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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。(
☆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４面参照)
４面参照)

お正月遊びと七草がゆで新年のスタート！
連日のように木枯らしが吹き、冬将軍が我が物顔でのし歩
く時期がやってきました。ふじやま公園内の木々もすっかり
葉を落とし春を待つ態勢が整っています。今年もあとわずか、
餅をつき、門松を立てれば、あとは初日の出と共に現れると
伝えられる「歳神様」を迎えるだけです。古民家の土間には
大凧の他に本来は小正月の飾りである繭玉飾りが主屋いっぱいに飾られ、ふじやま公園ならでは
のお正月の雰囲気を醸しだしてくれます。
古くからの行事を大切にしているふじやま公園の新しい年の行事の皮切りは「七草粥と正月遊
び」です。古民家主屋の前には、恒例の七草寄せ植えが登場です。
七草を刻み、餅の入った七草粥でお正月に酷使した胃腸を休めましょう。古
民家の前庭ではお正月遊びを用意いたします。おじいちゃん、おばあちゃん
世代が昔遊んだコマ回しや羽根つきなど、親子三代で楽しい思い出作りのス
タートを切りましょう。

★七草粥とお正月遊び １月７日（日）11 時 30 分～13 時 古民家主屋及び前庭
・七草粥（餅入り。実際には七草すべてが入っているわけではありません）
100 円
先着 100 名
・お正月遊び かるた 羽根つき おはじき けん玉 コマ回し 竹馬など
★繭玉飾り
12 月 20 日（水）頃～１月上旬
★門松飾り
12 月 28 日（木）～１月上旬
★七草寄せ植え
12 月中旬～１月中旬

無料

太い真竹が少なくなってきた。何事も自分たちの手作りでやるのが
ふじやま流。お正月には欠かせない門松も、もちろん手作り。栄区で
一番立派と評判の門松をもう十年以上作っていて、手慣れたもの。だ
が最近竹林が込み過ぎてきたせいか門松サイズの太さが少ないのが
悩みとか。筍といえば孟宗竹で、ふじやまの筍掘り(竹林整備)も孟宗
竹だけなのだが、真竹の筍掘り（竹林整備）も実施して、たくさん食
べて太い竹作りに協力してみようか。
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◆開園 15 周年記念 ふじやま農園収穫祭
雨のため一日順延となり、11 月 19 日（日）に開催さ
れた収穫祭には、今年もタッチ―君が参加してくれ、ち
びっ子たちには大人気でした。また、祭りの最後を飾る
抽選会では、大根の引っこ抜きが大評判。身長の半分ほ
どの大根を手に、当選した子供も満足そうでした。

◆第 16 回古文書講座

150 年前をさぐる

公園の 15 歳より１年年上の古文書講座が 11 月 15 日、あーす
ぷらざで開かれました。今回は江戸から明治に変わる慶應３年
(1887 年)の御用留を素材して、時代の変わり目の当地栄区の姿
の一部をみました。東海道における要人の通行増加や農兵拠出
などの負担増に対する村々間の調整、外国人の通行に関する注意事項など緊迫する当時の状
況の一部を知ることが出来ました。

◆秋満喫！散策路を巡るポイントラリー

て
の

12 月 3 日この日は最も美しく紅葉した木々のもと 43 名の
方々が参加されました。今年は開園 15 周年ということで改め
当園の古民家を通して「昔のくらしを学ぼう」を題材にした 16
問題とビンゴの数字を設置、ふじやま公園の散策路をくまなく

歩き秋を満喫していただきました。
この日の 1 等賞はサッカーの好きな小学５年生の男の子、１～50 まで入
れるビンゴの数字の攻略はバランスを考えた数字とか。今回はそれぞれ自
身で答え合わせ、合計数字を入れるまでドキドキ感のポイントラリーでし
た。最後は甘いお汁粉を頂き笑顔の記念撮影。健脚さん来年もお待ちして
います！

古民家Ｑ＆Ａ 雨戸の戸締り
Ｑ：古民家の雨戸の戸締りの名称は？
Ａ： 雨戸は窓や出入口の外側に設ける和風の引戸です。通常は戸袋
に納め、夜間や風雨のときに一本溝の敷居と鴨居の間を送って
縦締めます。風雨からの保護、盗難の防止、遮光や保温などの役
割を果たしています。框(ｶﾏﾁ)、桟、板から構成され、通常３枚
又は４枚以上で、張りたてます。
戸締りは『猿』と云い、最後の１枚だけに、上げ猿と下げ猿を付けます。これは板戸の上
桟や下桟につける細木のことで、上下に動き、鴨居と敷居の穴に入ります。古民家主屋には
５連、28 枚あり、上げ猿・下げ猿が５組あります。なお古民家の雨戸には印籠決(ｲﾝﾛｳｼｬｸﾘ)
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凹凸の接合部)が施工されており、全部の雨戸を一体化・連結しています。

