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 センニンソウ  キンポウゲ科 

日本全国に分布する常緑ツル性の植物。果実の白い毛が仙人のヒゲに

みたてたのが名の由来。畑や森林の境目などに生育する。花期は 7 月

～10 月、2～3 ㎝の白い花はたくさん集まって咲き遠くからでもセン

ニンソウであることがわかる。キンポウゲ科の植物は有毒のものが多

く、牛や馬は本能的に食べない。漢方や民間薬として応用されるが一

般的には使用しない方が良い。同じキンポウゲ科である園芸種のクレ

マチスと同属な事から野草のクレマチスとして庭に植栽、楽しむ人も

いる。 

 

★イスラエルからのお客様が和文化体験 

 ９月 26 日、文化の相互理解を深め国際交流の一環として来

日していたイスラエルからのお客様 12 名が古民家を訪れまし

た。古民家では典型的な和文化である書道、華道、茶道、着付

けを小グループに分かれて体験しました。予定のカリキュラム

以外の竹馬にも挑戦していました。更に昼食では、公園のボラ

ンティアの手打ちそばに舌鼓を打ちました。異文化体験を超え

て異次元の体験だったのではないでしょうか。準備に参加したボランティアの皆さんもめったに

ない経験でした。 

★障子を張り替えました。正月準備ＯＫ！ 

 本当はお正月準備というわけでもないのですが、古民家主屋の

正面の障子を張り替えました。南向きでよく陽が当たるので、ち

ょっと日焼けが目立つような状態でしたので、思い切って時期は

ずれの張替えを実行しました。子どもたちも破らないように気を

つけて下さいね。 

 

昔の道具  「柄杓（ひしゃく）」 

柄杓は水などをくむ用具です。木・竹・金属で作った筒または

腕状の容器に柄をつけたものです。ひしゃくの語源は古くは瓢(ひ

さご)を二つに割って使ったことから、ひさごが転訛したといわれ

ています。 

柄杓は一昔前まではどこの家庭にもあり、日常生活に必要な水

を移し替えたり分配するための大切な道具でした。水道の蛇口か

ら容器に直接入れるのが普通になり柄杓はほとんど見られなくなりました。 

今では神社の手水舎(ﾁｮｳｽﾞﾔ)、茶道の茶杓、大相撲で力士が取組前に力水をつける、涼をとる

散水などに用いられています。古民家では水琴窟の蹲踞(ﾂｸﾊﾞｲ)で見ることができます。 
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よかったです。（市内

ふじやまだより 第 166

27 日は古民家

ちそば（50 名、300

名、人数、電話番号をお知らせ下さい。後日入場引き換えハガキを送ります。締め切りは

（金）です。

ポイントラリーは

公園の里山を舞台にした「栄区制３０周年記念事業

園散策路を巡るポイントラリー」が行われます。秋の里山を巡りながら、

栄区をもっと知ろうクイズをやり、クイズの正答率により賞品が出ます。
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 古民家の板の間を高座にしての演芸は大いに

演の金原亭馬玉（落語）は神奈川県生まれ、昨年真打に昇進した期待の
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お正月に来た時以来です。無事に元気な女の子が産まれました。

梅林の所に雑草が多かったのが残念です。樹がいっぱいで自然を満喫できて
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楽しもう！

江戸古民家のふじやま公園で、落語や太神楽を楽しめる「栄区制３０

江戸時代の古民家で“江戸演芸”を楽しむ」というイベ

日（日）に開かれます。

古民家の板の間を高座にしての演芸は大いに

演の金原亭馬玉（落語）は神奈川県生まれ、昨年真打に昇進した期待の

若手。翁家和助（太神楽）も若手のホープ。２人の芸が楽しみです。

料金は前売り

先着順。ご希望の方はお早めに電話かファクスで住所、氏

名、人数、電話番号をお知らせ下さい。後日入場引き換えハガキを送ります。締め切りは

》 

公園の里山を舞台にした「栄区制３０周年記念事業

園散策路を巡るポイントラリー」が行われます。秋の里山を巡りながら、

と知ろうクイズをやり、クイズの正答率により賞品が出ます。

のお楽しみもあります。３

きますので、ご希望の方はふじやま公園まで、往復はがきで。

家族、グループで参加ＯＫです。100

日（月）です。 
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江戸時代の古民家で“江戸演芸”を楽しむ」というイベ

