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～満月の夜にお届けする夢のせかい～ 

古民家に広がる『竹取物語—かぐや姫』お月見の夕べ 

当日の会場は江戸時代の名主の屋敷旧小岩井家住宅です。「かぐや姫」の誕生から月に帰るま

での場面をご覧いただけます。竹林を再現し可愛く心温まるシーンを演出します。そしてフィナ

ーレは主屋に設けた竹のモニュメントで昇天する様を表します。物語は次のように始まります。 

今は昔 或る処に竹を切ってあきないとするお爺さんがいました。ある日、根元が光り輝いて

いる竹を切ってみると、そこには 9 センチくらいの女の赤ちゃんが入っていました。光に包まれ

た、かわいく、美しく、心洗われるような女の赤ちゃんでした。家に連れてかえりお婆さんと共

に籠に入れ育てることにしました。 

その後竹を取りに入るたびに竹の節に詰った黄金をみつけ裕福にな

っていきます。3 ヶ月も経つと立派な美しい娘になり、名前を「なよ竹

のかぐや姫」と名づけました。……時が来て嘆き悲しむお爺さんやお婆

さんの願いも聞かず、かぐや姫は月に帰ることになりました。帝に不老

不死の薬の壺と手紙をそえて月に戻ってしまいます。帝はかぐや姫の居

ない世に薬も手紙も必要ないと天上に一番近い山で燃やすように命じ

ます、そこは駿河の国の山でその頂上で燃やしました。その煙は天上に

向け立ち昇りいまでものぼり続けています。  

開催日  平成 25 年 10 月 19 日（土）（雨天でも古民家内で開催します） 

参加費  無料 

場 所  本郷ふじやま公園古民家および前庭 （旧小岩井家住宅） 

時 間  17:00～18:30 予定  （17:30 からアニメ上映とバイオリンの演奏） 

食べ物  16:30 から引換券発売  各々70 食限定 お月見団子 100 円 お月見椀 150 円 

◆◆◆◆お月見飾り！お月見飾り！お月見飾り！お月見飾り！    主屋縁側主屋縁側主屋縁側主屋縁側    10101010 月月月月 19191919 日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～26262626 日（土）この間日（土）この間日（土）この間日（土）この間 9:009:009:009:00～～～～17:0017:0017:0017:00    

 

歌なら長山洋子、小説なら直木賞の葉室麟や北原亜 

以子、またアニメにもなってるし…とクイズみたいな言い方

になったが、それは｢蜩（ひぐらし）｣だ。本物なら今のふじ

やまがいい。それに、ここには蜩だけでなく、いろいろな昆

虫、野鳥、小動物がいる。創設当時はいたと言うタヌキはさ

すがに見なくなったらしいが、キジは今年も確認されたよう

だ。夏の間はバッタなどを捕まえに子供たちがたくさんやっ

てきたが、これからは赤トンボだ。記録的な猛暑に襲われたふじやま公園も、少しずつ季節の衣

替え中だ。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

本郷ふじやま公園 

☆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☆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☆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☆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 
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散策路の標識製作中 

 十周年記念事業の一つとして 24 年後半に公園

内の６ヶ所の散策路の愛称を公募し、愛称が決ま

ったことは本紙 120 号でお知らせしました。散策

路のルートと見どころを記載した｢本郷ふじやま

公園散策マップ｣を作成し、管理事務所窓口で希

望者にお分けしています。散策路により親しんで

いただき公園を楽しんでいただくため、各散策路

に標識を設置することとしました。栄土木事務所と公園ボランティアの手でアイデア一杯の標識

を製作中です。９月中には設置完了するでしょう。11 月から 12 月にかけてオリエンテーリング

を計画しています。ぜひご参加しふじやま公園の魅力を探って下さい。 

 

お米が大好きで～ミニ田んぼ作り～ 

縄文の終りに稲が伝わり、弥生では直播きで、石包丁で刈っていました。古墳時代に入り鉄器

や家畜を用い、潅漑用の溜池も出来て稲作が安定しました。 

 私達の主食とする米、その稲作とはどんなものか、ミニ田圃で真似事をしています。５月 22

日にササニシキと満月(モチ)を田植し、穂が出ています。苗代~

籾播~早苗~田植~除草、施肥、水管理、稲刈~乾燥~脱穀~精米~

白米と、米が食事となるまで、多くの手数と日本の歴史が積ま

れているのです。そして藁は、日用品に加工され、牛馬の飼料

として余すところなく利用されます。この貴重な生命の糧を大

切に頂きましょう。  (事務局 平賀眞之)  

