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ふじやま公園年末の餅つき会 ～ミニ正月飾り、まゆ玉飾り、賀状版画刷り～ 

 

今年も一年を振り返る季節になりました。開園記念のもちつき会、

雛飾りや鯉のぼり、ふじやまだより 150 号記念の「ふじやま公園に

咲く花」の発行、収穫祭等々、ふじやま公園の行事・催事もたくさ

んありました。それぞれの想いは違いますが、このような日々を皆

さん一緒に元気に取り組めたことにこそ感謝すべきかもしれません。 

落ち葉をサクサクと踏みしめる秋から冬への足

音とともに、公園の風物詩であるお正月の準備が始まります。 

12 月 20 日（日）古民家前庭に設えた餅つき会場では、ボランティアや地域

の皆さんが交代で力いっぱいについたお餅を、あんと黄粉の二色にして来園者

に販売します。隣のテントでは、ふじやまの竹の器に可愛い飾りをアレンジす

るミニ正月飾りを作ることができます。加えて、柳の小枝に、紅白の餅に見立

てた粘土の丸い玉を付けたまゆ玉飾りなどのおしゃれな飾りは、玄関や机に置いて、お正月の雰

囲気をお楽しみください。 

また、来年の干支「申」の版画を数種類用意します。版画刷りをしたら額飾りにして部屋に飾

ったり、年賀状にしてお世話になった方に送ってみましょう。 

 

●日時：12 月 20 日（日）10 時～12 時 受付は９時 45 分から 

♦つきたて二色餅 200 円 （150 名） ♦ミニ正月飾り 300 円 （30 名） 

♦まゆ玉飾り 100 円 （30 名）    ♦賀状版画刷り 無料 

 

 

古民家といえば茅葺き屋根。その屋根に最近不粋なものが目立つ。  

苔だ。庭に生えれば風情があって、それを売り物にしているお寺

もあるくらいだが、屋根の上ではそうもいかない。見た目もよく

ないし、これで雨の通り道（雨裂）ができてしまい、そこだけ劣

化が進んでしまうという。苔は乾燥には強いというからこれから

もしぶとく生き残りそう。広がれば掻き落とすなどの作業が必要

らしいが、いまのところ打つ手はないようだからちょっと心配だ。 

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。 
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♦手作り舞台に出演者も観客も感激－能舞・能管コンサート 

 

 

第５回ふじやま公園能舞・能管コンサート「秋宵の宴」が 10 月 24

日(土)に開かれました。宵の前庭を飾る行灯や舞台の鏡板、前景の

小山など、すべてボランティアの手作りでした。普通は布をはため

かせたようにして山を表すことにするのだそうですが、ふじやまは

活け花で山の景色をみごとに表現しました。これには出演の熊谷眞

知子さん、根岸啓子さんや観客の皆さんも大感激、夢幻の世界を堪

能しました。今年は最後に「つるとかめ」という謡をみんなで合唱するというお楽しみもありま

した。 

♦ふじやま農園収穫祭 

実りの秋に感謝して、ふじやま公園恒例の収穫祭が雨の予報に

左右されながら一日延期の 15 日（日）に開催されました。足場の

悪いなか、それでもたくさんの方々にお出でいただきました。小

学生は泥んこになりながらサツマイモやサトイモの収穫体験、今

年の石焼芋はとても甘く大好評でした。また、ふじやま公園産の

サトイモやネギ、ズイキやシイタケの入ったふじやま鍋もたくさ

んの人から「美味しい！！！！」を頂きました。収穫祭に付き物？案山

子はユニークなお顔立ちの５人家族と子ども達に大人気の妖怪

ウオッチから「ジバニャン」を始め歴代の人気キャラクターが勢

揃い！！！！平均年齢 70 代のスタッフは妖怪ウオッチとは何ぞやから

始まり悪戦苦闘しました。帰りは野菜のお土産を手に皆さん笑顔。

スタッフ共に秋の一日を楽しみ、開催できた事に安堵でした。 

  ♦区民祭りに出展                           

11 月 7 日（土）に本郷中学校で開催された区民祭りに、ふ

じやま公園は今年も出展しました。 

公園の魅力を知ってもらうため「ふじやま公園に咲く花」や

イベントのチラシを配布したほか、恒例の鶯笛づくり実演も行

いました。テント内は、鶯笛を作ったり、吹いたりするチビッ

子たちで大賑わいでした。 

２年ぶりに古民家に吊るし柿が復活しました 

すっかり公園の秋の風物詩になりながら、昨年は柿の不作で

数が揃わず製作が中止された吊るし柿が、今年は大豊作で 2 年

ぶりに復活しました。豊作とはいえ、柿は高いところになるの

で、梯子と高枝鋏みを使い収穫は大変な作業。それをていねい

に皮をむき、熱湯で消毒し、100 個以上を荒縄に干してようやく

完成。木枯らしに吹かれておいしい干し柿になることでしょう。 
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 ノコンギク  キク科 