雰囲気を盛り上げます。出

演の金原亭馬玉（落語）は神奈川県生まれ、昨年真打に昇進した期待の

若手。翁家和助（太神楽）も若手のホープ。２人の芸が楽しみです。

公園特製の手打

ご希望の方はお早めに電話かファクスで住所、氏
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名まで、多数の場合は抽選です。締め切り

程 

日(火) 

日) 

へご連絡ください。 

 

江戸古民家のふじやま公園で、落語や太神楽を楽しめる「栄区制３０ 

江戸時代の古民家で“江戸演芸”を楽しむ」というイベ 

雰囲気を盛り上げます。出 

演の金原亭馬玉（落語）は神奈川県生まれ、昨年真打に昇進した期待の 

若手。翁家和助（太神楽）も若手のホープ。２人の芸が楽しみです。 

公園特製の手打 
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ふじやまだより  第 166 号 2016 年 10 月 15 日(土) 

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)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へ  

(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。 

 

 

 

★ 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：11 月 17 日(木) 10 時 30 分～11 時 30 分    

場 所：民家主屋いろり端   定 員：15 名 当日参加自由 無料  

★ 17 回栄区民まつりに出展 

日 時：11 月５日(土) 10 時～15 時    

場 所：本郷中学校校庭 

内 容：竹のカスタネット、ベーベー笛の製作と配布、竹炭の販売  

★ 栄区制 30 周年記念事業 江戸時代の古民家で“江戸演芸”を楽しむ 詳細は第３面 

内 容：古典落語、太神楽  

  日 時：11 月 27 日(日) 13 時(開場)～15 時 30 分   場 所：古民家主屋  

★ 平成 28 年年内の行事予定 

  第 15 回古文書講座  11 月９日(水)  会 場：あーすぷらざ ９月号で詳細お知らせ済み 

   ふじやま農園収穫祭  11 月 12 日(土) 詳細は第１面 

  年末餅つき会     12 月 18 日(日) 古民家前庭  

  門松作り            12 月 28 日(水) 

 

★ ９月ふじやま公園来園者数  ９月度来園者数  942 名  28 年度累計 9,498 名 

 

 

 

 

 

 

本郷ふじやま公園運営委員会  

 〒247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－20   TEL：045-896-0590   FAX：045-896-0593 

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

初心者茶道 

体験教室 

11月19日（土）13時～16時  四季を感じながらおもてなしの

心を学びましょう、小学生以上 

（持参：白いソックス） 

500円 10月31日（月） 

 5名 

子ども工作 11月20日(日) 10時～11時 

    〃     13時～14時 

松ボックリでクリスマスオーナメ

ントを作りましょう 

（小学生） 

無料 

 

当日受付 

各10名 

フラワー 

アレンジメント 

11月29日（火）13時30分～ 

         15時30分 

クリスマスのアレンジメント 2,000円 11月12日（土） 

    ８名 

簡単 

デコパージュ 

12月1日（木）13時～15時 冬の絵柄のペーパーをタイル

にデコパージュ、２枚作成 

1,000円 11月17日（木） 

    6名 

七宝焼 12月6日（火）13時～15時 波形のペンダントを作ります  600円 11月25日（金） 

６名 

 

・・・お知らせ・・・ 

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 :  毎月第１水曜日(11月2日) 

・クリーンアップ : 毎月第 1・3火曜日 10 時～11 時（11 月 1 日・15 日） 


