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秋の味覚が味わえる公園収穫祭 

秋の恒例の収穫祭が 11 月 13 日（土）11 時から（受付 10 時

30 分）開催されます。ことしの夏は記録的猛暑で畑がカラカ

ラに乾燥し、農芸部員も水やりが大変だったようです。 

 収穫祭では、農園でとれたサツマイモは石焼き芋に、サト

イモはブタ肉と野菜をいっしょに味噌味仕立てのふじやま鍋

としてそれぞれ先着１５０名の方に 100 円で提供します。秋

の温かい味覚が味わえていつも好評です。 

また、小学生向け（先着 30 名）に収穫した作物をご褒美に

したサツマイモ・サトイモ掘りの収穫体験もあります。 

毎年喜ばれるのが畑でとれた収穫物（サツマイモ・サトイモ・大根・ネギなど）が当たるお楽

しみ抽選会です。作柄によってカラくじなしにしたいと聞くが今年はどうでしょうか。 

 幼児・子ども向けにやさしい、おもしろいゲームも準備されています。また毎年ユニークな案

山子がお客さまを迎えてくれるが、今年はどんな案山子が迎えてくれるでしょうか。 

当日は雨天の場合順延となりますが、準備の都合により小雨でも実施することもあるので、公

園の事務所（TEL896-0590）に問い合わせてください。 

 

    

