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昔の本郷の年末年始
鍛冶ヶ谷にお住まいの大谷友太郎さん（93
歳）に昭和の初めの頃（1925 年頃）から昭和
20 年頃（1945 年頃）の年末年始のお話しを伺
いました。
『年末は（ふじやま公園近くの）お宮とお
寺そして個々の家でも大掃除をしました。障
子を外して、男が井戸で桟を洗ってくると女
が障子貼りをしました。12 月 22 日の冬至には
風呂にユズを入れて入りました。そして正月
を迎えるために大きな門松を作りました。餅
つきは４、５軒が共同で一日がかりでやるの
で大変な作業でした。１俵位はついたでしょ
うか。餡餅や粟餅にして食べました。
年末は決まったことをやるだけでしたが、
年が明けるとやっとゆっくりできました。朝
早く起こされて八幡神社（お宮）に初詣をす
ると道祖神、正翁寺、薬師さんにお参りしま
した。お雑煮は醤油味で餅、野菜そして油揚
げが入っていて、鶏肉などは入っていません
でした。コマ回しや竹馬をして遊びました。

凧揚げは年始にはあまりなくて、5 月に 4 畳半
から６畳もある大きな凧を今の公田町あたり
から揚げていたのを憶えています。この辺り
でも凧のうなりのブーンという音が聞こえて
きました。
１月 14 日になると、さいと焼きが西谷戸（今
の鍛冶ヶ谷町）、コンビニがある所（今の鍛冶
ヶ谷二丁目）と東谷戸（今の鍛冶ヶ谷一丁目）
の三カ所でおこなわれました。お札や門松を
燃やしたり、うるち米の団子を焼いで食べる
と風邪を引かないと言われました。また燃や
した書き初めの灰が高く上がると字がうまく
なると言われました。』
大谷さん、ありがとうございました。
「さい
と焼き」は「どんど焼き」という名前に変わ
って今も続いています。なお、ふじやま公園
では、正月中羽根つきができます。
←暖を取ったり物を
焼いたりするために
使われたアンカと火
鉢（ふじやま公園蔵）

◆平成 21 年 11 月来園者数 団体グループ来園状況
来園者数：2,898 名
(来園日)
(団体名)
(人数・内数)
1 日(日)：老人保健施設あさひな ·········· 10 名 13 日(金)：笠間小学校３年生 ············· 126 名
5 日(木)：いずみ歩け歩けの会 ··········· 250 名 18 日(水)：小山台小学校３年生 ············ 25 名
老人保健施設あさひな ·········· 13 名 20 日(金)：萩の会 ························· 7 名
6 日(金)：中野幼稚園 ··················· 280 名
鎌倉ガイド協会 ················ 13 名
老人保健施設あさひな ·········· 10 名 27 日(金)：横浜食生活推進員会ﾍﾙｽﾒｲﾄ ······ 12 名
7 日(土)：老人保健施設あさひな ·········· 14 名
公田小学校ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ ········· 264 名
8 日(日)：鎌倉ガイド協会 ················ 12 名 28 日(土)：恒陽 27 期会 ··················· 10 名
老人保健施設あさひな ··········· 6 名
留学生職業能力開発ｾﾝﾀ- ·········· 8 名
9 日(月)：本郷小学校１年生 ·············· 43 名
10 日(火)：中野幼稚園 ··················· 180 名
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門 松 つ く り 12 月 23 日(祝)1 時から
ふじやま公園では、毎年、長屋門を立派な門松で飾ります。門松と
は、正月に家の門の前などに立てられる一対になった松や竹の飾りの
ことです。松飾りとも言われ、古くは、木のこずえに神が宿ると考え
られていたことから、門松は年神を家に迎え
入れるための依代(ﾖﾘｼﾛ)という意味合いがあり
ます。地域の言い伝えにより松を使わない所
もあるそうです。
興味のある方は、
興味 のある方は、一度、
のある方は、 一度、門松を
一度、 門松をつくる所を
門松を つくる所を
ご覧になってはいかがですか
ご覧になってはいかがですか。
いかがですか。

公園見学
横浜市立小菅ヶ
横浜市立小菅ヶ
谷小学校３年生
10 月 29 日(木)、小菅ヶ谷小学校 3 年生 132
名が、ふじやま公園を見学してくれました。古
民家を見学したり説明を聞いたりして、とても
勉強になったそうです。
この間、小菅ヶ谷小学校を訪問し、子どもた
ちに感想を聞く機会がありました。ちょうど、
給食の時間でしたが、子どもたちは「こみんか
のすごさにびっくりした」
「むかしのどうぐがた
くさんあってべんきょうになった」
「今の家とち
がってひろい」
「でも、すみたくはないなあ」
「れ
きしをかんじました」
「かまどをはじめてみまし
た」「またいってみたいです」「とにかくおどろ
いた」など、いろいろ感想を話してくれました。

ハゼ、カエデ、桜、欅
など目を楽しませてくれ
た公園内の紅葉も木枯ら
しが吹き、冷たい雨に叩
かれ樹々も冬を迎える。
犬をお供にカメラ片手
の青年と時折遇う。越冬
昆虫の観察とか。クヌギ
の幹にヨコヅナサシガメ
らしき幼虫が集団で潜ん
でいた。
月に一度、竹林の山を
越え弓道場まで歩く。長
い階段は篠竹に覆われ見
え隠れする。その間、左
右に凜とした竹林を楽し
むことができる。但し、
やや健脚向きかも～？

