本郷ふじやま公園広報紙

ふじやまだより

第 177 号

2017 年９月 15 日(金)

本郷ふじやま公園
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。

今年は能舞･能管コンサートで 15 周年のお祝いを！
ふじやま公園の秋は今年も能舞・能管コンサートから始まりま
す。猛暑の梅雨期、涼しい雨の夏…と異常気象が続きましたが、秋
はすっきり、爽やかにいきたいものです。
さて、能舞・能管コンサートの今年の演目は「猩々」「鶴亀」な
ど、ふじやま公園の 15 周年を祝って、おめでたいものから選ばれ
ています。どちらも中国の故事に由来した能の演目です。
前庭から笛の音を響かせて開演した後のメーンは「鶴亀」。これは新年を迎えた中国の皇帝の
宮殿で、鶴亀に舞をさせ、皇帝もみずから舞い、さらに殿上人たちが舞って祝賀の場を盛り上げ
た後、皇帝は御輿に乗って長生殿へ還るという話で、能の面をつけず、仕舞いのかたちで舞って
いただきます。他にも 15 周年のお祝い演目がいっぱいです。加えて能笛により｢鶴と亀｣を鑑賞
の皆さんで歌います。また、現在ボランティアが鏡板を新規製作中なのも楽しみです。
開演前に鑑賞者の皆さんへ特製そばを提供します。ふじやまの秋を楽しみにお出かけくださ
い。（写真は昨年のものです）
★第７回能舞・能管コンサート 10 月 22 日（日）16 時 30 分～18 時
古民家主屋で 定員 80 名 無料
出演は熊谷眞知子金剛流能楽師、根岸啓子一噌流能笛奏者、ほか社中の皆様
ふじやま公園そば班特製のそばがあります。30 人限定、300 円。
＜申し込み＞往復ハガキで〒247-0009 栄区鍛冶ヶ谷 1-20 本郷ふじやま公園まで。
そば希望者はその旨明記してください。ともに多数の場合は抽選です。
締切は 10 月 10 日（火）に延期しました。

秋が来る前に、公園のそこかしこでキノコが大量に発生した。何で
も食べ物にしか見えない者にとっては、格好の鍋の具材なのだが、植
物ではない菌糸類は見ようによっては不気味だし、知らないものは絶
対に食べてはいけないのだという。案の定？数日後にはすべて溶けて
しまったかのように。
「食べなくて良かった」なのか、
「食べておけば
良かった」なのか、あなたならどっち？
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♦夏休み子ども工作祭りが行われました。
夏休み、ゲーム機を忘れ自分の手で何か作ってみたいと思う子どもたちを
手助けしようと、８月 20 日古民家前庭で子ども工作祭りが行われました。２
張りのテントの中でおなじみの竹トンボ、べぇべぇ笛、竹ポックリの他に子
ども椅子、ペットボトル窓飾り、キラキラアクアボトルの６品を作りました。
12 名の工作棟ボランティアが事前の準備と当日の
手伝いをしました。直径 10cm 以上の孟宗竹を鋸で
真剣に切ったり、電動ドリルに初挑戦するなど、35 組ほどの親子が参
加しました。自分の工作のための道具を借りようと参加する子どもも
いて盛会でした。汗をかきつつ作った作品は夏の一日の思い出になっ
たのではないでしょうか。

古民家 Q&A 張り板
Q：主屋土間の二階への階段に立掛けてある板は何ですか？
A：｢張り板｣です。布を洗って糊づけし、張ってかわかすための板です。
かつては和服を洗濯する際には、縫い目をほどき、反物に戻してから洗
濯し、糊付けし、張り板や伸子針などを使ってしわを伸ばして自然乾燥
し、再び着物に仕立てました。このようなことは昭和 30 年ころまでは
家庭でも行われていました。
張り板は、明治以前は戸袋、雨戸などを利用しましたが、その後改良
されトチやホオの木が使われるようになりました。
古民家には張り板が階段に立掛けてあるものを含め３枚あります。張
り板３枚で一反分を同時に仕上げることが出来ます。高さは約２m、巾は約 40 cm､ 厚さ約
２cm です。板の縁や土台の摩耗した様子から以前は重宝されていたことが偲ばれます。来園
時に確かめてください。

第 16 回古文書講座は 150 年前にワープ
来年は、開園 15 周年であるとともに明治元年（1868 年）から起算して満 150 年の年に当たり
ます。そこで恒例の古文書講座の今年の演題は、十五にちなんで『150 年前の栄区をみる』とし
ました。幕末から明治の新しい時代に移り変わる栄区の姿を小岩井家文書ほかの古文書の記述
からみてみたいと思います。徳川慶喜公大政奉還直後の動向、鳥羽伏見の戦い、騒乱に同調しな
いこと、諸国往還は従来通りとするなどの通達などを通して庶民の生活の一端をみます。
講 師：横浜開港資料館 斉藤 司主任調査研究員
日 時：11 月 15 日(水) 14 時～15 時 30 分
場 所：あーすぷらざ会議室
参加費：500 円
申込み：往復ハガキで公園事務所まで
締 切：11 月２日(木)
定 員：80 名 申込多数の場合は抽選
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ケイトウ

