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この辺りのいくつかの聞き書と調査資料から昔(昭和初期以

前)の年末年始の行事、しきたり、過ごし方を拾ってみました。 

来るべき年の歳神さまを迎える行事の事始めは煤はきですが、

20 日頃までに行います。男衆は山で取ってきた松や竹で門松を

作ります。餅つきは 29 日や大晦日は避けて行い、粟もちやひえ

もちも作ります。大晦日の女衆は、煮しめ、きんぴら、黒豆な

どを作ったり、お雑煮に入れる里芋や大根を煮付けたりして大

忙しです。年越しそばは、醤油味のだし汁で食べます。来年も食いのびますようにとの願い

から少し残します。お歳暮のやりとりがありますが、ほとんど鮭か砂糖です。 
元日になると一家の年男(主人または跡取り)が暗いうちに起きて若水を汲み、歳神さまに

供える器や杓子などを洗清めます。神棚にはオザッキという木製の小皿に大根を三角切りに

して敷物にし、油あげ、里芋、餅をのせて供えます。お餞米とお神酒を供えることもありま

す。年男は若水で澄まし仕立てのお雑煮を作ります。餅を焼き始めると女衆が起きだし、正

月料理を並べ家族一同おめでとうをいいます。正月の三ヶ日の朝の雑煮づくりやお供えは男

衆の仕事です。初詣は氏神さまです。お互いに年始回りも行います。子どもたちの正月の遊

びはコマ回しや羽根突きです。コマ回しは青年たちにも人気があります。七草、うない始め

(11 日)、小正月、恵比寿講、節分と過ぎて新しい年が動き出します。 
＜写真は「聞き書神奈川の食事」より＞ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    平成平成平成平成 20202020 年年年年 11111111 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    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 (来園日)   (団体名)      (人数・内数)   来園者数：2,352 名   

3日(月) ：老人保健施設あさひな ······ 10名 

4日(火) ：中野幼稚園················ 200名 

老人保健施設あさひな ······ 14名 

7日(金) ：中野幼稚園················ 250名 

9日(日) ：老人保健施設あさひな ······ 15名 

大船ヨークカルチャー水彩画 · 7名 

11日(火)：鎌倉会 ····················· 12名 

18日(火)：犬山町プラチナ会 ·········· 15名 

19日(水)：桂台小学校３年生 ·········· 70名 

21日(金)：小菅ヶ谷ケアプラザ ········· 5名 

22日(土)：警察OBハイキング ·········· 14名 

25日(火)：東武自治会爽和会(小山台) ·· 11名 

街づくり胡桃ヶ谷(鎌倉) ····· 15名 

29日(土)：竹の海原伐採ボラティア ··· 101名 

 

古民家のあるふじやま公園は秋の風情が

とても似合っている。 

一本の柿の木に４～５匹のリスが柿の実

を無心に食べていた。 

ハゼの木、カエデ、ニシキ木の赤色、桜、

欅、コナラ等の黄色、常緑樹のアオキやヤ

ツデもあり華やかに山化粧をしている。
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 第第第第 34343434 回回回回        古民家シリーズ古民家シリーズ古民家シリーズ古民家シリーズ    ((((4))))－－－－長屋門公園とその周辺長屋門公園とその周辺長屋門公園とその周辺長屋門公園とその周辺－－－－    
平成 20 年 11 月 6 日  古民家歴史部会 長谷川一郎(記) 

相鉄線相鉄線相鉄線相鉄線・・・・三三三三ツツツツ境駅境駅境駅境駅～～～～白姫神社白姫神社白姫神社白姫神社～～～～鎌取池跡鎌取池跡鎌取池跡鎌取池跡～～～～長屋門公園長屋門公園長屋門公園長屋門公園～～～～製糸場跡製糸場跡製糸場跡製糸場跡～～～～小金山小金山小金山小金山～～～～谷戸谷戸谷戸谷戸

