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ホームページhttp://www.k5.dion.ne.jp/~h_fuji_p 

みんなで楽しく11 月８日は収穫祭です!!    
この秋、ふじやま公園に足を運んでみま

せんか？自然の中でホカホカの石焼芋や、

畑で取れた野菜たっぷりのふじやま鍋など

を食べながら、秋を満喫しましょう!! 

農芸部会では、サツマイモやサトイモ、

大根、人参、ねぎ、そしてヤーコン、ウコ

ンとたくさんの野菜を丹精込めて育ててき

ました。今年の夏は雨が少なく、さらに猛

暑続きで生育が心配された様です。まず、

農芸部会員の手作りで、石焼芋を焼き上げ

る“窯造り”が始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月８日（土）11 時～13 時 

 ＜雨天の時は翌日＞ 

受付開始   10 時 30 分～各券も販売 

収穫体験（サツマイモ、サトイモ等） 

小学生 先着 30 名 

※体験したお子さんには参加賞を差

し上げます 

石 焼 芋：先着 150 名 一枚 100 円 

ふじやま鍋：先着 150 名 一枚 100 円 

 

 

 
 

その他、輪投げや畑で取れた野菜が当たるお楽しみプレゼントも用意されています。

近くの方も遠くの方も、そして初めての方も是非お出で下さいませ 
“きっと楽しいョ”お待ちしています。 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    平成平成平成平成 20202020 年年年年 9999 月月月月    来園者数来園者数来園者数来園者数    団体・グループ来園状況団体・グループ来園状況団体・グループ来園状況団体・グループ来園状況    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

来園者数 1499 名  (27 日現在) 

(来園日)   (団体名)      (人数・内数) 

11 日(木)：中野幼稚園 ························ 60 名 

20 日(土)：栄歩けの会 ························ 21 名 

     戸塚歴史ろまん ·················· 53 名 

21 日(日)：鎌倉歩け歩け協会 ·············· 286 名 

24 日(水)：ひぎりウォーキング協会 ······ 29 名 

26 日(金)：中野幼稚園 ························ 60 名 

29 日(月)：コートハウスたけのこ会 ······ 20 名 

9 月半ば東屋付近で羽をばたつかせて

いる蝉をみつけました。その側には赤

黄、緑ときれいに色づいた柿の葉が数

枚、そして澄み切った空にはトンボが

飛び交い夏から秋へ。季節の変わり目

を感じました。 
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 第第第第３２３２３２３２回古民家シリーズ回古民家シリーズ回古民家シリーズ回古民家シリーズ－－－－都筑民家園とその周辺都筑民家園とその周辺都筑民家園とその周辺都筑民家園とその周辺――――    
平成 20 年９月 4 日  古民家歴史部会 

市営地下鉄市営地下鉄市営地下鉄市営地下鉄センターセンターセンターセンター北駅北駅北駅北駅～～～～横浜市歴史博物館横浜市歴史博物館横浜市歴史博物館横浜市歴史博物館～～～～大塚大塚大塚大塚・・・・歳勝土遺跡公園歳勝土遺跡公園歳勝土遺跡公園歳勝土遺跡公園～～～～都都都都筑筑筑筑民家民家民家民家

園園園園～～～～ノノノノーーーースポートビルスポートビルスポートビルスポートビル３３３３    
 当日の参加者は 16 名で時々小雨の天気でした。歴史博物館は

駅より５分で、「横浜に生きた人々の生活の歴史」をテーマに２

万年前からの歴史を土器や地図、年表などでわかりやすく展示

していました。特別展（有料）は「小絵馬にみるひとびとの願

い」で全国の絵馬が飾られ、船子の人たちが髷を切って奉納し

たものなど珍しいものもありました。 
連絡橋を渡ると大塚・歳勝土のある遺跡公園です。２人のボ

ランティアの方の案内で復元された弥生時代の竪穴住居跡や村人の墓を見てから、柵に囲まれた

集落の中の 1 軒の竪穴式茅葺の家にも入ってみました。近くに

ある都筑民家園の建物は 200 年前の茅葺農家を移築したもので

土間の隣には馬屋も付いていました。太い梁に囲まれた広い空

間、黒光りする板の台所、真ん中にはいろりが置かれていて昔

の人々の暮らしがよくわかりました。民家園の方ともいろいろ

な話をしてから駅近くに戻り昼食後、解散しました。 

 

 

 