ヒユ科

鮮やかな花色で秋の花壇を彩る。夏から秋にかけ赤、黄色、ピンクな
どの花穂をつける。原産地はアジアやアフリカの熱帯地方とされ日
本へは奈良時代に中国を経由して渡来。鶏のトサカに似ていること
から「鶏頭」と呼ばれこの名が付く。園芸品種が多く大きく５つのタ
イプにグループ分けされる。花が固まり球状のタイプ、花穂が細長く
枝分かれしてたくさん花穂を付けるタイプ、円錐形のやわらかな花
穂が特徴の羽毛ケイトウのタイプ、羽毛が球状に固まるタイプ、個体
差が多く見られトサカの程度が様々なもっともケイトウらしいタイ
プ。アルカリ性の土壌を好み直播きにする。

《日本庭園がスッキリしてきました》
江戸時代からの庭園ではないにしろ、あるホームページでは鎌
倉の名園にも匹敵すると賞賛されたふじやまの主屋横の日本庭
園。近年は樹木や草が伸び放題といえるほどに成長してきまし
た。それを見かねたボランティアが「せめて５年前の姿に戻そう」
を合言葉に伐採や剪定を始めました。酷暑や長雨にたたられてなかなかはかどりませんでした
が、少しずつスッキリしてきました。

『いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記』 から（原文のまま）
昔の家は、ろう下とかがないからむだな所がないと思いました。
こんな家を別そうにしてみたいです。とても広くてびっくりしました。
たたみが、気持ちいいです。（県内、10 代、家族で）

平成 29 年 10 月度ボランティア活動予定
部 会・事 項

日

程

部 会・事 項

日

事務局会議

６日(金)

古民家歴史部会 部会

８日(日)

農芸部会 部会

16 日(月)

古文書解読勉強会

１日(日)

月曜日 木曜日

歴史探訪

４日(水)

作業
里山部会 作業

工作棟部会

部会

子ども工作準備

14 日(土)

21 日(土)

クリーンアップ

３日(火)

22 日(日)

広報部会

25 日(水)

ふじやまだより編集会議
印刷

適時

ホームページ制作打合せ
囲炉裏守 囲炉裏焚き

程

17(火)

８日(日)
12 日(木)
29 日(日)

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)へご連絡ください。
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手づくりをお楽しみ下さい

教室名
子ども工作

日
時
10月15日(日)10時～11時

七宝焼

11月15日(水) 13時～15時

フラワー
アレンジメント

①11月17日（金）13時30分
～15時30分
②12月5日(火)
〃
11月18日(土)13時～16時

初心者茶道
体験教室
布ぞうり

お待ちしております。

内 容
～ふじやま人形・ふじ太郎～
（小学生）
チドリ型銅板のペンダントを
作ります
クリスマスの花をリース作り
テーブルアレンジ作成
(希望日を明記してください)
四季を感じながらおもてなし
の心を学びましょう
一日で一足完成

参加費
無料
700円
各回
2,300円

応募期限
当日先着順
８名
11月 ７日(火)
６名
11月10日（金）
各回10名

10月31日（火）
５名
11月21日(火)10時～15時
700円 10月31日(火)
12名
押し花絵
11月24日(金)13時～16時
クリスマス、正月の額絵
2,000円 11月17日(金)
６名
里山の
11月25日(土)10時～12時
手打ちそばを体験しましょう
800円 11月10日(金)
そば打ち塾
10名
遊 布
11月29日(水)13時～16時
サンタ人形とクリスマス飾り物 1,000円 11月 ６日(月)
10名
(1)応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）
(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
応募期限までに本郷ふじやま公園
応募期限までに本郷ふじやま公園へ
本郷ふじやま公園へ
(2)応募者多数のときは抽選
(2)応募者多数のときは抽選 (3)持参品：返信はがきで連絡します。
(3)持参品：返信はがきで連絡します。

・・・お

知 ら

500円

せ・・・

今秋は開園 15 周年記念行事をはじめとして色々な行事を企画しています。奮ってご来園ください。
★ 第７回能舞・能管コンサート 10 月 22 日（日）詳細は第１面をご覧ください
日（土）10
時～13
★ 開園 15 周年記念ふじやま祭り 10 月 28 日（土）
10 時～
13 時
場 所：古民家前庭に舞台を設けて演芸を行います
演 目：①風船パフォーマンス ②マジックショー ③安来節 ④エレキバンド演奏 など
ゲーム：魚釣りゲームなど
幕間に紙芝居
幕間に紙芝居
屋 台：ジャガバタ、ポップコーン、綿あめ、そばぜんざいなどを予定
富くじ：景品は、
富くじ：景品は、栄区と友好交流協定を結んでいる長野県栄村直送のトマトジュースやコシ
栄区と友好交流協定を結んでいる長野県栄村直送のトマトジュースやコシ
ヒカリなど多数
ヒカリなど多数
★ 工作棟作品展 10 月 30 日(月)～11 月 11 日(土) 場 所：本郷台駅前駐輪場展示スポット
工作棟の体験教室で制作した作品を展示します。
★ 第 16 回古文書講座
11 月 15 日（水） 14 時から 詳細は第２面をご覧ください。
★ 収穫祭 11 月 18 日（土）10
日（土）10 時から ふじやま公園農園および炭焼き広場
８月ふじやま公園来園者数 988 名
29 年度累計 9,577 名
・開 館 時 間
・入
館
料
・休
館
日
・クリーンアップ

:
:
:
:

９時～17時
無 料
毎月第１水曜日(10月4日)
毎月第 1・3 火曜日 10 時～11 時（10 月 3 日・17 日）

本郷ふじやま公園運営委員会
〒247247-0009 栄区鍛冶ヶ谷 1-20

新しい QR ｺｰﾄﾞです

TEL：
TEL：045045-896896-0590
４

FAX：
FAX：045045-896896-0593