第９回古文書講演会第９回古文書講演会第９回古文書講演会第９回古文書講演会        

政権移行政権移行政権移行政権移行時の当地の状況を資料から解時の当地の状況を資料から解時の当地の状況を資料から解時の当地の状況を資料から解

説します説します説します説します    

 今年の古文書講習会は、大政奉還後、

新政府が当地を含め江戸周辺に支配権

を確立する慶応４年(９月に改元して明

治元年)の当地のありさまを、小岩井家文書から読解

いていただきます。講師は横浜市歴史博物館学芸員斎

藤司先生です。対象の古文書は次の３点を予定してい

ます。 

慶応４年前半 幕府側代官からの江戸府内より外出

の際の断書、旅行、宿賃などの御達書。同年３月 官

軍東下の状況の触書・通過状況。同年７月 朝廷から

のお触書に対する請書。 

講演会は 11 月６日(土) 13 時 30

分からふじやま公園古民家主屋

で行います。関連資料を１部

1,000 円でおわけします。 
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運営委員会 

降れば土砂降り、 

猛暑日の翌日は 

晩秋の涼しさ、と 

激しく変化した 

今年の気候も 

ようやく落ち着き、 

公園の木々も勢い 

を取り戻してきた。 

秋の花の名を持ち、万葉の時代から詠

み継がれてきた萩の赤紫の花が風に

揺らぎ、誰もいない草むらからはリー

リー、コロコロという虫の音が聞こえ

ている。 

この夏来園者に配られ、暗くなるとリ

ンリンと鳴いていたスズムシも、今頃

産卵の時期を迎えているはずだ。秋冬

を上手に過ごし、来年もまた涼しげな

鳴き声を聞かせてほしいものである。 

今月は神無月。街の氏神様は 遠い出

雲の国でこんな願いを聞き届けてく

れただろうか。 
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～ふじやま公園の夏と異常気象～ 

地球温暖化、異常気象とだいぶ前から言われています。 

しかし、今年の夏は格段に違いました。窓を開けると熱風が入り、

外を歩けば肌を刺すような暑さ、アスファルトの地面は冷めること

なく犬の散歩もままならぬ状態でした。 

 自然環境への影響はどうだったのでしょうか？ 

 ふじやま公園では例年とは異なる様々な事態が見うけられました。 

直径 20～30 センチはあるミズキ、コナラ、スギ、サクラ等、大径木の梢枯れ、また害虫の異常

繁殖による葉枯れや黒斑など、カシワやネズミモチにみられました。秋、古民家の風情に欠かせ

ない柿の実も今年は全滅、実が青いまま次々と落ちてしまいました。 

 畑ではサツマイモの葉が食害を受けました。害虫（ヨトウムシ、

コガネムシの幼・成虫他数種類）の大繁殖によるものでした。気温

30 度以上が続いた為と思われます。（後に雨が降り始めた９月末よ

り新たな葉が出てきました） 

 陽が落ちて聞える虫の音、公園からの夕焼け空や満月に秋の気配

を感じ安堵させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内蔵の宝（化粧道具 手鏡） 

鏡に映像が「映る」という現象は、昔はとても神秘的なものとして感

じられたために、もともとは祭祀の道具でした。鏡の面が単に光線を反

射する平面ではなく、世界の「こちら側」と「あちら側」を分ける仕切

りのようなものとして捉えられ、鏡の向こうにもう一つの世界があると

考えられていました。今でも、鏡をご神体として祭っている神社がある

ようです。 

鏡が化粧道具になって手鏡が誕生したのは、日本では室町時代以降と

言われています。江戸時代には化粧の発展とともに庶民に広く普及して

いきました。この頃の手鏡は水銀を多用した金属製の銅鏡でした。ふじ

やま公園の手鏡も磨けば顔が映るかもしれません。 

    

ルツボ （ユリ科） 

山野や土手の日当たりの良い草地に生える多年草です。 

土壌の養分など好条件が揃う場所では大群落をつくります。  

 地下には長さ２～３センチの卵球形の鱗茎があり繁殖し、外皮は黒褐色

をしています。葉は線形で 10～25 センチ、厚くてやわらかです。花茎は

高さ 20～40 センチになり淡紅紫色の花を総状に下から咲き上げます。日

本全土に分布し、ふじやま公園では古民家の裏側、丘の上に群落、咲いて

います。 

 『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))))    

・本を見て、よそうはついていたけれど、こんなに広いとは思いませんでした。 

・昔って、こういうところがあったなんて、わからなかった。けれど、今見ることができて

よかったと思います。また、こんなところに来たいです。 
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＊＊＊＊JRJRJRJR 本郷台駅本郷台駅本郷台駅本郷台駅前ギャラリーで展示会前ギャラリーで展示会前ギャラリーで展示会前ギャラリーで展示会    

    日時日時日時日時::::11111111 月９日（火）～月９日（火）～月９日（火）～月９日（火）～11111111 月月月月 21212121 日（日）日（日）日（日）日（日）ふじやま公園の楽しい教室の作品を展示します。    

押し絵、鎌倉彫、布細工、創作人形、粘土工芸、造形アート、篆刻、押し花、 

フラワーアレンジ、ビーズ工芸、折り紙手芸、子供工作、 

＊＊＊＊栄区区民祭栄区区民祭栄区区民祭栄区区民祭    

    日時：日時：日時：日時：11111111 月６日（土）月６日（土）月６日（土）月６日（土）本郷中学校で行われる区民祭に、ふじやま公園も参加し、ベーベー笛

を作ります。また竹炭も販売します。 

＊＊＊＊キャンドルナイトキャンドルナイトキャンドルナイトキャンドルナイト in 栄栄栄栄              

日時：日時：日時：日時：11111111 月月月月 20202020 日（土）日（土）日（土）日（土）夕刻より JR 本郷台駅前広場で行われるキャンドルナイトにふじやま

公園も参加します。半分に割った竹の上に灯篭を置き、幽玄の世界を再現します。 

    

    

    

    

    

    

今年６月初め、風船に付けられた金魚草の種が飛んで

きました。富士吉田市下吉田第二小学校の子どもたち

が『みんなしあわせになれますように』と飛ばしたも

のです。約 70km の距離を約 10 時間かけて飛んできま

した。 

少し時期遅れでしたが、種を鉢に蒔き猛暑の夏も水

を欠かさず育て９月初めに花が咲きました。金魚草は地中海沿岸原産、江戸時代後半に日本に渡

来とのこと。花言葉は推測・予知とか、ふじやま公園へ来園のみなさんのしあわせを予知したの

かもしれません。 

 

平成平成平成平成 22222222 年年年年 11111111 月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定    

    

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) 

28 日(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 3 日(日) 13 日(木) 

17 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 2 日(火) 16 日(火) 

ふじやまだより編集会議 6 日(土) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 10 月 30 日(土)        印刷 11 日(木) 

 

富士吉田富士吉田富士吉田富士吉田からからからから飛飛飛飛んんんんできたできたできたできた金魚草金魚草金魚草金魚草のののの花花花花がががが咲咲咲咲きましたきましたきましたきました    

いずれも昨年の

催事の写真です 
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楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ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。 

（１）（１）（１）（１） 持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：特に指定がなければ持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：特に指定がなければ持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：特に指定がなければ持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：特に指定がなければ12121212名。応募者多数のときは抽選名。応募者多数のときは抽選名。応募者多数のときは抽選名。応募者多数のときは抽選        

