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今年もいろいろありました。大雪もあったし、酷暑も台

風も…。そんな１年を振り返るような季節になると、寒さ

が日ごとに増し、落ち葉がワルツを舞うようになります。

そうなると公園は早くも新しい年、お正月気分を演出する

準備を始めます。一番乗りは主屋の障子で、張替えられて、

もうお正月モードに

入っています。 

公園の暮れの風物

詩と言えば餅つき。昔は街のあちこちで見かけた光景も今

やなかなか見られなくなりました。その風情をたっぷり味

わって下さい。公園ではみんながついた餅は、その場で甘

いあんやきな粉がまぶされて販売されます（先着 150 名、 

１パック 200 円 引換券は９時 45 分から販売します）。 

餅つき会場の隣では、ミニ正月飾りと、版画の年賀状作りのテント教室

が開かれます。ミニ正月飾りは玄関や本棚に飾れば正月の雰囲気を漂わせ

てくれます（先着 30 名、参加費 300 円）。版画の年賀状作りは、干支の未

を刷り、上手に刷れたら、そのまま年賀状に使えるすぐれものです。（無

料）  日時など詳細は４ページをご覧ください。 

 

週末連続に台風が襲ってきたりして、公園が荒れたりしたが、 

このコナラの倒木は台風とは関係がない日のもの。倒れ掛かる

瞬間に遭遇して被害にあった人はいないのだが、まあ、それは

不幸中の幸いといったところ。倒木を処理した土木事務所の人

たちによると、樹の内部が腐食したり、虫が巣食っていたとい

う形跡はなかったということで、原因不明。それほど風が強か

ったということもないのだが、公園の一番高いところに近いだ

けに独特の風が吹いていたのかもしれない。山は気をつけろ、

というほどの山でもないのだが、やっぱり何が起こるか分からない。 

 

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    

☆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。 

 

楽しいお正月の準備  餅つき、ミニ正月飾り、年賀状作り 
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公園の散策マップが出来ました 

公園内を快適に散策するおともになる案内パンフレット(散策マップ)が出来ま

した。古民家をはじめとした施設、散策路とその愛称名、富士山ビューポイント、

梅林、竹林、富士塚、入口などが写真入りで紹介されています。みどころだけで

なく年間行事の案内やアクセスなどと盛りだくさんの A-３版の大きさです。ご

希望の方は管理事務所窓口にお申出ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日当たりのよい道端や野原に生える多年草。草丈 60～80 ㎝になり

ブラシのような花穂をつける。葉は表面がざらつきかたく細長い線

形。茎は根本から生え大きな株となる。根が強く引き抜こうとして

も抜けないことが名前の由来。薄紫色のかたい毛形の花穂は 15 ㎝

～20 ㎝、農作業の衣服や散歩中の犬などに付着して新天地へ運ばれ

る。密集して植えることで雑草よけに。晩秋の風情として色の変化

を楽しむ庭園の植栽にも使われる。 

◆実りの秋に感謝した収穫祭！！ 

ふじやま農園では 11 月 8 日（土）収穫祭が催されました。サ

ツマイモはほっかほっかの石焼き芋にて即完売。新鮮野菜はふじ

やま鍋の具となり、皆さん美味しい笑顔に。お楽しみ抽選会では

抱えきれない野菜のお土産。そして、今年も時の人の案山子が華

を添え、驚いて楽しんで多くの方々の写真に納まりました。 

 今年の区民まつりが 11 月 1 日（土）本郷中学校グラウンドで

開かれました。当日は生憎の雨模様、「ＭＩＳＩＡの森プロジェ

クトゾーン」の一角で展開し、本郷ふじやま公園では子ども達

に人気のうぐいす笛工作、竹炭販売などで協力参加しました。 

 11 月１日(土)あーすぷらざ映像ホールで開かれた今回の古文書

講座では画像を多く用い、来航した黒船の迫力、対応する和船の

群れなどが映されました。講義では海防の体制、当地域に於ける

支援組織・負担などが古文書によって具体的に説明されました。

雨天に関わらず 80 名以上の皆さんが参加しました。 

 

◆第十三回古文書講座が開かれました 

◆区民まつりに参加 うぐいす笛、竹炭販売 
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26262626 年年年年 12121212 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    

『いろり辺雑記』 から（原文のまま） 

・歴史を感じられてよかった（市内 10 代 仲間と） 

・大学生です。少し気が沈むことがあり大船から散策中、この公園を見つけました。 

とても心が安らかになりました。次は友人を連れてきたいです。（市内 20 代 ひとりで） 

・私も一回住んでみたいなあと思いました。すごく楽しかったです。（市内 10 代 家族と） 

古民家 Q&A 長屋門扉の饅頭金具 

Q：長屋門扉の表側の丸いものは何ですか 

A：饅頭金具です。役割は釘隠しと共に装飾です。門扉は裏側に閂を

用いて戸締りをします。閂を支えるために門扉の桟に取り付けた箱

金物(コ字型の金物)があります。この金物の先端が扉表に出ている

のを隠すために飾り金具(釘隠し)を使います。これが饅頭金物(乳金

物とも云います)です。このような金物は奈良時代の寺院の扉にも

用いられていました。なぜこのような形状になったかはっきりしません。 

 旧小岩井家住宅の長屋門の扉には饅頭金具が８個、柱に６個あります。門扉の表と裏を観察す

ると饅頭金具は箱金物と扉の蝶番に対応した位置にあることが確認できます。 

12／８～12／22 本郷台駅前駐輪場ギャラリーで作品展示 

12 月８日から 22 日まで、ふじやま公園工作棟「楽しい教室」

の 1 年間の集大成としての展示を行います。出展は、子供工作、

布ぞうり、竹工作、粘土工芸、押し花、押し絵、フラワーアレ

ンジ、布細工、遊布、七宝の各教室です。 

 楽しい教室は、4 ページで毎月ご案内をしていますが、作品を

ご覧になってぜひご参加ください。 

 

