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年越しのお餅つき
正月に歳神さまをお迎えするための餅つきが、12 月 19 日（日）10 時か
ら 12 時まで中庭で行われます。歳神さまは一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、家族みんなが元気でくらせるように図って
くれます。鏡餅も歳神さまにお供えするものです。
来園された方にも搗いていただく予定です。また年賀状を作るコーナー
もあります。詳しくは 4 面のお知らせをごらんください。みなさまのお越
しをお待ちしています。

今年も｢森づくり入門講座｣に協力
例年、晩秋から初冬にかけて行われる、｢森づく
りに興味があるが、どうするのか？｣という人のた
めの、入門講座が開かれます。座学が 11 月 24 日
区役所で、体験講座を 11 月 27 日本郷ふじやま公
園で、12 月 4 日荒井沢市民の森で行われます。当
公園では里山部会の皆さんを中心に、木の間伐作業に協力します。昨年
はふじやまで杉の伐採を行いましたが、ハードかつダイナミックな作業
でした。参加希望の方は 11 月 22 日まで栄区役所 企画調整係までご連絡ください。

異常気象のせいで野菜の成育が悪
く、この秋価格が高騰した。ここ
ふじやま農園でも害虫が大発生し
心配されたが、農芸部会員の大奮
闘のおかげで、平年どおり収穫祭
にこぎつけることができた。
祭のあとの公園はひっそりと冬に
向けた準備にはいっているよう
だ。晩秋の夕暮れは余韻を楽しむ
間もなく、すでに真っ暗。空を見
上げれば、わずかに残った柿の実
が月の光で輝いていた。
“浴衣の君はススキのかんざ
し・・上弦の月だったっけ、ひと
つ俳句でも・・。”家への道すがら、
40 年も前に流行った歌が口をつ
いて出てきた。
そんな昭和ノスタルジーを呼び起
こしてくれる何かが、ふじやまの
秋にはあるのかもしれない。
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◇ 能舞・能管コンサート
10 月 23 日(望)夜、ふじやま公園：古民家（旧小岩井家住宅）で初めて
の能舞・能管コンサートを開きました。250 名以上の鑑賞希望者がありま
したが、抽選で 100 名の方々にご来場いただき、座敷と土間に設けた観
覧席で熱心にご鑑賞をいただきました。
主屋[板の間]を舞台として金剛流能楽師：熊谷眞知子先生、一噌流能管
奏：根岸啓子先生と４名の方々で演じられました。
優雅な能舞や能管の音色によって、古民家にひと時の幽玄の世界が醸出さ
れました
長屋門から主屋への連管｢渡り拍子｣で始まり、当公園の松木さんの加わった能管・居囃子｢猩々｣、
仕舞｢駒の段｣など、一管｢花襲蘭曲｣、舞囃子｢羽衣｣が演奏されました。
途中で舞や能管についての説明もあり、見所や聴きどころも教えていただきました。
演奏半ばには満月が顔を出し、庭の並べられた手製の行燈と共に優雅な気分を一層引立てました。

◇ 栄区民まつり べーべー笛で参加
11 月６日、秋晴れのなか行われた「栄区民まつり」に参加しました。
みんなで、ベーベー笛作りを楽しんだあと、ベーベーと笛を鳴らして
遊びました。ふじやま名産「竹炭」の販売もあり、多くの人で賑わいま
した。

◇ 第９回古文書講座が開かれました
本郷ふじやま公園古民家歴史部会では、小岩井家に残された江戸時代後期の古文書の勉強会を
月２回行っています。横浜市歴史博物館学芸員の斎藤司先生に、解読文書の選択や写真撮影そし
てその解読結果の添削など、ご指導を戴いています。毎年、秋には解読文書からこの地域に関係
する事柄について斎藤先生に解説していただく講座を開催しています。今年は｢小岩井家文書を
通して見る 幕末から明治への社会の移り変わり｣と題して行いました。慶応４年(９月に改元し
て明治元年)の｢旧幕府代官からのお触書｣、｢官軍が東海道を下ってくる状況｣、｢新政府からのお
達しの文書｣を材料にして斎藤先生から説明がありました。講座は古民家主屋座敷で行われ、当
日は○○名の参加があり，興味深く聴入っていました。

古民家 Q&A

「虫売りと虫籠」

Q：スズムシを籠で飼い楽しむことは江戸時代にありましたか
A：スズムシをはじめとして、マツムシ、カンタン、エンマコオロギなど
鳴く虫を籠に入れて楽しむことは平安時代の貴族に行われました。やが
てそれは庶民にも普及して行き、江戸時代の中期になると、裏長屋まで
も虫籠を釣下げ微細な音を楽しみ、"虫売り"が商売として成立しました、
特にスズムシなどは飼育技術が高度に発達しました。スズムシの飼育や
虫籠を作ることは御家人の手内職でした。虫籠は京阪の粗雑さに比べると江戸は精巧で扇形や
船形など手の込んだものがありました。ところで虫の値段ですが明治 40 年前半でスズムシが
６～７銭であり、もりそばが３～４銭でしたからかなり高価でした。
鳴く虫を楽しむものではありませんが、当地域では昔から子どもの遊び
子どもの遊びである
子どもの遊びである蜘蛛
である
の一種であるネ
ネコハエトリのオスを戦わせる｢ホンチ遊び｣
コハエトリのオスを戦わせる｢ホンチ遊び｣がありました。今はほとんど見ら
｢ホンチ遊び｣
れなくなりました。
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古民家施設を守る（その１）機械警備
本郷ふじやま公園古民家ゾーンの昼間(午前 9 時～午後 5 時)は管理事務

