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☆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。

第 15 回古文書講座

御用留からみる幕末の世相と生活

11 月９日(水)古文書講座を開催します。今年の演題は『御用留からみ
る幕末の世相と生活』です。｢御用留｣という言葉は広辞苑や百科事典に収
録されておらず、あまりなじみがないと思います。御用留とは領主や代官
から村に通達された廻状やお触書(公儀からの命令＝御用)や、村から領主
に提出した願書などを、村役人が書留めたものです。１年分が１冊の簿冊
にまとめられおり、様式や記載内容は各村によって様々です。御用留の成
立は享保期とされ、これにより｢御用｣の伝達の徹底を図りました。
記載内容は年貢・諸役、助郷、普請、地震被害の報告、害獣駆除のた
嘉永７年(ペリー第２回
めの鉄砲拝借、宗門改人別帳(戸籍)の更新などなど当時の世相や村生活
来航)の御用留表紙
が盛りだくさんです。幕府の農村政策や農村の実態が記され、貴重な歴
史資料です。
小岩井家文書には文政４年(1821)から明治 17 年(1884)にわたり 40 件以上が残されています。
勉強会ではそのうち主なもの８件ほど解読しました。今回の古文書講座では開港資料館の斎藤研
究員に、それらからいくつかの事項を紹介・解説していただきます。宗門改めの時は各家の戸主
が印鑑を持ってお寺に集合したという、幕末の庶民生活の雰囲気に触れてみては如何ですか。

演 題：御用留からみる幕末の世相と生活
講 師：開港資料館 斎藤 司 主任調査研究員
日 時：平成 28 年 11 月９日(水) 13 時 30 分～15 時
場 所：あーすぷらざ会議室
定
員：80 名
参 加 費：500 円
申込み：往復ハガキで、10 月 26 日(水)必着。応募多数の場合は抽選。

今年はふじやま農園のサトイモの生育が素晴らしい。春先に謎の？
大きな穴が開いて重機が入り土をかきまわしたからか、いやそれは
畑の一部だし…と原因はわからないままだが、プロ並みに見事に成
長。中には上(葉)が大きくても下（芋）も大きいとは限らないとい
う人もいるのだが、とにかく楽しみ。収穫祭の目玉、石焼き芋も今
年は、サツマイモに加えてサトイモでもやろうという計画もあるよ
うだからこれは楽しみだ。
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江戸変化朝顔がたくさん咲きました！
昨年から栽培を始めて、もうすっかりふじやま公園の夏の風物詩と
なった感のある江戸変化朝顔が今年は 11 種類が咲いて、来園者の目
を楽しませてくれました。一般に見られる朝顔と違って、葉や花が裂
けていたり、八重になっていたり…と見て
いるだけで楽しい変化朝顔の種を蒔いた
のが 5 月中旬、最初の花が咲いたのが 6 月 22 日。それから２か月半
もの間、次々と変わった花が咲いていきました。種を欲しいという
来園者もたくさんいましたが、来年も咲かせるために、また変化の
遺伝子がどう現れるかを調べるためにも公園で大切に保存するため
差し上げられませんでした。ぜひまた来年公園でお楽しみください。

古民家 Q&A 帳場
Q：古民家主屋の広間北東部にある机のようなものは何で
すか？
A：帳場です。帳場は純日本的な店舗や旅館の勘定場です。
通常の店舗は土間、上り框、畳敷きの商品売場、帳場など
から構成されていました。帳場には二つ折り又は三つ折り
になる木製格子の帳場格子、帳場机、てんびん秤、そろば
ん、硯箱、銭箱、帳面箱、銭桝、銭皿、帳場箪笥、大福帳
その他の帳面、そのほか勘定に必要なすべての道具が置か
れていました。帳場は帳付けや勘定などをする場所で、売場との境は帳場格子で仕切られてい
ました。
古民家主屋にあるものは二つ折りの帳場格子で囲まれ、いくつかの棚がある机が置かれ、硯
と五珠そろばんのほかに、小岩井家の資料や来園者の感想を書込むノート｢いろり辺雑記｣が置
かれています。イベント時には受付になることもあります。だいぶ古くなっているので優しく
扱ってください。

シバグリ

ブナ科

シバグリまたはヤマグリとも呼ばれる。本州から四国に多く、品種
改良されることなく自然の状態で山々に自生する。高さ 15～20ｍ、
花は 6～7 月、雄花が房状に咲く。実は小さく甘味があり栗本来の味
がする。縄文時代は主食とされた。10 月初め頃までが収穫期、まれ
に受粉不良や肥料不足などで真夏以降に実の落下がみられる。幹は
堅くて腐りにくいことから材木に使用。山道を歩きシバグリを探し
ながら自然を楽しむファンも多い。
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《立派な腐葉土になりますように》
今年の１月、応募者 16 人が参加して公園の落ち葉を集めて腐
葉土作りが行われました。あれから半年以上がたって、農芸部会
の会員たちが落ち葉の天地返しと、糠入れを行いました。あの時
の落ち葉は下の方はいい具合に土になりかけ
ていましたが上はまだまだ。そこでスコップな
どで上下をひっくり返して、さらに発酵をうな
がすため米糠を足したのです。この冬にはいい腐葉土をお配り出来ることで
しょう。

『いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記』 から（原文のまま）
昨年公園でいただいたスズムシが孵化。今はスズムシの音色を聴きながら
優雅な夜を過ごしています。キュウリ、ナス、ニンジン、煮干し、あっという
間に、野菜に穴が開くほどつつきます。
楽しんだ季節のあとは、涼しい場所に移し、時々霧吹きをするだけで、また来年、新しい
命に出会えます。（栄区 60 歳代）

＊いろり辺雑記帳は、主屋の座敷「帳場」にあります。公園に来て感じたことや、古民家への
思いなどを書いていただくものです。本号古民家 Q＆A で解説されていますが、格子がとても
いい雰囲気を醸し出しています。ご来館の際にはぜひ「雑記帳」にひとことを。

平成 28 年 10 月度ボランティア活動予定

部 会・事 項

日

程

部 会・事 項

日

事務局会議

７日(金)

古民家歴史部会 部会

９日(日)

農芸部会 部会

17 日(月)

古文書解読勉強会

２日(日)

月曜日 木曜日

歴史探訪

５日(水)

作業
里山部会 作業

工作棟部会

部会

子ども工作準備
囲炉裏守 囲炉裏焚き

８日(土)

15 日(土)

クリーンアップ

４日(火)

23 日(日)

広報部会

12 日(水)

ふじやまだより編集会議
印刷

適時
当分の間 休みます

ホームページ制作打合せ

程

18 日(火)

６日(木)
13 日(木)
９月 25 日(日)

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。
＜ボランティアの皆さんへ＞ イベント時に貸出しています黄色いバンダナ・エプロンの整理を
行っています。戻し忘れの方は９月末までに事務所までお届けください。
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手づくりをお楽しみ下さい

教室名
初心者茶道
体験教室

日
時
10月15日(土)13時～16時

押し絵
（全２回）
絵手紙
（全４回）

押し花絵

11月1日(火) 13時～16時
11月8日(火)
〃
11月 8日(火） 9時～12時
11月15日(火) 13時～16時
12月13日（火）13時～16時
12月20日（火） 9時～12時
11月18日(金）13時～16時

フラワー
アレンジメント
布ぞうり作り

11月22日(火)13時30分～
15時30分
11月25日(金)10時～15時

お待ちしております。

内 容
参加費
四季を感じながらおもてなしの
500円
心を学びましよう(小学生以上)
持参：白いソックス
来年の干支「酉」を作ります
1,500円
はがき絵の基本を学び実際に画
いてみましよう

600円

クリスマスバージョン押し花絵

2,000円

クリスマスリース

2,000円

一日で一足完成します

700円

応募期限
9月30日（金）
5名
10月20日（木）
12名
10月25日（火）
12名

10月24日（月）
5名
11月9日（水）
8名
11月10日（木）
15名

里山の
11月26日(土)10時～12時
美味しいそばが打てます。
800円 11月11日（金）
そば打ち塾
自分で打ったそばの試食
10名
(1)応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）
(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
(2)応募者多数のときは抽選
(2)応募者多数のときは抽選 (3)持参品：返信はがきで連絡します。
(3)持参品：返信はがきで連絡します。

・・・お知らせ・・・
★ いろり端むかし話の会
いろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんか
日 時：10
時：10 月 20 日(土) 10 時 30 分～11
分～11 時 30 分
場 所：古民家主屋いろり端
定 員：15
員：15 名 当日参加自由 無料
★ 平成 28 年年内の行事予定
主な行事と日程は次の通りです。詳細は都度お知らせします
能舞・
８月号にて詳細お知らせ済み
能舞・能管コンサート 10 月 16 日(日) 古民家主屋
第 15 回古文書講座
11 月９日(
あーすぷらざ
本号第１面にてお知らせ
月９日(水)
ふじやま農園収穫祭
11 月 12 日(土) ふじやま公園農園
江戸時代の古民家で江戸演芸を楽しむ
11 月 27 日(日) 古民家主屋
ふじやま公園里山
公園散策路を巡るポイントラリー
12 月４日(日)
公園散策路を巡るポイントラリー
年末餅つき会
12 月 18 日(日) 古民家前庭
★ ８月ふじやま公園来園者数 ８月度来園者数 830 名
・開 館 時 間 :
・入
館
料 :
・休
館
日 :
・ク リ ー ン ア ッ プ :

28 年度累計 8,718 名

９時～17時
無 料
毎月第１水曜日(10月5日)
毎月第 1・3 火曜日 10 時～11 時（10 月４日・18 日）

本郷ふじやま公園運営委員会
〒247247-0009 栄区鍛冶ヶ谷 1-20

TEL：
TEL：045045-896896-0590
４

FAX：
FAX：045045-896896-0593