 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ５日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

14 日(日) 

７日(日) 28 日(日) 

３日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

15 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ４日(木)  ５日(金) 

15 日(月) 

クリーンアップ ２日(火)  16 日(火) 

広報部会 

ふじやまだより編集会議 

         印刷 

ホームページ制作打合せ 

 

６日(土) 

13 日(土) 

28 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

10 日(水) 

適時 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

  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。 



ふじやまだより  第 143 号 2014 年 11 月 15 日(土) 

４ 

体験体験体験体験教室のお知らせ教室のお知らせ教室のお知らせ教室のお知らせ   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：返信は持参品：返信は持参品：返信は持参品：返信はがきで連絡します。がきで連絡します。がきで連絡します。がきで連絡します。    

    

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

    

★ 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    いろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんか    

日日日日    時：時：時：時：12121212 月月月月 18181818 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：所：所：所：古民家主屋古民家主屋古民家主屋古民家主屋いろり端いろり端いろり端いろり端            

定定定定    員：員：員：員：15151515 名名名名    当日参加自由当日参加自由当日参加自由当日参加自由    無料無料無料無料    

★ 年末餅つき会とミニ正月飾り年末餅つき会とミニ正月飾り年末餅つき会とミニ正月飾り年末餅つき会とミニ正月飾り    

日日日日    時：時：時：時：12121212 月月月月 21212121 日日日日((((日日日日)10)10)10)10 時～時～時～時～12121212 時時時時    受付開始受付開始受付開始受付開始 9999 時時時時 45454545 分分分分        場場場場    所：古民家前庭所：古民家前庭所：古民家前庭所：古民家前庭    

つきたてつきたてつきたてつきたて二色餅販売：二色餅販売：二色餅販売：二色餅販売：200200200200 円円円円    先着先着先着先着 150150150150 名名名名    

ミニ正月飾り製作：ミニ正月飾り製作：ミニ正月飾り製作：ミニ正月飾り製作：500500500500 円円円円    先着先着先着先着 30303030 名名名名    

年賀状版画年賀状版画年賀状版画年賀状版画((((未未未未の絵の絵の絵の絵))))をををを刷刷刷刷るるるる：無料：無料：無料：無料    

★ 七草粥と正月遊び七草粥と正月遊び七草粥と正月遊び七草粥と正月遊び    

日日日日    時：時：時：時：27272727 年１月年１月年１月年１月 10101010 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    

        場場場場    所：古民家主屋および前庭所：古民家主屋および前庭所：古民家主屋および前庭所：古民家主屋および前庭                            七草粥：七草粥：七草粥：七草粥：100100100100 円円円円        先着先着先着先着    100100100100 名名名名    

            正月遊び：歴史カルタ正月遊び：歴史カルタ正月遊び：歴史カルタ正月遊び：歴史カルタ    羽根つき羽根つき羽根つき羽根つき    コマ回しコマ回しコマ回しコマ回し    おはじきおはじきおはじきおはじき    けん玉けん玉けん玉けん玉    竹馬などを準備します竹馬などを準備します竹馬などを準備します竹馬などを準備します    

    

★★★★    10101010 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            1,7251,7251,7251,725 名名名名        22226666 年度累計年度累計年度累計年度累計            13,99713,99713,99713,997 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１－20  20  20  20      TELTELTELTEL：：：：045045045045----896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：045045045045----896896896896----0505050593939393    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

子ども工作 12月21日(日) 10時～12時 

   〃     13時～15時 

コマ作り 

クラフトゴマを作って回そう 

（小学生対象） 

  

無料 

当日 

各先着順 

各10名 

七宝 1月16日（金） 

13時～15時30分 

銀箔を使った七宝のブローチを作

ります 

600円 1月６日(火) 

    6名 

初心者茶道 

体験教室 

1月17日（土)13時～16時      日本の「おもてなし」の心を茶道を

通して体験してみませんか 

（持参：白いソックス） 

 500円 12月17日(水) 

   10名 

布ぞうり作り １月23日(金)10時～15時 一日で一足完成します 

 

 700円 1月５日(月) 

12名 

里山そば打ち塾 1月24日（土）10時～12時 初心者大歓迎。美味しいそばを打

てます、自分で作った物の試食、

持ち帰りあります 

 800円 1月12日（月） 

    6名 

伝統工芸 

｢鎌倉彫｣を彫

る（全３回） 

1月25日（日） 

1月31日（土） 

2月1日(日) 

10時～12時30分 

18㎝平皿に椿文を彫ります  2,000円 1月5日（月） 

10名 

 

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : 12月３日(水) 毎月第１水曜日 

・クリーンアップ : 12 月２日(火)、16 日(火)10 時～11 時 一斉清掃 


