
本郷ふじやま公園広報紙本郷ふじやま公園広報紙本郷ふじやま公園広報紙本郷ふじやま公園広報紙    ふじやまだよりふじやまだよりふじやまだよりふじやまだより    第第第第 111131313131 号号号号    2020202013131313 年年年年 11111111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))        

 

１ 

    

                                                                 

    

    

    

    

    

    

 

 

年末もちつき会 

年賀状づくり、ミニ正月飾りなどお正月の準備も 

日に日に寒さが厳しくなり、風に吹かれた落ち葉がカサカサ

と音を立てながら坂道を舞うようになると、公園の行事はもう

お正月モードに。公園の年末の風物詩としてすっかり定着した

お餅つき、それに並行して行われる版画の年賀状づくり、ミニ

正月飾りの準備が着々と進んでいます。そして、年末もちつき

会本番は、12 月 22 日（日）10 時から（年賀状作り、ミニ正月

飾りも同時刻）、雨天決行です。 

甘くてやわらかく伸びるお餅を口いっぱいにほお張りながら

今年一年に感謝し、来年が良い年になるよう願いたいものです。 

☆☆☆☆“イチ、ニ、サン…”大きな掛け声のなかで来園者も参加して 

ついた餅は、その場でアンコがまぶされ販売され 

ます。＜１パック 200 円 先着 150 名 引換券は 

９時 45 分から販売＞ 

☆☆☆☆木版画の年賀状作りは、餅つきの隣で。上手に

刷れたら、切手を貼って年賀状として使いましょ

う。もらった人から喜ばれること間違いなし。 

☆☆☆☆ミニ正月飾りは、参加費 300 円、先着 30 名。

来年の干支である“午”の正月飾りを机に飾りお

願いをすると、物事がうまくいくとか。とっても

楽しみです。 

多くの方の参加をお待ちしています。 

問合せ：本郷ふじやま公園管理事務所 電話 045-896-0590 

 

課外授業や遠足で子供たちがおおぜいで公園にやってきてい

るのに出会うことがある。幼稚園児は野外で遊び、小学生は主

屋で昔の生活を学ぶことが多いようだ。昔、といっても現在の

子供たちから見れば 30 年前なら立派な昔。パソコンや TV ゲー

ム、DVD や CD、携帯電話もなかった…なんて話はふじやまに来

なくてもパパやママがいれば十分？ もうちょっと昔、冷暖房

設備のない時代に炭を焼いて、囲炉裏で煮炊きをして…という

頃がふじやまの担当。エコで結構良かった時代をここで感じ取

って欲しいな、と思ったりもした。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

本郷ふじやま公園 

☆本紙☆本紙☆本紙☆本紙のカラー版をホームページ｢本郷ふじやま公園｣にてご覧いただけますのカラー版をホームページ｢本郷ふじやま公園｣にてご覧いただけますのカラー版をホームページ｢本郷ふじやま公園｣にてご覧いただけますのカラー版をホームページ｢本郷ふじやま公園｣にてご覧いただけます 
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◆いたち川探鳥会とふじやま公園で勾玉づくり 

 初冬のいたち川の風物にふれ、古代のロマンを味わいませんか 

 埋蔵文化財センター、いたち川おたすけ隊、本郷ふじやま公園運営委員会の協働事業です。 

 12 月 7 日(土)10 時、区役所本館入口に集合し、栄区の貴重な水辺であるいたち川に集まる 

 野鳥を観たり、周囲の自然を観察します。散策にふさわしい服装と履物、弁当と飲み物を 

 ご用意下さい。いたち川から本郷ふじやま公園に回り、昼食にします。昼食後、旧小岩井 

 家の見学と勾玉つくりに挑戦します。15 時に解散予定です。 

 定員：30 名 但し勾玉づくりは 15 名  参加費：勾玉づくりは 300 円 

  