道祖神道祖神道祖神道祖神～～～～おおおお墓山墓山墓山墓山～～～～バスバスバスバス停停停停・・・・中村中村中村中村    
11 月６日（金）晴れ、15 名参加。この処、歴史探訪の日は、

好天が続いています。行いが良い人が多いせいでしょうか。ス

タートの白姫神社は駅に近く、養蚕の守り神とか。駐車場にな

っている鎌取池跡をすぎ、裏門～横井戸を過ぎて正門へまわる

と、立派な長屋門がありました。 

 古民家の周りには湧水が流れ、「せせらぎの水辺」と呼ばれる

遊歩道へと続き、この豊富な湧水

の流れや、工夫された展示施設などは、ふじやま公園とはひと味違

っていました。 母屋の安西家は、和泉中央付近に天保年間に建て

られ、その後横浜市に寄贈、移築されたものだそうです（平成４年）。

さらに母屋のほか、長屋門、穀蔵、農具小屋なども、造りが立派で

した。製糸場跡～小金山(富士・丹沢の展望台)～谷戸道祖神～お墓

山とたどり、戸塚駅へのバス停・中村へ下って来ました。 

 

    

    

    

    

    

 里山部会活動        大屋根「竹の海原」作りの竹の伐採大屋根「竹の海原」作りの竹の伐採大屋根「竹の海原」作りの竹の伐採大屋根「竹の海原」作りの竹の伐採にににに参加参加参加参加    

11 月 29 日（土）、里山部会の皆さんは、横浜市が募集した市民

ボランティア 50 数名と本郷ふじやま公園の竹林に入り、総勢 100

名で孟宗竹を 120 本余伐採しました。来年の開港 150 周年記念の

テーマイベント会場（ヒルサイド）のシンボルとなる大屋根は、

市内９か所の公園などで 10 月から 12 月まで順次市民の手で切っ

た 2 万本の竹を使って作られます。

当日一人一人が切った120本の竹は

来年海原のような大屋根を作りま

す。ここ本郷ふじやま公園には 2ha 余のみごとな竹林を始め樹林

やたくさんの植物があり、それらの整備・観察会や炭焼き等を担

当しているのが里山部会です。里山部会はこの竹伐採の準備の段

階から係わり、当日は、たくさんの区や市外からも参加した市民

のボランティアの先達となり大活躍でした。森林浴の効用も加わ

ったのでしょうか「来てよかった」の声がたくさん聞かれた竹の切り出しでした。 

   

歴史探訪 

11 月 15 日（日）晴天の下 本郷中学校校庭で 10 時から 15 時まで栄区民祭

りが開催されました。大勢の人々で大賑わいでした。本郷ふじやま公園の

出品した竹細工や竹炭は大好評でした。 

  

母屋母屋母屋母屋    

白姫神社白姫神社白姫神社白姫神社    
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先日の収穫祭では小雨の中にも拘らず160名余りの方がたがお

出でになりました。今は、ほとんどの野菜が収穫され畑は平坦な

土地になりました。当分の間お休みとなります。 

 その間、３年サイクルで使用する堆肥作り

が今年も始まりました。サツマイモの蔓を

細かくした物とたくさんの落ち葉（クヌ

ギ、コナラ、モミジ）を混ぜ合わせ囲いの

中で積み重ね圧縮して、２～３ヶ月経過後、

油粕、牛糞、糠など混ぜ込み自然発酵させます。囲いは３ヶ所ありそれぞれ

の段階に応じて分けてあります。堆肥は肥料効果と共に通気性、排水性に優れふかふかとした肥

沃な土壌となり美味しい野菜やお花を育ててくれます。 

 早くも腐葉土の中ではカブト虫の幼虫が元気に成育していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「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。 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平平平平成成成成 21212121 年年年年 1111 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 12日(月) 古民家歴史部会 部会 

古文書解読勉強会 

11日(日) 

25日(日) 

 

農芸部会 部会 

     作業 

19日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 

 

10日(土)17日(土) 

25日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 15日(木) 

