家古民家古民家        

七草粥餅入七草粥餅入七草粥餅入七草粥餅入 11111111 時時時時 30303030 分～分～分～分～13131313 時時時時    先着先着先着先着    100100100100 名様名様名様名様    １枚１枚１枚１枚 200200200200 円円円円    

子供遊び子供遊び子供遊び子供遊び    11111111 時時時時 30303030 分～分～分～分～14141414 時時時時    親子でご自由にお遊びください親子でご自由にお遊びください親子でご自由にお遊びください親子でご自由にお遊びください    

栄区歴史双六・カルタ・おはじき・めんこ栄区歴史双六・カルタ・おはじき・めんこ栄区歴史双六・カルタ・おはじき・めんこ栄区歴史双六・カルタ・おはじき・めんこ・羽根つき・こま・けん玉羽根つき・こま・けん玉羽根つき・こま・けん玉羽根つき・こま・けん玉 

 

                       

 

 

 

◆ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会        

〒〒〒〒247247247247----0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷1111－－－－20 20 20 20     TEL:896TEL:896TEL:896TEL:896----0590059005900590        FAX:896FAX:896FAX:896FAX:896----0593059305930593    

                    「ふじやまだより」に対するご意見やご感想を電話、「ふじやまだより」に対するご意見やご感想を電話、「ふじやまだより」に対するご意見やご感想を電話、「ふじやまだより」に対するご意見やご感想を電話、FAXFAXFAXFAX でお気軽にどうぞでお気軽にどうぞでお気軽にどうぞでお気軽にどうぞ    

農芸部員、クリーンアップ員を若干名募集しています。 ご希望の方は事務局まで御連絡を 

 

・開館時間      ： 9：00～17：00 入館料：無料 
・休館日       ： 12 月３日（水） 
・クリーンアップ   ： 12 月 2 日（火）16 日（火）10 時～