◆本郷台駅前駐輪場ギャラリーで『体験教室』作品展示本郷台駅前駐輪場ギャラリーで『体験教室』作品展示本郷台駅前駐輪場ギャラリーで『体験教室』作品展示本郷台駅前駐輪場ギャラリーで『体験教室』作品展示    

11 月 27 日（水）から 12 月８日（日）まで、本郷台駅前駐輪場ギャラリーにおいて、『体験教室』

の作品が展示されます。子ども工作を含め、日ごろ工作棟で行われている 11 の体験教室による

作品の発表です。ぜひ、ごゆっくり鑑賞ください。 

なお、教室のご案内は、毎月、「広報よこはま栄区版」－本郷ふじやま公園－の欄や「ふじや

まだより」、ホームページなどでお知らせしています。あわせてご覧ください。 

 

 

実りの秋に感謝！！ 

11 月 9 日（土）秋空の下、ふじやま農園の収穫祭が行われ

ました。今年は 4000 本安打を達成した「イチロー」や子ども

に人気の「アンパンマン」の案山子が皆さんを出迎えてくれま

した。丹精込めて育てたサツマイモ、サトイモ、大根、ネギな

どは順調に育ち、とても甘い“ほっかほっかの石焼芋”や秋野

菜たっぷりの“ふじやま鍋”として大人や子どもにも美味しい

と大好評でした。芋掘り体験では土と格闘。また今回初めての野菜つりゲームは子どもたちに大

人気でした。恒例の野菜が当たる。抽選会ではハラハラドキドキ、空クジなしで野菜を両手いっ

ぱいに。皆さんの笑顔と元気な笑い声にスタッフ一同、来年も頑張る元気をもらいました。 

第第第第 14141414 回回回回    栄区民まつり栄区民まつり栄区民まつり栄区民まつり    ふじやま公園の「うぐいす笛工作」に人気ふじやま公園の「うぐいす笛工作」に人気ふじやま公園の「うぐいす笛工作」に人気ふじやま公園の「うぐいす笛工作」に人気    

 11 月２日（土）本郷中学校グラウンドで開かれた栄区民まつり。

秋の風を感じながら笑顔あふれるコミュニティの演出で、みんなの

ちからが結集された一日になりました。  

本郷ふじやま公園は、「MISIA の森」プロジェクトに参加。うぐ

いす笛工作は子どもたちに大人気でした。また、恒例となっている

ふじやまの竹炭(130 袋)は、すぐに完売。 

森の魅力満載の「MISIA の森シアター」や自然遊

びのワークショップ…。音、映像、かおりで朝・昼・

夜の森が再現された森の魅力が体感できましたか。 

 

◎能舞・能管コンサート中止に関するお知らせ能舞・能管コンサート中止に関するお知らせ能舞・能管コンサート中止に関するお知らせ能舞・能管コンサート中止に関するお知らせ 

 10 月 26 日開催予定の第４回能舞・能管コンサートは台風の影響を考慮して中止しました。鑑賞予定

の皆さんや関係の皆さんへ御迷惑をおかけしたことお詫び申し上げます。来春改めて開催することを計

画しています。お待ちください。 
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世界文化遺産登録に因んで「竹取物語—かぐや姫」お月見の夕べ 

再現された竹林や豪華な月見飾りの中で「竹取物語―

かぐや姫」お月見の夕べのイベントが 10 月 19 日、旧

小岩井家主屋と前庭で開催されました。かぐや姫の誕生

から月に帰るまでが竹林の中のモニュメントに展開さ

れたアプローチを歩いて、特設会場でお月見椀やお月見

団子を味わった参加者は、主

屋に入り縁側でお月見飾り

を見た後、かぐや姫のアニメ

と後日談の語りや弦楽二重

奏「MU－BOX」のバイオリ

ン演奏を堪能した。 

 

 

 

いろり辺雑記帳は、主屋の帳場にあります。来園された皆さんに、ご意見やご感想などをお書きいただいてい

ます。ご活用をお待ちしています。 

   