里山を代表する日本固有の野菊。明るい草地や道端に群生する。花期

は８月～11 月、高さ 30 ㎝～１m の茎に約 2.5 ㎝の淡い紫色の花が咲

く。ヨメナと似ているが本種は葉のざらつき（ヨメナは平らで香りが

ある）や頭花に長い冠毛（ヨメナは短い）があることで違いを見分け

る。公園では中野町バス停側から長い坂道を上り、元大橋口までの途

中、公園の際を見上げると秋の日を浴びて咲いている。 

平成 27 年 12 月度ボランティア活動予定 

古民家 Q&A  火消壺 

Q：主屋土間かまどの脇にある壺は何ですか？ 

A：火消壺(または消壺)です。熾火(ｵｷﾋﾞ)や使用済みの木炭を入れ、蓋で密閉して火を消すため

の容器です。ふつう瓦製・鉄製の丸形の蓋付き容器で、台所のかまどの近くに置かれました。

関西では熾きを消すために、｢水消し｣と｢から消し｣の二通りの方法がありましたが、関東では

水消しをしないので、火消壺の呼び名が生まれました。壺に残った消炭は次に使用するときは

着火しやすく便利かつ経済的でした。 

火気の使用がガスや電気になった現在の都会生活では存在の理由がなくなりました。一方、

今ではアウトドアでのバーベキューの後始末用に金属製円筒状のものが用いられるようにな

りました。 

 

 

 

 

 

 

        

                     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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) 

２日(水) 

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) 19 日(土) 

27 日(日)   

クリーンアップ １日(火)  15 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(日) 

13 日(日) 

27 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

９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。 
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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。    

    

    

    

★ 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 17171717 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            

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    

★★★★    里山のポイントラリー里山のポイントラリー里山のポイントラリー里山のポイントラリー        前前前前 10101010 月号でお知らせ済み月号でお知らせ済み月号でお知らせ済み月号でお知らせ済み    

ポイントでビンゴゲームを楽しみながら秋深き里山を巡ります。ポイントでビンゴゲームを楽しみながら秋深き里山を巡ります。ポイントでビンゴゲームを楽しみながら秋深き里山を巡ります。ポイントでビンゴゲームを楽しみながら秋深き里山を巡ります。    

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 29292929 日日日日((((日日日日))))    10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時    受付：９時受付：９時受付：９時受付：９時 30303030 分から分から分から分から    

場場場場    所：本郷ふじやま公園ふじやま頂上をめぐる散策路一帯所：本郷ふじやま公園ふじやま頂上をめぐる散策路一帯所：本郷ふじやま公園ふじやま頂上をめぐる散策路一帯所：本郷ふじやま公園ふじやま頂上をめぐる散策路一帯    完走者へお汁粉進呈完走者へお汁粉進呈完走者へお汁粉進呈完走者へお汁粉進呈    

定定定定    員：員：員：員：100100100100 名名名名((((三歳児以上三歳児以上三歳児以上三歳児以上))))        参加費：無料参加費：無料参加費：無料参加費：無料        申込み：往復ハガキで申込み：往復ハガキで申込み：往復ハガキで申込み：往復ハガキで            

締切り：締切り：締切り：締切り：11111111 月月月月 16161616 日日日日    

★★★★    年末餅つき会年末餅つき会年末餅つき会年末餅つき会    詳細は第１面をご覧ください詳細は第１面をご覧ください詳細は第１面をご覧ください詳細は第１面をご覧ください    

        日日日日    時：時：時：時：12121212 月月月月 20202020 日日日日((((日日日日) ) ) )     10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時        受付：９時受付：９時受付：９時受付：９時 45454545 分から分から分から分から    

★★★★    七草粥とお正月遊び七草粥とお正月遊び七草粥とお正月遊び七草粥とお正月遊び    

        日日日日    時：平成時：平成時：平成時：平成 28282828 年１月年１月年１月年１月 10101010 日日日日((((日日日日))))    11111111 時時時時 30303030 分～分～分～分～13131313 時時時時    受付開始：受付開始：受付開始：受付開始：11111111 時時時時 15151515 分分分分    

        場場場場    所：古民家主屋及び前庭所：古民家主屋及び前庭所：古民家主屋及び前庭所：古民家主屋及び前庭            七草粥：七草粥：七草粥：七草粥：100100100100 円円円円    100100100100 名名名名    

        お正月遊び：歴史かるた、おはじき、けん玉、羽根つき、お正月遊び：歴史かるた、おはじき、けん玉、羽根つき、お正月遊び：歴史かるた、おはじき、けん玉、羽根つき、お正月遊び：歴史かるた、おはじき、けん玉、羽根つき、コマ回しなどコマ回しなどコマ回しなどコマ回しなど    

    

★★★★    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        10101010 月度来園者数月度来園者数月度来園者数月度来園者数        2,2922,2922,2922,292 名名名名        27272727 年度累計年度累計年度累計年度累計    12,77712,77712,77712,777 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 

簡単 

デコパージュ 

12月8日(火) 10時～12時 10㎝角タイルにクリスマスや冬

の絵柄のペーパーナプキンを

デコパージュします 

1,000円 

 

11月25日（水） 

6名 

子ども工作 

(小学生) 

12月20日（日）10時～11時 

   〃     13時～14時 

クラフトテープでコマ作り、 

コマを作って回して遊ぼう 

無料 当日、各10名 

フラワー 

アレンジ 

12月22日（火）13時30分～ 

15時30分 

お正月アレンジ 

（中学生以上） 

2,000円 12月8日（火） 

    8名 

粘土で作る 

アクセサリー 

（3種類） 

（全3回） 

1月15日（金） 

2月19日（金） 

3月18日（金） 

各日 9時30分～12時 

自然乾燥で個性的なオリジナ

ル装飾品が作れます 

1,500円 1月8日（金） 

10名 

里山の 

そば打ち塾 

1月23日（土）10時～12時   美味しいそばを打てます 

自分で打ったそばの試食 

800円 1月12日（火） 

 5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 :  毎月第１水曜日(12月2日) 

・クリーンアップ : 毎月第1・3火曜日10時～11時（12月1日・15日） 


