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 秋をほおばろ！ふじやま農園収穫祭              

秋も深まる 11月 12 日（土）ふじやま公園恒例の収穫祭が開催

されます。 
今年は東日本大震災から人と人との「絆」の大切さを改めて学

びました。農園の入り口では手作りの案山子ファミリーが仲良く

手を繋ぎ、皆さんのお出でをお待ちしています。 
 夏は雨が少なく猛暑続きでした。昨年末からの土作りから始ま

り、真夏、炎天下での頻繁な水まきや敷藁作業、除草など塩入の

飴をなめて頑張りました。丹精込めて育てたサツマイモ、サトイ

モ、大根、ネギなど順調に生育しています。香ばしい石焼芋、公

園手造り味噌仕立てのふじやま鍋、野菜が当たるお楽しみ抽選会、

参加賞が貰えるゲームなど、秋の味覚を味わいに来ませんか？ 

スタッフ一同お待ちしております。 
 

日時：11 月 12 日（土）雨天時 13 日（日）受付開始 10 時 30 分 
内容：サツマイモ、サトイモ収穫体験  

小学生 30名（先着順） 
石焼芋券、ふじやま鍋券   

各 100 円（先着順 各 150 名） 
お楽しみ抽選会 収穫野菜プレゼント 
ゲーム遊び   参加賞あり 

 
なお、小雨でも開催の場合があります。 

公園までお問い合わせ下さい。  

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

☆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 10 回古文書解読講座 
 

日 時：10月 29 日(土)13 時 30 分から 

15 時 30 分まで 

会 場：ふじやま公園古民家主屋 

講 師：横浜市歴史博物館 斉藤司主任 

学芸員 

演 題：東海道戸塚宿助郷村としての 

鍛冶ヶ谷 

参加費：無料・但し資料代 1,000 円 

 

先頃本州を縦断した強

い台風が、上空に残って

いた暑さをどこかに吹

き飛ばしてくれたのだ

ろう。10月にはいると、 
 涼しさが一気に加速し、顔を洗う水の冷たさが心

地よく感じる季節となった。 

公園では柿が赤く熟し、農園のサトイモやサツマ

イモも収穫祭にむけ順調に育っている。どこまで

も澄み切った空の青さが実りの秋の訪れを約束

してくれているようだ。ふと水路に目をやると、

最近ではめったに目にすることもなくなった大

きなカタツムリを発見。近くの葉っぱの上に移し

水をたらしてやると、角をむくっと立ち上げた。

“でんでんむしむし”で育った世代は芸術より食

欲の秋だろうが、“まるまるもりもり”とリズム

感よく歌っている今の子供たちには、文化や芸術

を実感できる豊かな感性を身につけてもらいた

いものだ。 
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古民家 Q&A  「竹ポックリ」 

Q：竹ポックリの名前の由来は？ 
A： ポックリは少女の履物の一種で、楕円形の下駄の台の底をくり
ぬいて、前緒の側に｢のめり｣をつけ、ふつうの下駄より高くなっ

ています。台の表に畳表を張られ、側面は黒漆や赤漆で塗られて

います。ポックリの名前は履いた時の音からきたものです。普段

履きではなく、晴れ着の時に履き、普通の下駄より目線が高くな

り、大人になったように感じます。  

竹ポックリは節を残した直径 10 cmぐらいの竹を、長さ 10 cm 
ほどの長さに均等に切って一組とし、節に近いところに穴を２ヶ

所開けます。これに長さ 1.5 mのひもを通して竹の中側で結び、
ひもを手で持ちながら竹に足を乗せて歩きます。高みを得られ、

バランスを楽しめる遊具の一種です。 

ふじやま公園にある竹ポックリはボランティアの作品ですが、年代を問わず人気がありま

す。余談ですが、小岩井家文書の中に御賞美筋一條之記に名主が雨天時に陣屋に行くとき，褒

美として木履（ぼくり）を履くことを許すとの記述があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災被災者支援のための募金 
ふじやま公園古民家ゾーンでは横浜市の義援金募集活動に参加して事務所窓口に 
孟宗竹の募金箱を置いて来園者の協力を仰ぎました。５月 19日から９月 15日の 
間に来園者からの募金とわんこソーメン流しの際の竹炭、干しシイタケ、梅干し 
の売上金などで合計 41,598円が集まりました。横浜市担当部局の口座に入金しま 
した。御協力戴いた皆さんへお礼申上げます。なお、義援金募集活動は来年の３ 
月まで引続き行いますので更なる御協力をお願い致します。 
 

◆栄区民まつりに参加します  
本郷中学校校庭 

11 月 5 日(土) 10 時～3 時迄 雨天時 6 日(日) 
遊びに来て下さい。竹炭販売、輪投げゲームを

します。景品はかざぐるま、竹トンボ、ウグイ

ス笛 
 

◆毎年恒例の本郷台駅前 
駐輪場ギャラリーの展示 

11月 8日(火)～20日(日) 
ふじやま公園の｢楽しい教室｣の作品を飾ります 
参加教室：子供工作、布ぞうり、篆刻、ビーズ、

七宝、粘土、押し花、遊布、布細工、押し絵 

◆キャンドルナイトに参加します  
JR本郷台駅前 
11月 19日(土) 4時頃～9時迄 雨天の場合は翌日に順延 
ふじやま公園も竹を使ったキャンドルを飾ります。 
 明かりを消してスローな夜を！！ 
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古民家を守る（その５） 赤外線センサーを設置 