 

北アメリカ原産、明治時代に導入した帰化植物。河原や空き地に地下茎

で広がり大群落をつくり日本全土に分布する。10 月～11 月、高さ 2.5m

くらいになり濃黄色の小さな花を多く付ける。一時、花粉症の原因とい

われたが風媒花ではなく昆虫によって運ばれる虫媒花であることが判

明する。根から周囲の成長を抑制する化学物質を出し、この物質（アレ

ロパシー）はセイタカアワダチソウ自身の成長も抑制する。秋の終わり、

花のない季節にいろいろな虫たちが集まる。 

 

 

 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ６日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

８日(日) 

１日(日)  23日(月) 

５日(木) 

農芸部会 部会 

     作業 

16 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 14 日(土)  21 日(土) 

 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

工作棟部会 部会 

親子工作準備 

11 日(水) 

適時 

クリーンアップ ３日(火)  17 日(火) 

ふじやまだより編集会議 

        印刷 

７日(土) 

14 日(土) 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 11 月 30 日(土) 

    登録ボランティアを募集しています。公園事務所(TEL 045-896-0590)へご連絡下さい。 

平成平成平成平成 25252525 年年年年 12121212 月月月月度度度度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活動活動活動

セイダカアワダチソウ キク科  

 

 

 

 

『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))))    

子どもと２人で来ました。この子が大きくなる頃、時代はどうなっている 

のかな～。 
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４ 

体験教室のお知らせ   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

(1)(1)(1)(1)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    

応募期限までに応募期限までに応募期限までに応募期限までに本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園へへへへ        

(2)(2)(2)(2)応募者多数応募者多数応募者多数応募者多数のときは抽選のときは抽選のときは抽選のときは抽選        (3)(3)(3)(3)持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。    

    

    

★ 寺子屋寺子屋寺子屋寺子屋((((ⅢⅢⅢⅢ))))    日本民俗調べ日本民俗調べ日本民俗調べ日本民俗調べ    手仕事で生計をたてた時代手仕事で生計をたてた時代手仕事で生計をたてた時代手仕事で生計をたてた時代    

日日日日    時：時：時：時：12121212 月月月月 14141414 日日日日((((土土土土))))    13131313 時～時～時～時～15151515 時時時時 30303030 分分分分                        参加費：無料参加費：無料参加費：無料参加費：無料    

場場場場    所：工作棟所：工作棟所：工作棟所：工作棟                    定員：定員：定員：定員：15151515 名名名名        先着順先着順先着順先着順    

★ いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会    ((((再掲再掲再掲再掲))))    

いろりの火を囲んで、郷土に伝わるお話や、その他いろいろな昔話を楽しんでみませんか。いろりの火を囲んで、郷土に伝わるお話や、その他いろいろな昔話を楽しんでみませんか。いろりの火を囲んで、郷土に伝わるお話や、その他いろいろな昔話を楽しんでみませんか。いろりの火を囲んで、郷土に伝わるお話や、その他いろいろな昔話を楽しんでみませんか。    

        日日日日    時：１月時：１月時：１月時：１月 19191919 日日日日((((日日日日))))    10101010 時時時時 30303030 分～分～分～分～11111111 時時時時 30303030 分分分分    

        場場場場    所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端        定員：定員：定員：定員：15151515 名名名名    当日先着順当日先着順当日先着順当日先着順    

    

★ これまで実施しました『古文書講座』の資料これまで実施しました『古文書講座』の資料これまで実施しました『古文書講座』の資料これまで実施しました『古文書講座』の資料を有償でお分けしますを有償でお分けしますを有償でお分けしますを有償でお分けします    

小岩井家に残された江戸時代後期の古文書の解読勉強会を行い、その成果を古文書講座で公開小岩井家に残された江戸時代後期の古文書の解読勉強会を行い、その成果を古文書講座で公開小岩井家に残された江戸時代後期の古文書の解読勉強会を行い、その成果を古文書講座で公開小岩井家に残された江戸時代後期の古文書の解読勉強会を行い、その成果を古文書講座で公開    

