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本郷ふじやま公園収穫祭 

今年もサツマイモ、サトイモやシイタケなどの秋のとれたて野菜がい

っぱいのふじやま公園収穫祭が開催されます。 

日時：11月 14日(土)11時～13時、受付：10時 30分[雨天時は 15日（日）]  

サツマイモ、サトイモ掘り収穫体験（小学生先着 30 名）、石焼き芋券・

ふじやま鍋券（各 100 円、先着 150 名）、収穫野菜プレゼント（特等か

ら四等までの抽選）の他にお手玉を的に当てるゲームなどイベントも盛

りだくさん。今年は案山子（かかし）も作って来園の皆さんの思い出に

なる収穫祭にしたいと、農芸部会をはじめにボランティアの人たちも張

り切っています。 

 当日は準備の都合により小雨でも決行する

こともあるので、わからないときには公園の事

務所（TEL896-0590）に問い合わせてください。 

 

 

 

 

 

 

 

来園者数：1,616 名  

(来園日)   (団体名)           (人数・内数) 

1 日(火)：犬山町プラチナ会 ···············  10 名 

     淡彩スケッチ湘南会 ··············  18 名 

7 日(月)：栄福祉活動ホーム ················· 8 名 

8 日(火)：どんぐり保育園 ·················· 12 名 

10 日(木)：鎌倉シティーガイド協会 ·········· 15 名 

13 日(日)：栄区さわやかスポーツ普及委員会 ·· 40 名 

16 日(水)：よこはまウォーキング協会 ········ 60 名 

19 日(土)：せきれい歩こう会 ················ 12 名 

25 日(金)：サラリーマン OB 会絵画サークル･･･ 12 名 

26 日(土)：IPCC 健歩会 ······················ 41 名 

28 日(月)：柏陽高校日本歴史会･･････････････ 19 名 
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 秋色を整えてきたふじやま

公園を犬と散歩する。 

気持ちの良い青空の下で美

味しそうにお弁当を食べてい

る家族がいた。また虫取り網を

片手に昆虫採集をしている親

子も。カゴの中には様々な昆

虫、体長 15ｃｍ程のトカゲは素

手で捕まえたとか。 

 たくさんのドングリを拾い

集めている子供達、ドングリ銀

行に“預金”、貯まると代わり

にどんぐりの苗木をもらえる。      

この時期、茜色の夕焼けに富

士山のシルエットが美しい。 

 

    ◆平成◆平成◆平成◆平成 21212121 年年年年 9999 月来園者数月来園者数月来園者数月来園者数    

    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    
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楽楽楽楽    しししし    いいいい    教教教教    室室室室    のののの    作作作作    品品品品    展展展展    

9 月 28 日から 10 月 12 日まで、本郷台駅前駐輪場ギャラリ

ーでふじやま公園工作棟部会各教室の展示会が開かれました。

銀粘土、ビーズ、篆刻、布細工、押し絵、造形遊び、粘土工

芸、折り紙手芸、遊布、押し

花、創作人形、竹細工、子ど

も工作等々、120 点以上の作

品が展示されました。 
展示品は各教室の指導者と

参加者の作品で、素晴らしい

ものばかりでした。教室の開催案内は｢ふじやまだより｣毎号の

｢たのしい教室｣の欄に掲載されています。興味のある方は募集

要項に従ってご応募下さい。 

 

古民家 Q&A 徳利   

QQQQ：：：：内蔵にある徳利に酒屋名や屋号がありますが何故ですか？ 
AAAA：：：：徳利は酒器の一種で、おもに陶磁器でつくられおり、形は入口

径が狭く、胴の膨らんだ背の高い形のものが多く、室町時代中期

からこの名がみられます。徳利は、初めは酒のほか、醤油や酢な

どを入れる容器にも用いられましたが、後に酒専用の容器とされ

ました。徳利の語源の一つに、備前焼でつくられたものが多く、

安価で堅固であるところから徳利であるという説があります。 
  江戸時代中期まで、酒は酒屋で飲むものでしたが、後期になって、家でも酒を日常的に飲む

ようになり、酒屋の貸出し容器として｢通い徳利｣が普及しました。これには酒屋の屋号や地名

などが表面に書かれるようになりました。容量は５合から３升までありますが、最も多いのは

１升前後でした。当時のアルコール濃度は 15～18％と云われていますが、消費者の手元に届

く頃、水で薄められアルコール濃度は 1/4 まで落ち、４～５％ほどだったようです。従って大

量に飲まれたようです。 
  旧小岩井家住宅の内蔵に展示されている徳利は、容量が１～２升であり村名、酒屋名や屋号

が記されており典型的な通い徳利です。 
 

 今年のお月見は盛大に飾りました  

 今年の十五夜(旧暦８月 15 日)は 10 月３日

(土)です。お月見飾りは９月 29 日に飾りつけ 
10 月５日まで古民家主屋の居間に設えました。

お月見のイベントは特に行い

ませんでしたが芋名月にふさ

わしいサトイモをはじめサツ

マイモ、ナス、人参、大根、し

いたけなどの野菜、柿、毬付き

栗、あけび、梨、ミカンなどの果物、更には尾花、桔梗をはじ

めとした秋の花々を飾りました。来園の皆さんは賑やかな飾り

に驚くとともに昔に想いをはせていました。 
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農芸部会では 11 月の収穫祭に向けて準備をしています。過去の反省 

