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本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

 

        

    

    

    

    

    

    

   

    

    

「15 周年記念ふじやま祭り」を 10 月２８日に開催 

演芸いっぱい！屋台もいっぱいの楽しいイベントです！ 

 

本郷ふじやま公園の「15 周年記念ふじやま祭り」が 10 月 28

日(土)に開催されます。今年はいろいろなイベントに「15周年」

の冠を付けて例年より盛大に挙行するのですが、この「15 周年

記念ふじやま祭り」はまさにそのメーンイベントです。 

当日、ふじやま公園古民家前庭で楽しいフェスティバルが展開されますので、その内容をお知

らせしましょう。まず特設舞台では地域の伝統芸能をはじめ、マジックショー、風船パフォーマ

ンス、楽しい踊りなどを芸達者な人たちがひろしてくれ、屋台では綿あめや、ポップコーン、そ

ばがきスイーツ、じゃがバターなどの販売が予定されています。また魚釣りゲーム、輪投げ、紙

芝居なども店開きします。 

さらに入園の時に配る抽選券で江戸古民家らしい「富くじ」が行われます。江戸時代には、庶

民の一攫千金の夢をあおった富くじですが、現代はおいしいものが当たります。栄区と友好交流

協定を結んでいる長野県栄村から直送のコシヒカリ！や特産トマトジュースなどが当たります。

他にもふじやまらしい景品がいっぱい！ 

当日は午前 10 時から午後 1 時まで、たっぷりお楽しみください。 

《ふじやま公園のメールアドレスとホームページの URL が変りました》 

 メールアドレス：hongofujiyama@hongofujiyama.jp 

ホームページ URL：http://www.hongofujiyama.jp 

｢本郷ふじやま公園｣で検索の場合は旧ホームページからの自動リンクになります。 

 

今年もカブトムシの季節がやってきた。朝早く、 

また夕闇濃いころに、虫かごならぬ特製？カブトムシジュースの入

ったペットボトルを片手に、木の根元あたりに刷毛で塗っている大人

たちの姿を見かける。こんなに用意周到でも捕まえるのは至難だから、

子どもたちが昼にひょいとやって来ても網に入れるのは難しい。それ

に、例年は腐葉土作りの落ち葉の中にたくさん見かけたというカブト

ムシの幼虫を、今年はほとんどみかけなかったというように、数も減っているようだ。自然の力

の衰えでなければいいのだが…。 

 

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    

☆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。☆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。☆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。☆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。 
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変化朝顔が咲きました！ 