古民家 Q&A そろばん
Q：古民家の帳場にそろばんがありますが、五つ玉そろばんと四つ玉そろばんの違いは？
A：そろばんは加減乗除を珠算によって行う計算器具として中国から室町後期に伝わり、江戸時
代に進展する商業に計算用具として大発展をみました。貨幣制度が金銀銭という複雑な制度や
割算の九九の普及も関係しました。庶民教育においても｢読み書きそろばん｣として一般的にな
りましたが明治の学制改革によって小学校教育ではずされました。しかし国民の要望によって
ただちに復活し広く学習されました。そして簡単・便利・廉価な計算器として産業の発展に大
きな役割を果たしました。昭和初期まで天珠(五珠)一つと地珠(一珠)五つで構成されていまし
た。昭和 10 年(1935 年)になって、小学校の教科書の改訂で、一珠の五番目は不要ということ
で 4 つにし、四けた区切りの定位点がついたそろばんがよいと指示され、四つ玉そろばんが
普及しだしました。
古民家の広間に置かれている五つ玉そろばんは、四つ玉そろばんの教育が普及する前の時代
の人々に慣れ親しみ使い込まれたものと思われます。
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大賑わいのふじやま公園収穫祭 １１月
１１月１５日
１５日
前日の雨がうそのように、穏やか
で暖かな日曜日、農園に向かう道に
作られた案山子とピカチュウ、ポニ
ョに迎えられ、一日遅れの収穫祭が
はじまりました。
発券場所は長い列をなし、11 時
前には、用意された「ふじやま鍋券」、
「石焼き芋券」は完売となりました。
サツマイモ、サトイモ掘りに続き、
お手玉を野菜の的にあてるゲーム
もあり、子どもたちの元気な声が辺
りに響きわたりました。また、区民
祭りで人気を博した「ふじこちゃ
ん」が登場したり、収穫野菜プレゼ
ント抽選会もあって、大賑わいの収
穫祭となりました。

『いろり
いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記 から

(原文のまま)
原文のまま)

○

これで３回目。うちから徒歩１０分ほどでとうちゃく！子どもだけで
こられるから、とても楽しいあそび場だぁ！
○ すっごく、ふんいきがよくて、たのしいです。２回目だけどうれしい！

ナンテン（メギ科）
）
中国原産。日本に渡来した栽培種が野生化したとされています。初夏に
白い花が咲き、晩秋から初冬にかけて赤い実（まれに白い実）をつけます。
早春、福寿草とセットで「災い転じて福となす」という縁起物の飾り付
けにされることもあります。実や葉は解熱、鎮咳などに作用があり又、食
品の防腐などにも役立っています。

平成 22 年 1 月ボランティア活動予定
部会・事項
事務局会議
農芸部会 部会
作業

日
時
8日(金)
18日(月)
月曜日 木曜日

部会・事項
古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

日
時
10日(日)
24日(日)
休会

里山部会

9日(土) 10日(日)
16日(土) 24日(日)
27日(水)
適時

囲炉裏守 囲炉裏焚き
クリーンアップ

14日(木)
17日(日)
5日(火) 19日(火)

ふじやまだより編集会議

9日(土)

作業

工作棟部会 部会
子ども工作準備
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

12月27日(日)

印刷
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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
日時
寺 子 屋 第 16 シ リ 1月16日(土)
ーズ
10時～12時

内容
危険いっぱい(危
機管理)

材料費
無料

作って遊ぼう～ 1月17日(日)
子ども工作の日
10時～12時
13時～15時
冬の植物観察会 2月7日(日)
10時～12時

クラフトでこまを
作り、遊びます

無料

先着各12名

落葉樹を中心に樹
木の観察を行いま
す
自分の手で竹炭を
焼いてみませんか

無料

1月30日(土)
10名

無料

18cmの平皿に桜文
様を彫る

2000円

2月6日(土)
窯詰め、火入れ、窯
出し、全３日とも参
加できる人 10名
1月31日(日)
全3回

古民家で茶道を楽
しんでみませんか

500円
但し教
材費

炭焼き体験教室

2月13日(土)9時～12時
2月14日(日)8時～17時
2月20日(土)9時～12時

伝 統 工 芸 ｢ 鎌 倉 2月14日(日)
彫｣を彫る
2月28日(日)
3月14日(日)
10時～12時30分
第49回初心者
2月20日(土)
茶道体験教室
13時～16時

応募期限
先着20名
当日参加可

1月31日(日)
先着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

・・・お知らせ
・・・お知らせ・・・
お知らせ・・・
｢門松つくり｣
｢門松つくり｣ 日時：12
日時：12月
12月23日
23日(祝) 13時～
13時～
新年に向けて古民家正門前で恒例の門松つくりをおこないます。
見学なさりたい方はお出かけください。

｢七草粥と子供遊び｣ 日時：1
日時：1月10日
10日(日)
七草粥餅入り 11時30分～13時 先着100名 １枚200円
子 供 遊 び 11時30分～14時 親子でご自由にお遊びください。
栄区歴史双六・カルタ・羽根突き・こま・おはじき
めんこ・けん玉

｢古民家雛飾り｣ 日時：
日時：2月5日(金)～3月15日
15日(月) 9時30分～
30分～16
分～16時
16時30分
30分
但し3月3日(水)は休館日のためお休みします。
古民家座敷いっぱいにお雛様を飾ります。是非お友達やご家族連れでお越しくださ
い。子ども達の健やかな成長と健康をみんなで祝いましょう。
・開館時間 ： 9：00～17：00・入館料：無料
・休館日
： 12 月 29 日(水）～1 月 3 日(日)(正月休み)、1 月 6 日(水)
・クリーンアップ
： 1月5日(火）19日(火）10時～11時

★ふじやま公園運営委員会
〒247－
47－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－２０ TEL：
TEL：896896-0590 FAX：
FAX：896896-0593

４