 

 

古民家 Q&A 鈴虫の脱皮・羽化 

Q：古民家の鈴虫の中に羽根が白いものもいましたが？ 

A：鈴虫の脱皮の直後の姿です。鈴虫の体は成長と共に大きくなりますが、皮は大きくなりまん。 

体に合わなくなった皮を脱ぎすてます。これを脱皮と云い、脱いだ皮は｢抜け殻｣です。 

鈴虫は土の中で 10 月から８ヵ月間、卵で過ごし、翌年６月初めに幼虫として生まれ、約２ヵ月

で成虫になります。その間に６～７回の脱皮を繰返します。

最後の脱皮を｢羽化｣と云います。この時には真珠色の羽が整

いきれいな姿です。ところで抜け殻があまり見られませんが

食べてしまうからです。鈴虫の鳴き声を楽しむ風習は平安時

代の貴族の間で流行し、やがて一般庶民に普及し、江戸時代

中期には｢虫売り｣が商売として成立しています。虫の音を楽

しむのは世界で日本人と中国人だけとか。 

古民家では今年も鈴虫をお分けしています。鈴虫の鳴き声

を楽しむ風流な習慣を広げるのに一助になればと思います。 

 



ふじやまだより 第 129 号 2013 年 9 月 15 日（日）  

3 

・・・・・・・・・・・・お知らせお知らせお知らせお知らせ・・・・・・・・・・・・    

★第第第第 12121212 回小岩井家文書解読講演会回小岩井家文書解読講演会回小岩井家文書解読講演会回小岩井家文書解読講演会 

 日 時：９月 28 日(土) 14 時～15 時 30 分 

 場 所：本郷ふじやま公園 旧小岩井家住宅主屋       

 講 師：横浜市歴史博物館 斉藤 司 主任学芸員 

 テーマ：小岩井家文書と富士塚にみる富士信仰 

内 容：小岩井家文書の中の富士山の御祈祷札とふじやま 

頂上にある富士講碑の碑文から富士信仰の地域に 

おけるつながりを解説します。 

 定 員：50 名 当日先着順  参加費：資料とも 1,000 円 

★第４回能管・能舞コンサート第４回能管・能舞コンサート第４回能管・能舞コンサート第４回能管・能舞コンサート    

 日 時：10 月 26 日(土) 18 時～19 時 30 分 雨天実施 

 会 場：本郷ふじやま公園 旧小岩井家住宅主屋および前庭 

 演 者：熊谷真智子金剛流能楽師、根岸啓子能管奏者 他 

 演 目：謡曲｢富士山｣、｢小袖曽我｣、｢羽衣｣、創作能など    富士講碑 参明藤開山 

 募集人数：80 名    参加費：無料 

 申込み：往復ハガキで  締 切：９月 28 日必着 

 

ふじやま公園の植物  ヘクソカズラ   アカネ科 

日本全土、東南アジアに分布。林や藪などに多く、蔓を

伸ばしながら連なって咲く多年草。葉は対生し楕円形。8

月～9 月、葉のつけ根から花柄を出し、白色の花（1ｃｍ程）

は中心がアズキ色の可憐な筒状花。名前の由来から近づき、

花や葉を嗅いでも臭わないが揉みつぶすことで独特な不快

感のある液体が生ずる。外敵の昆虫などから身を守るため

進化した。花後すぐ実を付け黄褐色に熟す。冬になると光

沢のある茶褐色の実となりリースや生け花の材料として重

宝される。灸を据えた跡の様子からヤイトバナの別名。 

 

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(木)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 12 日(土)  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 

９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) 

13 日(日) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ ９月 29 日(日) 

   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。 

平成平成平成平成 25252525 年年年年 10101010 月月月月度度度度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    
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体験教室のお知らせ   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

(1)(1)(1)(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    

応募期限までに応募期限までに応募期限までに応募期限までに本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園へへへへ        

(2)(2)(2)(2)応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選        ((((3)3)3)3)持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。    

    

・・・・・・・・・・・・・・・・お知らせお知らせお知らせお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・    

    

★ 寺子屋寺子屋寺子屋寺子屋((((ⅢⅢⅢⅢ))))    みんなで考えよう、環境問題みんなで考えよう、環境問題みんなで考えよう、環境問題みんなで考えよう、環境問題                