しています。講座資料の残りがありますので有償でお分けしています。講座資料の残りがありますので有償でお分けしています。講座資料の残りがありますので有償でお分けしています。講座資料の残りがありますので有償でお分けします。興味のある方は公園の管理します。興味のある方は公園の管理します。興味のある方は公園の管理します。興味のある方は公園の管理    

事務所にお問合せください。資料の一部を紹介します。事務所にお問合せください。資料の一部を紹介します。事務所にお問合せください。資料の一部を紹介します。事務所にお問合せください。資料の一部を紹介します。    

◎｢相模國鎌倉郡鍛冶ヶ谷村◎｢相模國鎌倉郡鍛冶ヶ谷村◎｢相模國鎌倉郡鍛冶ヶ谷村◎｢相模國鎌倉郡鍛冶ヶ谷村    小岩井家文書小岩井家文書小岩井家文書小岩井家文書    村政編｣村政編｣村政編｣村政編｣    全全全全 76767676 頁頁頁頁    明細書などの釈文集明細書などの釈文集明細書などの釈文集明細書などの釈文集    2,0002,0002,0002,000 円円円円    

◎第◎第◎第◎第 12121212 回資料回資料回資料回資料    ｢富士山と富士信仰｣｢富士山と富士信仰｣｢富士山と富士信仰｣｢富士山と富士信仰｣    富士浅間神社の御神札など富士浅間神社の御神札など富士浅間神社の御神札など富士浅間神社の御神札など    500500500500 円円円円    

◎第◎第◎第◎第 10101010 回資料回資料回資料回資料    ｢東海道戸塚宿の助郷村としての鍛冶ヶ谷｣｢東海道戸塚宿の助郷村としての鍛冶ヶ谷｣｢東海道戸塚宿の助郷村としての鍛冶ヶ谷｣｢東海道戸塚宿の助郷村としての鍛冶ヶ谷｣    助郷伝馬揚印帳など助郷伝馬揚印帳など助郷伝馬揚印帳など助郷伝馬揚印帳など    500500500500 円円円円    

◎その他◎その他◎その他◎その他の資料はホームページにてご覧くださいの資料はホームページにてご覧くださいの資料はホームページにてご覧くださいの資料はホームページにてご覧ください    

    

10101010 月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数    1,7501,7501,7501,750 名名名名        25252525 年度累計年度累計年度累計年度累計    11,35111,35111,35111,351 名名名名    

    

    

    

    

    

本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会        

    〒〒〒〒247247247247－－－－0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－20202020            TELTELTELTEL：：：：045045045045----896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：045045045045----896896896896----0590590590593333    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

子ども工作 12月15日(日) 10時～12時 

    〃      13時～15時 

クラフトゴマを作って回してみ

よう 

無料 

 

受付10時～11時 

   13時～14時

先着 各12名 

初心者茶道 

体験教室 

12月21日（土）13時～16時 

 

古民家でおもてなしの心 

茶道を体験してみませんか 

（持参：白いソックス） 

500円 

 

11月30日(土) 

10名 

七宝 １月17日（金）13時～15時 ペンダント等をマーブル技法

で作る 

600円 12月24日(火) 

10名 

布ぞうり作り １月22日(水) 10時～15時 

 

一日で一足完成します 500円 12月 20日(金) 

12名 

里山の 

そば打ち塾 

１月25日（土）10時～12時 初心者大歓迎。美味しいそ

ばが打てます。自分で作った

そばの試食、持ち帰りがあり

ます。 

800円 1月11日（土） 

６名 

 

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

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : 12月4日(水)  毎月第１水曜日 

・クリーンアップ : 12 月 3日(火)17 日(火)10 時～11時  一斉清掃 


