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今度は古民家で文楽！～来年 2 月 25 日に「艶容女舞布」などを～
江戸古民家にふさわしい江戸演芸をいろいろ公演して
いる本郷ふじやま公園で、今度は人形浄瑠璃文楽のミニ
公演と解説の会が開かれます。文楽はユネスコの無形文
化財に指定されていて、大夫、三味線、人形が一体とな
った総合芸術。落語、能舞能管コンサート、お茶会など
に並ぶ江戸文化のイベントです。
今回は豊竹芳穂大夫、人形遣いの吉田勘彌さん他の出
演で、「艶容女舞布（あですがたおんなまいぎぬ）」と
「伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)」のさわりと解説
です。ともに文楽のスタンダードともいえる名作でぜひ
この機会に江戸芸術の華やかさに触れてみてください。
公演は２月 25 日 13 時と 15 時の 2 回公演です。、各回
の定員は 50 人、チケットは 500 円です。
チケットは栄区民文化センター｢リリス｣が販売します。
購入方法は次の通りです。
① まず 1 月 14 日（火）10 時から栄区民文化センター「リリス」で窓口先行発売します。
② 同日 14 時から電話（045
045045-896896-2000）で予約を受け付けます。
2000
先着順ですので、窓口販売で定員に達した場合は、電話予約はなくなります。予約、販売とも
「リリス」だけで行い、当ふじやま公園では行いません。
問い合わせは主催の栄区地域振興課（電話 045
0458948395）へお願いします。
-894
-8395

今年の年の瀬は恒例の門松づくりがなくなった。
長屋門の茅葺屋根葺替と土間の再生工事が行われて
いて、土間の養生のため門松を立てる場所がないのだ。公園が出
来てからずっとボランティア会員が毎年手作りで作ってきて、も
うすっかり手慣れたもので栄区一番という評価までいただいたほ
どだった。いつもあるものがないというのは寂しいものだ。
しかし、来年はまたやってくるのだから、技術はしっかり継承して来年の年末には例年以
上の門松を登場させよう。
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★ 第１８回古文書講座が大盛況でした！
第１8 回古文書講座が 11 月 13 日、あーすぷらざで開催さ
れました。横浜市歴史博物館の小林紀子主任学芸員を講師に
迎え、
「ペリー来航直前の世の中の動き」と題して、江戸末期
の混乱の様子を小岩井家古文書を紐解きながら楽しくお話
しいただきました。50 人近い聴衆には「分かりやすく、面白かった」と大好評でした。

★ 今年もタッチーくんが収穫祭にやってきた！
本郷ふじやま公園の収穫祭が 11 月９日(土)農園とケヤキ
広場周辺で行われました。夏の長雨、低温などの影響か、サ
ツマイモの成長が良くなかったようで
すが、焼き芋はおいしかったと評判で
した。もちろん名物のふじやま鍋は大
好評で 200 杯が完売。第２回写真コンテストの表彰式も行われまし
た。今年も登場のタッチーくんや、ラグビーのリーチ主将の案山子
が子どもたちの人気の的でした。

餅と餅つき
ハレの日には、餅、赤飯、白米、尾頭つきの魚、酒などが飲食されますが、これらはかつて非日
常的に飲食されました。餅はハレを代表する食物です。餅は生命力を与えてくれるものとして民
俗学者の柳田国男が重視しました。お正月には鏡餅を歳神さまにお供えし、お雑煮を食べます。
神仏と人々がともに同じものを飲食することは｢神人共食｣と云い、神仏とつながり、人々の結び
つきを強めます。
餅の名の由来は｢糯飯｣(糯米を使った飯)、持飯(腹にもたれる飯)、携飯(携帯に便利な飯)などの
諸説があります。餅の文字は｢正倉院文書｣に見られ、室町時代には十月の亥の日に餅を食べると
万病が治ると伝えられ、現在の餅の作り方はかなり古い時代からあったものと推定されます。
餅つきは蒸した糯米を臼に入れ、杵で押し潰すように全
体を捏ねてから搗きます。こねどり(手返し)は手水を付
け、タイミング合わせて餅を返す。餅つきは苦もち(29 日)
や一夜持ち(31 日)を避け 28 日か 30 日に行います。つき
あがあった餅の形は、鏡餅をはじめとして丸餅や角餅、草
餅、菱餅、柏餅などいろいろな形で節句や祝事のハレの日
に登場します。
古民家での餅つきは年末の休館日を避け、12 月中旬の
日曜日に市民の皆さんも参加して行っています。つきあが
った餅は特大の鏡餅が槍床に飾られ、二色餅として来園者
に提供され、人々の結びつきに一役かっています。
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ユ
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ミカン科の果実で、果実には血行の流れをよくする効果があ
るため、冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかないといわれ
ている。食用としても、柚子胡椒、柚子ジャム、湯豆腐の薬味
など用途が広い。
また、
「桃栗３年柿８年、柚子の大馬鹿 18 年」といわれるよう
に、実をつけるのが遅いことでも有名。
公園では、日本庭園に植栽されており、工作棟の入り口から見ることができる。