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 23232323 日日日日((((土土土土))))    13131313 時～時～時～時～15151515 時時時時 30303030 分分分分                        参加費：無料参加費：無料参加費：無料参加費：無料    

場場場場    所：工作棟所：工作棟所：工作棟所：工作棟                    定員：定員：定員：定員：10101010 名名名名        往復はがきで往復はがきで往復はがきで往復はがきで        締切り：締切り：締切り：締切り：11111111 月月月月 15151515 日日日日((((金金金金))))    

★ いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会        

いろり端で、栄区や横浜近辺に伝わる昔話や、日本の昔話を楽しんでみませんか。いろり端で、栄区や横浜近辺に伝わる昔話や、日本の昔話を楽しんでみませんか。いろり端で、栄区や横浜近辺に伝わる昔話や、日本の昔話を楽しんでみませんか。いろり端で、栄区や横浜近辺に伝わる昔話や、日本の昔話を楽しんでみませんか。    

        日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 21212121 日日日日((((木木木木))))    10101010 時時時時 30303030 分～分～分～分～11111111 時時時時 30303030 分分分分    

        場場場場    所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端        当日受付当日受付当日受付当日受付    

★ 本郷ふじやま公園スケッチ作品展本郷ふじやま公園スケッチ作品展本郷ふじやま公園スケッチ作品展本郷ふじやま公園スケッチ作品展        本郷ふじやま公園でスケッチされた方々の作品展本郷ふじやま公園でスケッチされた方々の作品展本郷ふじやま公園でスケッチされた方々の作品展本郷ふじやま公園でスケッチされた方々の作品展    

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 2222 日日日日((((土土土土))))～～～～10101010 日日日日((((日日日日))))    9999 時～時～時～時～17171717 時時時時    

場場場場    所：古民家主屋他所：古民家主屋他所：古民家主屋他所：古民家主屋他    

                    出展御希望の方は申込書で公園事務所出展御希望の方は申込書で公園事務所出展御希望の方は申込書で公園事務所出展御希望の方は申込書で公園事務所(TEL:045(TEL:045(TEL:045(TEL:045----896896896896----0590)0590)0590)0590)まで、まで、まで、まで、            

締切り：締切り：締切り：締切り：10101010 月月月月 20202020 日日日日((((日日日日))))    

★★★★    8888 月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数    880880880880 名名名名        25252525 年度累計年度累計年度累計年度累計    8,3778,3778,3778,377 名名名名    

    

    

    

    

    

本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会        

〒〒〒〒247247247247－－－－0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－20202020    TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：896896896896----0590590590593333    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

子ども工作 10月20日(日) 10時～12時 

    〃    13時～15時 

竹で作るヨーヨー 

親子で一緒に楽しみましょう 

無料 

 

受付10時～11時 

   13時～14時 

各12名 

押し絵 

(全2回) 

11月 5日（火）13時～16時 

11月19日（火）   〃 

来年の干支「午」 （ウマ） 1,500円 

 

10月20日(日) 

12名 

押し花 

 

11月15日（金）13時～16時 クリスマスの押し花絵額 

18ｃｍ×10ｃｍ額 

2,000円 10月31日(木) 

10名 

造形遊び 

（蔓で籠を） 

11月20日(木)10時～12時 

    〃    13時～15時 

竹炭を入れて部屋に飾る 

籠を蔓で編む 

800円 11月 5日(火) 

各10名 

初心者茶道 

体験教室 

11月23日（土）13時～16時 平服でお出かけ下さい、 

男性の方もどうぞ！ 

（持参・白いソックス） 

500円 10月31日（木） 

10名 

フラワー 

アレンジ 

11月26日(火)１3時30分～  

        15時30分    

クリスマスリース、プリザーブ

ドフラワーを使って 

2,000円 11月12日（火） 

 抽選 8名 

創作人形 

（蛤雛とその飾

り物） 

11月29日（金)13時～16時 

12月 6日（金）   〃 

12月13日（金）   〃   

蛤貝とアンテーク着物地を使

用、飾り物は粘土と布を使用 

（全3回で完成） 

1,700円 11月12日（火） 

1２名 

 

 

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : 10月2日(水)  毎月第１水曜日 

・クリーンアップ : 10 月 1日(火)15 日(火)10 時～11時  一斉清掃 