 専従スタッフが丹精込めて育てた変化

朝顔が８月初め頃から開花しました。夏

の風物詩といえばアサガオ、先日はテレ

ビでも 100 年に一度の変化朝顔が咲いた

と報じています。江戸時代のブーム再来

か？当園でも試行錯誤しながら昨年以上のものが芽をだし咲きました。

初めは葉の変化で目を見張ります。糸状のもの、一枚の葉が二色に、斑

入り、チジミ状の葉など。茎が太く一本化しツルの無いものもあります。

花は赤紫、青紫、白色など花の咲き方にも変化があり楽しめます。見頃

は８月いっぱい。古民家前に展示中。夏休み、アサガオの変化を是非お

楽しみ下さい。 

昔の道具 和傘  

傘は笠に長い柄をつけて用いることから始まりました。これを笠と区別し

て｢サシガサ｣とよびました。長柄傘は絹や木綿を張ったもので｢キヌガザ｣と

よばれ、公家や僧侶など特別の身分のものしか使えませんでした。封建時代

の象徴でしたが、やがて雨除け、日除けとして手軽な道具として一般に普及

しました。 

元禄年間になって、竹製の骨に紙を張り、桐油や柿渋を塗り、柄を短く持ちやすくし日常用と

して番傘が出来、庶民が用いるようになりまた。日除けのための日傘は宝暦年間から女性の持ち

物として普及しました。 

傘作りは、傘骨作りから始まり、組合せ、傘張り、仕上げまで 10 以上の工程を職人の分業で

行います。幕末の下級武士の手内職にもなりました。和傘は竹、和紙、漆、

桐油・エゴマ油など再生可能な自然の材料を上手に利用しています。そこ

には日本の知恵がつまっています。 

幕末開港により西洋文化の輸入にともなってコウモリ傘が登場し、文明

開化の服飾品となり、晴雨兼用のステッキとして、和傘より持ち歩きに便

利なところから、和傘は次第に廃れました。 

★ スズムシの大合唱 始まりました 

秋の夜に、リーンリーンと涼しさを感じさせてくれるスズム

シ。ふじやま公園では、今年スズムシが大量に孵化し、順調に

育っています。エサを取り換えていたスタッフは、“８月中旬、

朝晩に秋の気配が感じられるようになると鳴きはじめるので

は”と話してくれましたが、予想は見事的中。8 月 12 日に鳴きはじめました。 

秋の夜長、虫の音を聞きながら本を読んだり酒を飲んだり。そんな文化があるのは日本と中国

だけともいわれています。文化人をまねて“虫の音に クーラー止めて 耳すまし”などと一句

ひねってみましたが、この句では先生から“才能無し‼”と宣告されてしまうのでしょうか。 

自分で育てたスズムシの音色に囲まれながら、日本の文化を満喫することもまた楽しいことで

は。希望者にスズムシを差し上げています。事務室まで。 
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ネムノキ  マメ科 

東北地方以南に生育する落葉の高木。花期は６月～８月の夕

方に薄紅色の花を咲かせる。花は繊細で長く伸びた糸状の雄

しべが集まって構成され、夕方に咲き夜行性の蛾などを集め

て翌日に萎む。葉は夜になるとゆっくりと閉じる。眠るよう

な「眠りの木」が転訛してネムノキに。地方によっても呼び

名が違う。万葉集には「ねぶ」の名で詠まれる。 

 

平成 29 年９月度ボランティア活動予定 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

《本郷小でふじやま公園から出張工作教室》 

本郷小のサマースクールの一環として、7 月 24、26 の両日、

工作教室が開かれ、ふじやま公園のボランティアが出張して子

どもたちに竹トンボ、べーべー笛などの竹細工を指導しました。

子どもたちは自分で竹トンボの羽根をろうそくの火であぶって

ひねりをつけたり、昔の写真フィルムを切って笛のリードにす

るなどの作業をして、完成後は飛ばしたり、笛を吹いたりして

楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 １日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

10 日(日) 

３日(日) 

６日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

14 日(木)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ９日(土) 16 日(土) 

24 日(日)   

クリーンアップ ５日(火) 19 日(火) 

広報部会 

ふじやまだより編集会議 

         印刷 

ホームページ制作打合せ 

 

３日(日) 

９日(土) 

24 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

27 日(水) 

適時 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

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)へご連絡ください。 

『『『『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（原文のまま）から（原文のまま）から（原文のまま）から（原文のまま）    

♦ （古民家に来るのは）はじめてではないけれど、（いろり辺雑記を）書いたのは 

はじめてです。またきてたくさんあそびます。またきます。 

♦ ほんごうふじやまこうえんで、ともだちとあそびました。 

たのしかったです。またきます。（７歳 ２年生 仲間と） 
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ふじやま公園ＱＲコード 

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

    

    

★★★★    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            いろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんか    

日日日日    時：９時：９時：９時：９月月月月 21212121 日日日日((((木木木木))))    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    定定定定    員：員：員：員：15151515 名名名名    当日参加自由当日参加自由当日参加自由当日参加自由    無料無料無料無料    

    

◎開園◎開園◎開園◎開園 15151515 周年を迎えるに当たって、今秋は本号第１面紹介の『ふじやま祭り』のほかにも次の周年を迎えるに当たって、今秋は本号第１面紹介の『ふじやま祭り』のほかにも次の周年を迎えるに当たって、今秋は本号第１面紹介の『ふじやま祭り』のほかにも次の周年を迎えるに当たって、今秋は本号第１面紹介の『ふじやま祭り』のほかにも次の    

行事を予定しています。行事を予定しています。行事を予定しています。行事を予定しています。((((詳細は詳細は詳細は詳細は順次順次順次順次お知らせしますお知らせしますお知らせしますお知らせします))))    