∞∞∞横浜開港１５０周年記∞∞∞横浜開港１５０周年記∞∞∞横浜開港１５０周年記∞∞∞横浜開港１５０周年記念テーマイベントにふじやま公園も協力∞∞∞念テーマイベントにふじやま公園も協力∞∞∞念テーマイベントにふじやま公園も協力∞∞∞念テーマイベントにふじやま公園も協力∞∞∞    

市民が準備段階から参画して、会場の動物園ズーラシア隣接地に日本最大級といわれる大屋根

「竹の海原」が作られます。この竹の海原に使用する竹、約２万本の伐採作業が市内 9 か所の公

園などで市民によって 10 月４日から順次開始されています。本郷ふじやま公園では 11 月 29 日

（土）に実施される予定です（定員 100 名）。この日には本郷ふ

じやま公園のボランティアも協力します。 
【問い合わせ先】（財）横浜開港１５０周年協会 

ヒルサイド市民参加事務局「竹の海原製作プロジェクト」係 
ＴＥＬ：045-662-6482  Ｅ-mail：hill@yokohama150.jp 

 

古民家Ｑ＆Ａ  『槍床』  

 QQQQ：：：：槍床では槍をどのように置いたのですか？ 

AAAA：：：：槍は戦国時代以降それまでの弓矢に代わって武士の表道具になりました。武士の誇りは｢弓

馬(きゅうば)の家｣｢弓矢の誉れ｣から、「槍一筋の家」｢槍先の功名｣と変わり、槍によってたて

る戦功を第一とされるようになりました。刃物沙汰になった場合、刀より槍を持出すのが正当

な武士の考え方であり、侍屋敷では座敷の欄間に槍を掛ける仕組みになっていました。通常は

刃を左に、石突を右に水平に置き右手を伸ばせば届く位置です。外出の際は槍持ちに槍を持た

せました。この槍を置く場所が槍床であり、槍架けを用いて水平に置いたと推測します。槍の

長さは１間半の小直槍(こすやり)か７尺の手槍程度です。 
旧小岩井家の槍床は下座敷西側にあり、いざと云う時は右手に持ち

式台側に向かうことが出来ます。槍床の寸法は巾約２間（354 cm）、

奥行き約２尺（59 cm）、床框（ゆかがまち）高さ 14cm、床框から落

掛（おとしがけ）までの高さ 195cm で、小直槍を十分に振える空間

を形成しています。    

歴史探訪 

＜竪穴式住居跡＞＜竪穴式住居跡＞＜竪穴式住居跡＞＜竪穴式住居跡＞    

＜都筑民家園＞＜都筑民家園＞＜都筑民家園＞＜都筑民家園＞    
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毎月、第３日曜日に開いている「子供工作の日」には、毎回 15 人位の子

供が参加し、いろいろな工作をして楽しんでいます。    

 「ふじやまだより」でお知らせしているように、毎月、テーマを決めてい

ます。作品の一部を見せてもらいましたが、窓飾り、コマ、粘

土細工、竹トンボ、カスタネットなど、子供の喜びそうなもの

が、いろいろありました。長年指導している藤井さんの話によ

ると、動くもの、音の出るものが、人気のようです。材料も道具も準備してある

ので、気軽に参加できます。指導して下さるボランンティアの方は、16 人程いて、

交替で指導してくれています。 
 指導している方は、参加している子供たちが、いろいろ工夫して、作る喜びを

知り、楽しく参加してくれることが、何よりの喜びだそうです。 

困ったこと？困ったこと？困ったこと？困ったこと？        このごろ材料に使う竹に、虫がついて困っています。その虫は、羽のある１

mm 位の小さい虫で、３月から９月頃まで出てきます。虫に食われた竹は、筒の中から、白い粉

が一杯出てきました。竹をダメにする小さな害虫を駆除する方法は、ないのでしょうか？ 

 

  

 

 

 

 

    

※「いろり辺雑記」は、古民家の「いろり辺」に置かれている和綴じのノートに、    

来園者が、古民家を訪問した際に書いた感想文です。 

     

    

    

    

    

    

平平平平成成成成 20202020 年年年年 11111111 月月月月公園公園公園公園ボランティアボランティアボランティアボランティア活動予定活動予定活動予定活動予定    

    

部会・事項 日  時 部会・事項 日  時 

事務局会議 7日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

歴史探訪 

 

9日(日) 

2日(日) 23日(日) 

6日(木) 

 

