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土間には繭玉飾りと大凧、長屋門には門松 

来る年が良い年になるよう願いを込めます 

 

 北風にあおられた枯葉がカサカサと舞いあがる冬

の公園はどこかわびしさを漂わせていますが、12 月

も半ばを過ぎ、新しい年を迎える準備が着々と進ん

でいます。何かとせわしい年の瀬ですが、公園まで

足を運び、昔から受け継がれてきた行事の持つ意味

に思いを馳せるのもまた楽しいことではないでしょ

うか。 

いつもはちょっと暗い主屋の土間が、12 月 22 日

（日）から 1 月 15 日（水）までの間、繭玉飾りと大

凧で明るく彩られます。繭玉飾りは養蚕や豊作を祈

願して各地で行われてきた行事ですが、ふじやまの

ものは子どもたちの健やかな成長を願った「つるし雛」が

一緒に飾られるのが大きな特長です。繭玉の後ろの壁に取

り付けられた大凧も、子どもたちが大空に羽ばたき大きく

成長していくよう優しく見守ってくれているようです。 

暮れも押し詰まった 12 月 28 日（土）には門松作りが行

われます。真竹や松が主役におさまった門松は、長屋門の

もつ和の空間とあいまって一帯は厳かな雰囲気に包まれま

す。歳神様も、栄区でも一番といわれる門松を見失うこと

なく天から降りてきて、ゆっくりと安息してくれるのでは

ないでしょうか。 

 

 

 

芸術の秋も今年はずいぶん期間が短かったような気がする。

古民家をスケッチする人たちももう少し芸術家気分を味わっ

ていたかったのではないだろうか。まあ、古民家は秋でなく

てもいつでもスケッチしたくなるような雰囲気を漂わせてい

て、紅葉や月見、正月飾りや新緑…とどんな脇役が来ても立

派な主役をつとめている。いや、どんな主役が来てもそれを

支える名脇役というところだろうか。それはスケッチする人

の胸三寸というところ。つまり、古民家の魅力と言うか、度

量がそれほど大きいということなのだろう。 
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◆七草粥と正月遊び 

 正月七日、昔から七草の粥を食すと云われています。歌に

曰く、せり、なづな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すゞ

な、すゞしろ、これぞ七草。ふじやま公園では１月 11 日(土)、
歌の七草ではありませんが季節の七種の野菜と焼いた餅を

入れた七草粥を作ります。お正月の御馳走で疲れた胃にやさ

しい味です。詳しくは

第４面にあります。 
 また、同日お正月遊

びの用具を準備します。昨今は電子ゲーム全盛ですが、

羽根つき、コマ回し、竹馬、けん玉、双六、おはじきな

ど家族やお友達で、お楽しみ下さい。特に羽根つきは正

月らしい遊びです。老若男女だれでも簡単に出来ます。

公園でぜひ試してみてください 
 主屋の前に農芸部会の皆さんが七草の寄植えをします

のでご覧下さい。 

◆ふじやま公園がテレビ・ラジオで紹介されています 

 年末から新年にかけて、ふじやま公園がいくつかのテレビ・ラジオで紹介されています。①

FMヨコハマで 12月１日朝｢MISIAの森だより｣で｢本郷ふじやま公園で伝統の文化に触れよう｣

が放送されました。②JCN｢三ツ木清隆の散策のすすめ｣で本郷ふじやま公園や近隣などが放映

されます。16 日以降年内で、放映時間は曜日により異なります(例えば水・日曜日は 12 時から

30 分間)。③tvk で新年１月４日、ふじやま公園の餅つき風景などが放映される予定です。 

◆本郷台駅前駐輪場ギャラリー「体験教室」作品展示台駅前駐輪場ギャラリー「体験教室」作品展示台駅前駐輪場ギャラリー「体験教室」作品展示台駅前駐輪場ギャラリー「体験教室」作品展示＆「キャンドルナイト」＆「キャンドルナイト」＆「キャンドルナイト」＆「キャンドルナイト」    