 閉館後の古民家ゾーンへの侵入者を発見し事故を事前に防止する

ため古民家主屋、前庭、工作棟を囲むように赤外線センサーが設置さ

れました。閉館後この赤外線を遮ると警報を発し、警備会社の係員が

駆付ける仕組みです。安心度は一段と増しましたが、皆さんが文化財

を守り後世に残してゆこうとする意識が最も重要であることは勿論

です。 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

   
 

８～９月号掲載の「夏休み歴史講座 アメリカ捕鯨船の友愛と勇気そして 
幕末日本の決断」の末尾に次の 参考文献 を補足します。 
油井宏子：絵で学ぶ古文書講座 漂流民と異国船との出会い (2011)柏書房 
平尾信子：黒船前夜の出会い－捕鯨船長クーパーの来航 (1994)日本放送出版協会 

 
 

 
 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 
事務局会議 4日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 
 歴史探訪 

13日(日) 
6日(日) 27日(日) 
3日(木) 

農芸部会 部会 
     作業 

21日(月) 
月曜日 木曜日 

里山部会 作業 12日(土)  13日(日) 
19日(土) 27日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

工作棟部会 部会 
子ども工作準備 

30日(水) 
適時 

クリーンアップ 1日(火) 15日(火) 

ふじやまだより編集会議 
        印刷 

5日(土) 
10日(木) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 10月 30日(日) 

平成 23 年 11 月度ボランティア活動予定 

登録ボランティアを募集しています。公園事務所(TEL 896-0590)へご連絡下さい。 

『いろり辺雑記』から (原文のまま) 
「お山の公園に行きたい」と息子がいいました。 
もうすっかり秋の陽気。寒いくらいです。 
この間は、いろりを囲んで梅ジュースをいただきました。寒くなってきた今は、梅酒なんかも

いいなあ。 

イヌタデ （タデ科） 
北海道から九州の道端や野原に多い一年草。各地に古くからアカマンマの呼び名

があり、子どものままごと遊びに親しまれている。高さ 20～50cm 葉は広披針形

で長さ３～８cm で両端がとがる。紅色の小花を穂状（１～５cm）につけ花被は

余り開かず五つに深裂する。花期は６月～10 月。花言葉は「あなたの役に立ち

たい」 
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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。 

(1)持参品：返信はがきで連絡します。(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へ 

 

 

★栄区民まつり  日時：11 月５日(土) 10 時～3 時 本郷中学校校庭 雨天時 6日(日) 

★工作棟作品展示 日時：11 月８日(火)～20 日(日)  JR 本郷台駅前駐輪場ギャラリー 

★キャンドルナイト日時：11 月 19 日(土) 4 時頃～9 時 JR 本郷台駅前  

★年末もちつき会 

日時：12 月 18 日(日)10 時～12 時 
明るく楽しく元気にみんなでもちつき 版画で年賀状作り  

二色もち 200 円 先着 150 名 

★９月ふじやま公園来園者数  991 名    累計  9,737 名 

 

 

 

 
 

★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 参加費 応募期限 

クリスマス 

リース 

12月2日(金)  13時30分～ 

15時30分 

玄関に華やかな演出をして

みませんか 

2,000円 11月20日(日) 

10名 

クリスマス 

アレンジ 

12月8日(木)  13時30分～ 

15時30分 

プリザーブドローズの愛らし

い作品を作ります 

2,000円 11月20（日) 

10名 

七宝 12月9日(金)  13時～15時 ブローチ・ペンダントを銀箔

を使って作ります 

500円 11月29日（火） 

 

炭焼き体験教室 

11月教室 

(全3回) 

11月12日（土） 9時～12時 

13日（日） 8時～17時 

19日（土） 9時～12時 

自分の手で竹炭を焼いて 

みませんか 

(窯詰め、火入れ、窯出し) 

3回とも参加できる方 

無料 10月28日(金) 

10名 

 

炭焼き体験教室 

12月教室 

 (全3回) 

 

12月10日（土） 9時～12時 

11日（日） 8時～ 

1           16時30分 

17日(土） 9時～12時 

自分の手で竹炭を焼いて 

みませんか 

(窯詰め、火入れ、窯出し) 

3回とも参加できる方 

無料 11月30日(水) 

10名 

 

遊布 12月14日(水) 13時～16時 サンタ人形 1,000円 11月30日(水) 

10名 

ゆべし作り 12月17日(土) 10時～12時 公園自家製の味噌を使って

ゆべし作り 

500円 11月30日(水) 

第71回初心者 

茶道体験教室 

12月17日(土) 13時～16時 古民家で茶道を楽しんでみ

ませんか。初心者大歓迎 

平服でおいで下さい 

500円 

 

11月30日(水) 

10名 

 

ミニ正月飾り 12月23日(祝日・金)10時～

12時 

正月用リースつくり 300円 12月10日(土) 

30名 中庭テント 

・開 館 時 間 :  9：00～17：00 

・入 館 料 : 無料 

・休 館 日 : 11月2日（水) 

・クリーンアップ : 11月１日(火）15日(火)10時～11時 

・・・お知らせ・・・ 