農芸部会 部会 

     作業 

    収穫祭 

17日(月) 

月曜日 木曜日 

8日(土) 

里山部会 作業 

 

8日(土)15日(土) 

23日(日) 

囲炉裏守  

囲炉裏焚き 

2日(日) 13日(木) 

16日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

26日(水) 

適時 

ホームページ制作打合せ 1日(土） 

ふじやまだより編集会議 

       印刷 

7日(金） 

13日(木) クリーンアップ 4日(火) 18日(火) 

 

『いろりいろりいろりいろり辺雑記辺雑記辺雑記辺雑記』からからからから    ((((原文のまま原文のまま原文のまま原文のまま))))    

○今日は、とても楽しいものを見せていただきました。 

まことに、ありがとうございます。 

○広くていい。昔の雰囲気がして、江戸時代に来た気分になりました。 

また来ようと思います。 

 

 

ススキ 

ススキは全国の草地に生育する多年生草本。草丈は 2ｍほどにもなり、 
カヤ、オバナとも呼ばれ、秋の七草の一つ。穂を動物の尾に見立てて、オ

バナと呼ばれます。 かつては農家で茅葺（かやぶき）屋根の材料に用いた

り、家畜の餌として利用することが多かったようです。花は８月頃から咲

き始め、はじめは花枝は横に開いていますが、やがてすぼんで尾状になり

ます。 
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楽しい教室のお知らせ  奮ってご参加ください。お待ちしております。  

 

教室名教室名教室名教室名    日時日時日時日時    内容内容内容内容    材料費材料費材料費材料費    応募期限応募期限応募期限応募期限    

作って遊ぼう～

子ども工作の日 

11月16日(日) 

10時～12時 

13時～15時 

クリスマスレター入れを作

ります 

無料 当日受付 

各12名 

寺子屋 12月6日(土) 

 10時～12時 

快適永持ち 

 家の手入れのツボどころ 

‐寺子屋第3シリーズ‐ 

無料 成人向け講座 

11月15日(土) 

先着20名 

染色（草木染め） 12月9日(火) 

13時～16時 

シルクのストールを染めま

しょう 

2,000円 11月26日(水) 

 

銀アート 12月11日(木) 

13時～16時 

合成石3ヶをつけた銀の指輪 

いぶし仕上げ 

2,350円 11月25日(火) 

 

フラワー 

アレンジ 

12月16日(火) 

13時30分 

～15時30分 

クリスマスアレンジ 2,000円 11月30日(日) 

10名 

 

押し花 12月18日(木) 

13時～16時 

押し花を額にデザイン 

18ｃｍ×10ｃｍ 

2,000円 12月10日(水) 

 

初心者茶道 

体験教室 

12月20日(土) 

13時～16時 

平服でおいでください、気軽

にお茶を楽しんでみません

か 

500円 12月6日(土) 

10名 

（１）持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：１２名。応募者多数のときは抽選。 
（３）応募要領：往復ハガキに、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 

 

・・・・・・・・・・・・イベントのお知らせイベントのお知らせイベントのお知らせイベントのお知らせ・・・・・・・・・・・・ 

◆◆◆◆収穫祭収穫祭収穫祭収穫祭    日時日時日時日時    11111111 月月月月 8888 日日日日((((土土土土))))    詳細は今月号の一面で    

◆◆◆◆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 日時日時日時日時    12121212 月月月月 21212121 日（日）日（日）日（日）日（日）    10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時 於 中庭 (雨天実施) 

誰でも、もちつきに参加できます。 先着 100 名 三色もち 300 円 

◆◆◆◆ミニ正月ミニ正月ミニ正月ミニ正月飾りづくり飾りづくり飾りづくり飾りづくり    日時日時日時日時 12121212 月月月月 23232323 日日日日    ((((祝祝祝祝))))    10101010 時～時～時～時～13131313 時時時時    於 中庭 (雨天実施) 

    小さなお正月のしつらえ 材料費のみ 1 セット 500 円 

    和物の置物用と洋物の壁掛け用をそれぞれ 25 セット用意します。 

                       

 

 

 

◆ふじやま公園運営委員会  

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

  ※ 農芸部会員、クリーンアップ会員を若干名募集しています。ご希望の方は事務局までご連絡を。

・開館時間      ： 9：00～17：00 入館料：無料 
・休館日       ： 11 月 5 日（水） 
・クリーンアップ   ： 11 月 4 日（火）18 日（火）10 時～11 時 