工作棟体験教室の作品が、６つの

ブースに展示されました。バスを待つ

人や道行く人々の目を楽しませてい

ました。また 11 月 30 日（土）、幻想

的なろうそくの光が本郷台駅前広場

にひろがりました。本郷ふじやま公園

は、行燈で参加。風もなく穏やかな夜

に、多くの人々で賑わいました。 

古民家Ｑ＆Ａパイスケ名称由来 

Q：長屋門納屋にパイスケがありますが名前の由来は？ 

A：パイスケは港における石炭の荷役や機械部品などの運搬などに使用された竹製のザルです。

広辞苑に｢バスケットの訛、石炭・土砂などを運ぶ籠、バイスケ｣とあります。縁の 4 箇所に吊

り縄をつけ天秤棒で運びました。篠竹(女竹、川竹とも)を割って編

んだ円形の大きなザルで、大きさと形は用途に合せて何種類かあり

ました。当地域の特産と云われていますが、栃木、埼玉、静岡、鹿

児島等にも同様なものがつくられ、全国的なものと考えられます。

慣れた人で１日に 10 個ほど製造できたとのこと。 

 古民家長屋門納屋にパイスケが３個あります。ご覧ください。 
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カエデの仲間の代表種。野山に生え庭園や庭にも植えられ園芸品種も

多い。高木が繁る雑木林の中でも幼木が育つ。高さ 15m の大木になり、

紅葉は見事。葉は掌状 5～7 に裂し、葉先を「いろはにほへと」と数え

て遊んだのが名の由来。4～5 月枝の先に房状の花序（赤紫）を垂らす。

花が終わり同じ花序に雄花と両性花がつき、両性花はプロペラ状の翼

を水平に広げた 2 個セットの実に育つ。公園内では長屋門脇、花壇側

から見る一本のイロハモミジの紅葉が特に美しい。 

大茶会成功裡に・・・ ＜開園１０周年行事＞ 

 おだやかな秋晴れの 11 月 17 日(日)大茶会を開催致しま

した。当日は開宴前から茶席に臨む和服姿の人達で大変な

賑いとなり、あたかも往時を彷彿させるようなゆったりと

そして華やいだ一日となりました。参加した人達からは先

生方の心のこもったおもてなしを受け茶の湯の世界に浸る

一時を過せたことでとても満足したとの感想をいただきま

した。半年もの準備の間協力して下さったみなさんありが

とうございました。(実行委員長 狩野) 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度 1111 月度月度月度月度    ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動    

登録ボランティアを募集しています。公園事務所（TEL 045-896-0590）へご連絡下さい。 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 10 日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

12 日(日) 

５日(日) 26 日(日) 

休みます 

農芸部会 部会 

     作業 

20 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 11 日(土)  18 日(土) 

26 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 

親子工作準備 

８日(水) 

適時 

クリーンアップ ７日(火)  21 日(火) 

ふじやまだより編集会議 

        印刷 

５日(日) 

14 日(火) 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 12 月 28 日(土) 

 

・初めて来ました。自然の中で、静かにまったり。古民家の中まで見学できて、とてもよかった

です。（20 歳代 仲間と） 
・２歳の子供と来ました。中に入って見学できる古民家は初めてでよかったです。 

（30 歳代・家族と） 
・近所なので、子供とちょくちょく遊びにきています。ゆったりと静かで、いかされて最高。  

（30 歳代・家族と） 

『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)))) 

イロハモミジ  カエデ科 
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４ 

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。    

    

    

★ 七草粥七草粥七草粥七草粥((((餅入り餅入り餅入り餅入り))))と正月遊びと正月遊びと正月遊びと正月遊び                                                                                        

日日日日    時時時時::::１月１月１月１月 11111111 日日日日((((土土土土)11)11)11)11 時時時時 30303030 分～分～分～分～13131313 時時時時    