から、焼き芋を受け渡しする足元の整備をしました。 

そして、10 月早々より焼き芋の窯造りがはじまりました。始めに、窯の土台となる川砂とブロ

ックでレベル（水平）を出し、後は空気孔、煙突の取り付けなどに工夫を凝らしながらブロック

を重ねていきます。 

 畑では８月末に植えた大根や春菊が順調に育ち、綿やウコンの花も開花中。これからの作業は

小雨でも決行、なるべく参加するよう呼びかけられました。 

なお、今回の収穫祭はタウン誌「はまかぜ」10 月 2 日号にも紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

平成平成平成平成 21212121 年年年年    11111111 月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定 

 

部会・事項 日  時 部会・事項 日  時 

事務局会議 6日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

歴史探訪 

8日(日) 

1日(日) 22日(日) 

5日(木) 

農芸部会 部会 

     作業 

16日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 

 

21日(土) 22日(日) 

29日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 1日(日) 12日(木) 

15日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

25日(水) 

適時 

クリーンアップ 3日(火) 17日(火) 

ふじやまだより編集会議 7日(土) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 3日(火)        印刷 12日(木) 

『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))))    

    

思わず、ふるさとの山形を想い出し、久しぶりに心が洗われました。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

クヌギ（ブナ科）））） 

樹高は 15～20ｍになり落葉樹で秋に紅葉します。雑木林や里山の樹木に

代表され、花の時期は４～５月、黄褐色のひも状の穂をぶら下げます。 

実がなる時期は９月～10 月、翌年の秋にドングリになり２～３年の周期

で豊作があります。昆虫は樹液を求めて集まります。シイタケのほだ木、

薪、また炭として茶の湯にも使われたりします。 

 

✿農芸通信✿✿農芸通信✿✿農芸通信✿✿農芸通信✿ 

ダイコン 

サトイモとサツマイモ 

ネギ 

春 菊 

綿の花 
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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 奮ってご参加ください。お待ちしております。 

（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 

 

・・・・・・・・・・・・おおおお    知知知知    らららら    せせせせ・・・・・・・・・・・・        

◆◆◆◆古文書古文書古文書古文書解読解読解読解読講座講座講座講座 ｢小岩井家文書を通してみる村人たちの信仰と祈りと楽しみ｣｢小岩井家文書を通してみる村人たちの信仰と祈りと楽しみ｣｢小岩井家文書を通してみる村人たちの信仰と祈りと楽しみ｣｢小岩井家文書を通してみる村人たちの信仰と祈りと楽しみ｣    

        講師 横浜市歴史博物館学芸員 斉藤 司 先生   

日時 10月25日(日) 13時30分～15時30分 於 古民家 定員 50名   

参加自由 資料代 1,000円    

◆栄区区民まつりにふじやま公園も参加◆栄区区民まつりにふじやま公園も参加◆栄区区民まつりにふじやま公園も参加◆栄区区民まつりにふじやま公園も参加    10月31日(土）10時～15時 於 本郷中学校    

  竹ぽっくり５0組、大根鉄砲、ぽんぽん船、  竹炭を販売します    

◆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 12月13日(日) 10時～12時    雨天決行    於 古民家前庭 

みんなでもちつき体験  版画で年賀状作り同時開催(無料) 

二色もち(200円) 先着150名 11時より販売開始 10時よりおもち引換券販売        

 

 

    

    

★★★★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 

教室名 日時 内容 材料費 応募期限 

作って遊ぼう～

子ども工作の日 

11月15日(日) 

10時～15時 

 

サンタクロースをワイヤーと

折り紙で作って楽しみましょ

う 

無料 当日受付 6名 

10時～11時 

13時～14時 

造形遊び 11月30日(月) 

13時～15時 

プリザーブドフラワーとリボ

ンでクリスマス飾り 

1,500円 11月21日(土) 

10名 

寺子屋 

第14シリーズ 

11月21日(土) 

10時～12時 

今、農の振興を(自給自足) 無料 

 

当日直接公園へ 

20名 

フラワーアレン

ジ 

12月8日(火) 

13時～16時 

ドライフラワーのリース 2,000円 12月1日(火) 

10名 

炭焼き体験教室 12月12日(土) 

9時～12時 

12月13日(日) 

8時～17時 

12月19日(土) 

9時～12時 

自分の手で竹炭を焼いてみま

せんか 

無料 11月30日(月) 

窯詰め、火入れ、

窯出し3回とも参

加できる人 

10名 

遊布 12月16日(水) 

13時～16時 

サンタのボトルカバー 1,200円 11月30日(月) 

 

七宝(指輪) 12月10日(木) 

  13時～16時 

フリーサイズの銅板を使った

黒と銀箔の指輪 

800円 11月24日(火) 

10名 

第47回初心者茶

道体験教室 

12月19日(土) 

  13時～16時 

古民家で茶道を楽しんでみま

せんか 

500円 11月30日(月) 

  10名 

ミニ正月飾りづ

くり 

12月20日(日) 

10時～12時 

公園の竹を使って小さな正月

飾りをつくろう 

無料 12月14日(月) 

40名 

・開館時間     ：  9：00～17：00・入館料：無料 

・休館日      ： 11 月４日(水) 

・クリーンアップ  ： 11 月３日(火)17 日(火)10 時～11時  