25日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

28日(水) 

適時 

クリーンアップ 20日(火) 

ふじやまだより編集会議 

       印刷 

12日(月) 

14日(水) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 12月27日(土) 

 

『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))))    

私は、これで２回目です。何回来ても、とても「のほほん」という感じがし

て、良い空間です。前庭に、水まきをさせてもらって、楽しかったです。 

昔の部屋は、木がたくさん使われていて、良いですね。また、来ます。 

 

✿農芸通信✿✿農芸通信✿✿農芸通信✿✿農芸通信✿    

カ キ 

 

公園のカキの実は、橙色に熟しています。未熟の果実はタンニンを多

く含み、柿渋は防腐剤として用いられます。甘柿は生食用で、渋柿はい

ろんな加工方法で食用にされます。成熟した果実のヘタを乾燥したもの

は、柿蒂（シテイ）という生薬で、しゃっくり・鎮咳・鎮吐に用いられ

ます。カキの葉はビタミン C、K や B 類、といったミネラル分フラボノ

イドなどを多く含み茶葉としてまたサプリメントとして加工されます。 
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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         

1月18日(日） 

10時～12時 

13時～15時 

クラフトでコマ作り 

 

無料 当日受付 

10時～11時  

13時～14時 

布ぞうり作り 1月29日(木） 

10時～15時 

１日で１足完成します 500円 1月20日(火） 

15名 

押し絵 2月3日(火）2月10日(火) 

13時～16時 

かわいい小さなつるし

雛を作ります 

1,500円 1月20日(火) 

  

炭焼き体験教室 2月7日(土) 8時～12時 

2月8日(日) 8時～17時  

2月14日(土) 8時～12時            

自分の手で竹炭を焼い

てみましょう 

無料 1月31日(土)10名 

窯詰め、火入れ、

窯出し、３回と

も参加できる方 

伝統工芸「鎌倉彫」

を彫る 

2月13日(金)2月20日(金) 

2月27日(金） 

  10時～12時30分 

18cmの平皿に椿文を彫

ります  

2,000円 

 

2月5日(木） 

全3回 

遊布 2月18日(水) 

13時～16時 

おひなさまを作ります 1,000円 1月31日(土) 

初心者茶道 

体験教室(裏千家) 

2月21日(土) 

13時～16時 

平服でお越しください。 

お茶を楽しんでみませ

んか 

500円 2月７日(土) 

10名 

寺子屋 

（第５シリーズ） 

2月21日(土） 

10時～12時 

植物の生育と樹木生理 

春の芽吹きの楽しみ 

無料 1月31日(土) 

20名 

押し花 2月24日(火) 

 13時～16時 

押し花を額にデザイン 

18cm×10cm 

2,000円 2月15日(日) 

刺し子 2月26日(木) 

13時～16時 

巾着  

25cm×24cm 

1,300円 1月28日(水) 

里山の 

そば打ち塾 

2月28日(土) 

 10時～12時 

初心者でも美味しいそ

ばが打てます 

700円 2月10日(火） 

6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 

・・・イべントのお知らせ・・・・・・ 

◆ 開園記念もちつき開園記念もちつき開園記念もちつき開園記念もちつき会会会会    日時日時日時日時    2222 月月月月 15151515 日（日）日（日）日（日）日（日）10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時    

                                開園を祝ってみんなでもちつき開園を祝ってみんなでもちつき開園を祝ってみんなでもちつき開園を祝ってみんなでもちつき    先着先着先着先着 200200200200 名名名名    紅白餅を無料進呈紅白餅を無料進呈紅白餅を無料進呈紅白餅を無料進呈    

  

 

 

 

 

★ 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            

・開館時間      ： 9：00～17：00 ・入館料：無料 
・年末年始休館日   ： 12 月 29 日（月）～ 1 月 3 日（土） 
・休館日       ： 1 月 7 日（水） 
・クリーンアップ   ： 1 月 20 日（火）10 時～11 時 