★★★★    第７回第７回第７回第７回能舞・能管コンサート能舞・能管コンサート能舞・能管コンサート能舞・能管コンサート        10101010 月月月月 22222222 日（日日（日日（日日（日））））    

場場場場    所：古民家主屋所：古民家主屋所：古民家主屋所：古民家主屋                        鑑賞申込み：往復ハガキで鑑賞申込み：往復ハガキで鑑賞申込み：往復ハガキで鑑賞申込み：往復ハガキで        締切締切締切締切りりりり：：：：９月９月９月９月 20202020 日日日日((((水水水水))))    

★★★★    ふじやま祭りふじやま祭りふじやま祭りふじやま祭り    10101010 月月月月 28282828 日（土日（土日（土日（土））））15151515 周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント周年記念イベント        10101010 時から時から時から時から        

場場場場    所：所：所：所：古民家前庭古民家前庭古民家前庭古民家前庭            詳細は本号第１面をご覧ください詳細は本号第１面をご覧ください詳細は本号第１面をご覧ください詳細は本号第１面をご覧ください    

★★★★    区民祭り参加区民祭り参加区民祭り参加区民祭り参加    11111111 月月月月 11111111 日日日日（土）（土）（土）（土）        

場場場場    所：所：所：所：本郷中学校本郷中学校本郷中学校本郷中学校校庭校庭校庭校庭        

★★★★    第第第第 16161616 回古文書講座回古文書講座回古文書講座回古文書講座        11111111 月月月月 15151515 日日日日（水）（水）（水）（水）    14141414 時から時から時から時から        

場場場場    所：あーすぷらざ会議室所：あーすぷらざ会議室所：あーすぷらざ会議室所：あーすぷらざ会議室        演演演演    題：題：題：題：古文書を資料に『古文書を資料に『古文書を資料に『古文書を資料に『150150150150 年前の栄区をみる』年前の栄区をみる』年前の栄区をみる』年前の栄区をみる』    

参加費：参加費：参加費：参加費：500500500500 円円円円                            参加申込み：往復ハガキで参加申込み：往復ハガキで参加申込み：往復ハガキで参加申込み：往復ハガキで        締切締切締切締切りりりり：：：：11111111 月２日月２日月２日月２日((((木木木木))))    

★★★★    収穫祭収穫祭収穫祭収穫祭        11111111 月月月月 18181818 日日日日（土）（土）（土）（土）    10101010 時から時から時から時から    

ふじやま公園農園および炭焼き広場ふじやま公園農園および炭焼き広場ふじやま公園農園および炭焼き広場ふじやま公園農園および炭焼き広場    

★★★★    ポイントラリーポイントラリーポイントラリーポイントラリー        １２月３日（日）１２月３日（日）１２月３日（日）１２月３日（日）10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時    

ふじやま公園里山・園路ふじやま公園里山・園路ふじやま公園里山・園路ふじやま公園里山・園路    

★★★★    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 12121212 月月月月 17171717 日（日）日（日）日（日）日（日）10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時    

ふじやま公園農園ふじやま公園農園ふじやま公園農園ふじやま公園農園前庭前庭前庭前庭    

★★★★    ７７７７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            1,3671,3671,3671,367 名名名名                29292929 年度累計年度累計年度累計年度累計        7,9087,9087,9087,908 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 9月17日(日) 11時～12時 

 

ストローと割りばしでスカイシャト

ル （小学生／保護者同伴） 

 無料 当日先着順 

  10名 

押し絵 

（全２回） 

10月20日(金)13時～16時 

10月31日（火）   〃    

来年の干支にちなんで「犬張子」

を 

1,500円 10月10日(火) 

  12名 

初心者 

茶道体験教室 

10月21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 

 500円 9月29日(金) 

  5名 

フラワー 

アレンジメント 

10月26日(木)13時30分～ 

          15時30分           

作品はシックな彩りで壁掛け・テ

ーブル飾りの両方に使えます 

2,000円 10月11日(水) 

8名 

 

・・・・・・・お・・・お・・・お・・・お    知知知知    らららら    せ・・・せ・・・せ・・・せ・・・・・・・    

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 :  毎月第1水曜日(９月６日) 

・クリーンアップ :  毎月第１、3火曜日 10時～11 時（９月 5日・19 日） 