((((３３３３))))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、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、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、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電話番号を書いて応募期限までに電話番号を書いて応募期限までに電話番号を書いて応募期限までに

本郷ふ本郷ふ本郷ふ本郷ふじやま公園へじやま公園へじやま公園へじやま公園へ    

 

・・・お知らせ・・・・・・お知らせ・・・・・・お知らせ・・・・・・お知らせ・・・    

★★★★    ふじやま農園収穫祭ふじやま農園収穫祭ふじやま農園収穫祭ふじやま農園収穫祭    

   日時日時日時日時:11:11:11:11 月月月月 13131313 日（土）日（土）日（土）日（土）11111111 時～時～時～時～13131313 時時時時    10101010 時時時時 30303030 分から分から分から分から受付受付受付受付    ※雨天時※雨天時※雨天時※雨天時 14141414 日日日日((((日日日日))))    場所場所場所場所::::農園農園農園農園        

            ････    サツマイモ･サトイモ掘り体験サツマイモ･サトイモ掘り体験サツマイモ･サトイモ掘り体験サツマイモ･サトイモ掘り体験    小学生小学生小学生小学生    30303030 人（先着順）人（先着順）人（先着順）人（先着順）    

            ････    石焼き芋券･ふじやま鍋券各石焼き芋券･ふじやま鍋券各石焼き芋券･ふじやま鍋券各石焼き芋券･ふじやま鍋券各 100100100100 円円円円    （先着順（先着順（先着順（先着順    各各各各 150150150150 人）人）人）人）    

････    収穫野菜プレゼント（抽選）収穫野菜プレゼント（抽選）収穫野菜プレゼント（抽選）収穫野菜プレゼント（抽選）    

★★★★    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:12:12:12:12 月月月月 19191919 日（日）日（日）日（日）日（日）10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時        場所場所場所場所::::中庭中庭中庭中庭    

            ････    みんなで元気にもちつき体験みんなで元気にもちつき体験みんなで元気にもちつき体験みんなで元気にもちつき体験    

            ････    2222 色餅色餅色餅色餅    1111 パックパックパックパック 200200200200 円（先着円（先着円（先着円（先着 100100100100 名様）名様）名様）名様）    

            ････    版画で年賀状作り版画で年賀状作り版画で年賀状作り版画で年賀状作り    同時開催同時開催同時開催同時開催    

 

    

    

    

    

9999 月度ふじやま公園来園者数月度ふじやま公園来園者数月度ふじやま公園来園者数月度ふじやま公園来園者数                名名名名    

★★★★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１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０    TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590  FAX0590  FAX0590  FAX0590  FAX：：：：896896896896----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、FAX FAX FAX FAX 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。    

教室名 日   時 内容 参加費 応募期限 

作って遊ぼう～ 

子ども工作の日 

11月21日(日) 

10時～12時 

13時～15時 

紙コップで作る空とぶ円盤 

（ユーホー） 無料 

当日受付 

先着各12名 

フラワーアレン

ジ 

12月７日(火) 

    13時30分～15時30分 

クリスマスアレンジ 

2,000円 

11月24日(水)) 

 

布ぞうり作り   12月８日(水) 

       10時～15時 

１日で１足完成します 

 500円 

11月25日(木) 

炭 焼 き 体 験 教       

室 

(全3回) 

12月11日(土)  9時～12時 

12月12日(日)  8時～17時 

12月18日(土)  9時～12時 

自分の手で炭を焼いてみませ

んか (窯詰め、火入れ、窯出

し) 

無料 

12月3日(金) 

10名  

全回参加できる方 

草木染教室 12月14日(火) 

          13時～15時 

 

植物でストールを染めます  

2,000円 

11月24日(水) 

七宝焼 12月17日(金) 

          13時～16時 

ブローチを作ります 

500円 

11月23日(火) 

第59回初心者

茶道教室 

12月18日(土) 

          13時～16時 

古民家で茶道を楽しんでみま

せんか 

500円 

11月28日(日) 

10名 

ミニ正月飾り 12月26日(日) 

          10時～12時 

公園の竹を使った小さなお飾

り作り 

無料 

当日受付 

先着30名 

・開館時間     ：  9：00～17：00・入館料：無料 

・休館日      ： 11 月 4日(木） 

・クリーンアップ  ： 11月2日(火）16日(火）10時～11時 

 