ユズ

ミカン科

春に小さな５弁の白い花を咲かせる。葉の付け根に広い翼がある。花
が終わる５～６月小さな実を付ける。ユズの木には長く鋭いトゲがあ
る。原産地は中国。主な産地に高知、徳島などの他日本各地で栽培さ
れる。海外でもユズと呼ばれ日本料理では料理の引き立て役として欠
かせない食材。旬は青ユズが８月、黄ユズは 11 月から 1 月。その他
に木ユズ、種無しの多田錦、大きな文旦の一種の鬼ユズなどがある。
日本庭園に植栽。

《古民家で国際文化体験交流のイベント～楽しい思い出作り～》
横浜に住んでいる留学生たちが、栄区が主催する国際文化体験交
流の集いで 11 月 28 日、ふじやま公園で和服の着付けと盆栽作りを
楽しみました。インドネシアや、中国、ギリシャなど５か国の５人
が参加しました。着付け、盆栽など普段の生活では体験できないこ
とに挑戦して、皆さん「素晴らしい経験が出来、とても楽しかった」
と感激の面持ちでした。

『いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記』 から（原文のまま）
♦竹とんぼなどあって楽しかったよ。ありがとうございました。
（市内 10 代 仲間と）
♦古民家に来るのは初めてだったので、とても新鮮な気持ちになりました。
楽しかったです。ありがとうございました。（市内 20 代 仲間と）

平成 30 年１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

５日(金)

古民家歴史部会 部会

14 日(日)

農芸部会 部会

15 日(月)

古文書解読勉強会

7 日(日)

月曜日 木曜日

歴史探訪

休み

作業
里山部会 作業

工作棟部会

部会

子ども工作準備

13 日(土)

20 日(土)

16 日(火)

クリーンアップ

28 日(日)

広報部会

24 日(水)

ふじやまだより編集会議
印刷

適時

ホームページ制作打合せ
囲炉裏守 囲炉裏焚き

程

８日(月)
14 日(日)
28 日(日)

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。
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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。

教室名
子ども工作

日
時
１月21日(日) 10時～11時

内 容
公園の落葉で押し花絵

参加費
無料

パステル
シャインアート
押し絵
(全３回)

２月１日（木）13時～15時

パステルでお雛様を描こう

700円

２月５日(月) 13時～16時
２月19日（月）13時～16時
３月12日（月）13時～16時
２月10日（土)13時～16時

ミニ色紙に｢雛人形｣と｢桜の花｣ 1,200円
を

初心者茶道
体験教室
絵手紙
(全４回)

四季を感じながらおもてなしの
心を学びましょう
はがきに絵を画いて誰か友達に
送ってみよう

500円

応募期限
当日先着順
10名
1月23日（火）
10名
１月20日(土)
12名
1月31日（水）
5名
1月30日（火）
10名

２月13日(火) ２月20日（火）
600円
３月13日(火) ３月20日（火）
いずれも 13時～16時
フラワーアレン ２月22日（木） 13時～15時 お雛さまをイメージして優しい
2,000円
２月10日(土)
ジメント
色あいのリース
８名
遊 布
２月27日(火) 13時～
お雛さま飾り
1,000円
２月10日(土)
15時30分
８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
(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。

・・・・お知らせ・・・・
・・・お知らせ・・・・
★ 開園 15 周年式典 お餅つき会 みんなで
みんなで搗こう祝餅
日 時：２月 15 日(木) 10 時～12
場 所：古民家前庭
時～12 時
搗きたて紅白餅を無料進呈 先着 200 名
★ 開園 15 周年記念 古民家で味わう手打そばの
古民家で味わう手打そばの会
味わう手打そばの会
公園の QR コード
日 時：２月 18 日(日)～２月 25 日(日) 11 時～14
時～14 時
場 所：古民家主屋及び前庭
定 員：１日 15 食 先着順
価 格：300
格：300 円
★ ホームページ『本郷ふじやま公園』の検索について
当公園ホームページ『本郷ふじやま公園』は 10 月に新しくしましたが、ウェブサイトの
都合のためと推測されますが、直接出ません。当面、次の手順で検索してください。
①ふじやま公園の URL http://www.hongofujiyama.jp/ を入力する。
②Yahoo 等のサイトで『本郷ふじやま公園』を検索する。Wikipedia
等のサイトで『本郷ふじやま公園』を検索する。WikipediaWikipedia-本郷ふじやま公園 を開く。
リンク元となる『公式サイト』をダブルクリックする。
③Google
Google 等のサイトで『本郷ふじやま公園』を検索する。画面右側の欄で本郷ふじやま公園が
表示される。
表示される。ウェブサイトをダブルクリックする。
される。ウェブサイトをダブルクリックする。
④検索された『本郷ふじやま公園』の公式サイトを“お気に入り”に登録する。
11 月ふじやま公園来園者数 2,275 名
29 年度累計 14,219 名
・開 館 時 間
・入
館
料
・休
館
日
・クリーンアップ

:
:
:
：

９時～17時
無 料
毎月第１水曜日(１月３日)
年末年始 休館日： 12月29日～１月３日
毎月第１・３火曜日 10 時～11 時（１月 16 日）

本郷ふじやま公園運営委員会
〒247－
247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－20
栄区鍛冶ヶ谷１－20

TEL：
TEL：045045-896896-0590
４

FAX：
FAX：045045-896896-0593
0593