令和２年はふじやま公園の七草がゆから始まります！
新しい時代の幕開け、令和元年がもうすぐ終わり令和も２
年に入ります。新しい年の幕開けはぜひ本郷ふじやま公へ。
イベントの皮切りは５日(日)の七草がゆと正月遊びです。
七草がゆは日本の昔からの１月７日の行事で、いろいろな
説話が、地方ごとに残っているようで、かゆに入れる野菜も
地方によってさまざま。ふじやま公園の七草がゆはセリ、ダ
イコン、カブなどの野菜。シンプルな塩味を引き立てるのが付け合わせの公園特製の梅干し。
梅林の梅を秘伝のレシピで漬け込み、土用干しをしてさらに熟成させた逸品。七草がゆの付け
合わせと、花見の会での販売でしか見られないもの。ぜひ味
わってみてください。
お粥を食べた後は前庭でコマ回しや羽根つき、座敷でかる
た取り…の正月遊び。最近はお正月もゲーム一辺倒という人
も多いようですが、古民家で江戸古来の遊びに触れてみるの
もいいでしょう。
★七草がゆとお正月遊び １月５日(日)11 時 30 分～13 時 古民家主屋＆前庭
・七草がゆ（餅入り）100 円、先着 150 名
・正月遊び 羽根つき、コマ回し、おはじき、けん玉、かるた、双六など

令和２年１月度ボランティア活動予定
部 会・事 項
事務局会議

日

程

４日(土)

農芸部会

部会
作業

20 日(月)
月曜日 木曜日

里山部会

作業

11 日(土) 18 日(土)
26 日(日)

工作棟部会

部 会・事 項

部会

囲炉裏守 囲炉裏焚き

29 日(水)
当分の間 休みます

日

程

古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

12 日(日)
休みます
休みます

クリーンアップ

７日(火) 21 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

７日(火)
14 日(火)
26 日(日)

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所(TEL 045-896-0590)ご連絡ください
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手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

教室名
初心者茶道体験教室

日
時
内 容
参加費 応募期限定員
１月19日(日)
ご自身で抹茶を点て
500円
１月11日(土)
12時30分～15時30分
飲んでみましょう
10名
和布細工
２月３日(月) １２日(水) 可愛い座り雛人形を
2,000円 １月20日(月)
(全３回)
19日(水)
作ります
12名
13時～16時
600円 １月25日(土)
絵手紙
２月４日(火) 11日(火) はがき絵の基本を学び、日常
(全４回)
３月10日(火) 17日(火) 的なものや、身近な風景を
13時～16時
画いてみる
(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
語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう
日 時：1
時：12 月 19 日(木) 10 時 30 分～11
分～11 時 30 分
場 所：古民家主屋いろり端
定 員：15
無料
員：15 名 当日先着順
★ 開園記念日
来年２月 15 日(土)は第 17 周年開園記念日です。例年通り記念式典と餅つきを行います。
つき上がった餅は来園者に無料進呈します(
つき上がった餅は来園者に無料進呈します(数に限りがあります)
数に限りがあります)。
いつも開園記念日には雛人形を飾っていますが、今年は他のイベントとの関係により飾らない
予定です。２月 26 日から飾ります。
★ 歴史探訪 ２月以降は新シリーズが始まります
公園の創立以来続いている歴史探訪は横浜 18 区シリーズが 12
月の栄区(
月の栄区(写真)
写真)で終了しました。来年からは新シリーズです。
で終了しました。来年からは新シリーズです。
１月は休んで、２
月は休んで、２月から食品工場や防衛大学校などの施設
月から食品工場や防衛大学校などの施設を
の施設を
も見学する「横浜市周辺探訪」を計画しています。
毎月第一水曜日、
毎月第一水曜日、おおむね 10 時から２～３時間のウォ
時から２～３時間のウォーキング
です。どなたでも参加できます、
です。どなたでも参加できます、
ふじやまだよりやホームページを見てぜひ歩いてみてくだい。
会員外で参加ご希望の方は、
会員外で参加ご希望の方は、前もって事務所へお電話下
前もって事務所へお電話下い。
★ ふじやま公園来園者数 11 月来園者数 1,975 名
・開 館 時 間
・入
館
料
・休
館
日
・クリーンアップ

:
:
:
:

元年度累計 10,308 名

９時～17時
無 料
毎月第１水曜日 年末年始休館日：12月29日～１月３日
毎月第１、３火曜日(１月７日、 21 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
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FAX：
FAX：045045-896896-0593