所勤務者をはじめ何人かのボランティアによって不審者によるトラブル
は未然に防げますが，夜間や休館日は無人となります。江戸時代末期に
建てられた古民家(旧小岩井家住宅主屋と長屋門)は式台・座敷が設けられ
格式のある構造であるとともに当時の面影を残しています。無人の間、
横浜市有形文化財に指定されているこれらの建物を守っているのが機械
警備システムです。これはいくつかの出入口の施錠と建物の内外に設置されている赤外線感知器
です。退館時、施錠を忘れた箇所があるとメッセージが表示されるので対処しなければなりませ
ん。勤務者退館後、赤外線感知器が検知すると信号は警備会社に送られ警備員が古民家に駈付け、
発報箇所を中心に異常の有無を点検・確認します。塀を乗越えたため、警備員が駆付けたことが
ありましたが、発報の大部分は小動物か昆虫によるものです。点検結果は書類で管理事務所へ報
告されます。無人でも古民家はこのようにして守られています。

『いろり
いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記 から

(原文のまま)
原文のまま)

・ここは、くつろげるからいいなあと思いました。
・広々とした家でうらやましい。今、はやりの古民家に住みたいです。

サンザシ（バラ科）
落葉性低木。分枝した枝は変化し刺を多く作ります。花は４～５月に梅
の花に似た白い小花を付けます。公園内では長屋門の前、野草園に植栽さ
れています。秋になり、小さな果実は花托が発達した「偽果」となり、が
く片を付けたまま黄色から赤色に変わり実は漢方として健胃、消化、整腸
薬として用いられます。また、古くから民間療法として実は完熟寸前に日
干し煎じて飲み、二日酔いの効用にします。調理では肉類に実を入れると
肉が柔らかになり、煮魚に入れると毒消しになるといわれています。

平成 22 年 12 月ボランティア活動予定
部会・事項

日

事務局会議

時

3日(金)

部会・事項

日

時

古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

12日(日)
5日(日) 26日(日)
2日(木)

農芸部会 部会
作業

20日(月)
月曜日 木曜日

里山部会

10日(土) 17日(土)
26日(日)

囲炉裏守 囲炉裏焚き

5日(日) 8日(木)
19日(日)

工作棟部会 部会
子ども工作準備

29日(水)
適時

クリーンアップ

7日(火) 21日(火)

ふじやまだより編集会議

4日(土)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

10月30日(土)

作業

印刷
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楽しい教室のお知らせ
教室名
作って遊ぼう～
子ども工作の日
ミニ正月飾り

炭焼き体験教
室
(全3回)
第60回初心者
茶道教室

日
時
12月19日(日)
10時～12時
13時～15時
12月26日（日）
10時～12時

内容
木版画で年賀状をつくろう

公園の竹を使った小さなお飾り
を作ります

無料

12月20日（月）
30名

1月8日(土)9時～12時
1月9日(日)8時～17時
1月15日(土)9時～12時
1月15日(土)
13時～16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

古民家で茶道を楽しんでみませ
んか。初心者大歓迎、平服でお
気軽にお越しください
男性の方もどうぞ
楽しく、美味しいそばを打って
みませんか。試食もあり、持ち帰
りできます
3回参加すれば誰でも出来る

500円

12月28日(火)
10名 全回参
加できる方
12月28日(火)
10名

700円

1月12日（火）
6名

500円

1月10日（日）

一日で一足完成します

500円

1月10日（日）

里 山 の そ ば 打 1月22日(土)
ち塾
10時～12時
篆刻
（全3回）

布ぞうり作り

奮ってご参加ください。お待ちしております。

１月23日（日）
2月6日（日）
3月6日（日）
13時～15時
1月28日（金）
10時～15時

参加費
無料

応募期限
当日受付
先着各12名

(1)持参品：返信はがきで連絡します。
(1)持参品：返信はがきで連絡します。(2)
持参品：返信はがきで連絡します。(2)定員：
(2)定員：12
定員：12 名。応募者多数のときは抽選
(3)応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）
応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号を書いて
(3)
応募期限までに本郷ふじやま公園
応募期限までに本郷ふじやま公園へ
本郷ふじやま公園へ

・・・お知らせ・・・
★年末もちつき会
日時：
場所：中庭
日時：12 月 19 日（日）10
日（日）10 時～12
時～12 時
・ みんなで元気でもちつき体験
・ 2 色餅（アンコ、ゴマ） 1 パック 200 円 （先着 100 名）
・ 版画で年賀状作り
同時開催
★ 10 月度ふじやま公園来園者数
名
・開館時間
・休館日
・クリーンアップ

： 9：00～17：00・入館料：無料
： 12 月 8 日(木）
： 12月７日(火）14日(火10時～11時

★ふじやま公園運営委員会
〒247－
247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－２０ TEL：
TEL：896896-0590 FAX：
FAX：896896-0593
｢ふじやまだより｣に対するご意見やご感想を電話、
るご意見やご感想を電話、FAX
｢ふじやまだより｣に対す
るご意見やご感想を電話、FAX でお気軽にどうぞ。
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