        七草粥食券販売：七草粥食券販売：七草粥食券販売：七草粥食券販売：100100100100 円円円円    先着先着先着先着 100100100100 名名名名    

        正月遊び：主屋内・・栄区歴史双六正月遊び：主屋内・・栄区歴史双六正月遊び：主屋内・・栄区歴史双六正月遊び：主屋内・・栄区歴史双六((((公園オリジナル公園オリジナル公園オリジナル公園オリジナル))))、百人一首、けん玉、おはじき、百人一首、けん玉、おはじき、百人一首、けん玉、おはじき、百人一首、けん玉、おはじき    

                            前庭・・・羽根つ前庭・・・羽根つ前庭・・・羽根つ前庭・・・羽根つき、コマ回し、竹馬などき、コマ回し、竹馬などき、コマ回し、竹馬などき、コマ回し、竹馬など    

★ 文化財防火デ文化財防火デ文化財防火デ文化財防火デーーーー    消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練    

日日日日    時時時時::::１月１月１月１月 27272727 日日日日((((月月月月)10)10)10)10 時～時～時～時～11111111 時時時時    

通報訓練、けが人救出訓練、通報訓練、けが人救出訓練、通報訓練、けが人救出訓練、通報訓練、けが人救出訓練、前庭で放水銃・消防車の放水、前庭で放水銃・消防車の放水、前庭で放水銃・消防車の放水、前庭で放水銃・消防車の放水、ドレンチャー放水、ドレンチャー放水、ドレンチャー放水、ドレンチャー放水、消火器の消火器の消火器の消火器の    

操作訓練操作訓練操作訓練操作訓練((((来園者の参加歓迎来園者の参加歓迎来園者の参加歓迎来園者の参加歓迎))))    

★ 開園記念もちつき会開園記念もちつき会開園記念もちつき会開園記念もちつき会    

２月２月２月２月 15151515 日日日日((((土土土土)10)10)10)10 時～時～時～時～12121212 時時時時    

        記念式記念式記念式記念式事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。    

        ９時９時９時９時 45454545 分から紅白餅分から紅白餅分から紅白餅分から紅白餅((((無料無料無料無料))))引換券を配布します。先着引換券を配布します。先着引換券を配布します。先着引換券を配布します。先着 200200200200 名。名。名。名。    

★★★★    ホームページ制作に興味のある方ホームページ制作に興味のある方ホームページ制作に興味のある方ホームページ制作に興味のある方    

        制作打合せをのぞいてみませんか制作打合せをのぞいてみませんか制作打合せをのぞいてみませんか制作打合せをのぞいてみませんか(12(12(12(12 月月月月 28282828 日日日日 10101010 時から時から時から時から))))    

    

★★★★    11111111 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        3,3453,3453,3453,345 名名名名        25252525 年度累計年度累計年度累計年度累計    15,215,215,215,256565656 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：：：：045045045045----896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：045045045045----896896896896----0590590590593333    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

初心者茶道 

体験教室 

1月18日(土) 13時～16時 古民家で日本のおもてな心。

茶道を体験してみませんか

（持参：白いソックス） 

   500円 

 

1月10日（金） 

     10名 

子ども工作 1月19日（日）10時～12時 

   〃     13時～15時 

ヤジロベーを作る 

   

無料 受付：先着順 

 10時～11時 

 13時～14時 

   各 12名 

押し絵 2月 6日(木) 13時～16時 

2月13日（木）    〃 

さざんかの花 1,500円 1月20日(月) 

12名 

初心者茶道 

体験教室 

2月15日（土） 

     13時～16時 

平服でどうぞ 

（持参：白いソックス） 

500円 1月31日（金） 

10名 

押し花 

(1回コース) 

2月21日(金) 

１3時～16時 

春の花をデザイン 

18㎝×10㎝額 

2,000円 1月31日（金） 

     10名 

遊布 2月26日（水) 

13時～15時30分 

おひな様飾り 

(持参：お針箱) 

1,000円 2月10日（月） 

10名 

 

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

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : 年末年始休館 12月29日～１月３日  毎月第１水曜日 

・クリーンアップ : 1 月 7 日(火)、21 日(火)10 時～11 時  一斉清掃 


