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本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

～タッチ—君今年も来園  焼き芋に新メニューが登場～   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

10 月に入ったふじやま農園はサトイモやサツマイモもおいしそうに育ち、もう

収穫祭を待つばかりとなっています。 

昨年、ちびっ子たちに大人気だったタッチ―君が今年も

登場。15 周年記念メニューとして、サトイモの焼き芋が

新登場するなど例年にも増して楽しさがアップしています。 

11 月 18 日は、みんなで楽しいこと、おいしいものが盛りだくさんの

ふじやま公園へ！  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふじやま公園に冬の訪れがやってきた。ちょっと気が早い気もするが、

炭焼きが始まったのだから、気分はもう冬だ。横浜といえば、家系ラ

ーメン、港、赤レンガの建物…などを連想する人が多く、炭焼きを思

い浮かべる人はまずいないだろうが、ここふじやま公園の冬の風物詩

でもある。太い竹を専用の道具で八分割して、約 20 本を 1 束にして、

それを 20 束窯の中に入れて、約 8 時間蒸し焼きにして竹炭が出来上

がる。干し柿、餅つき、落ち葉かき…季節の移ろいは早い。 

 

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。 

 

ふじやま公園開園 15 周年記念事業  ふじやま農園収穫祭  

ふじやま農園収穫祭ふじやま農園収穫祭ふじやま農園収穫祭ふじやま農園収穫祭    

日時日時日時日時 11111111 月月月月 18181818 日（日（日（日（土土土土））））11111111 時時時時    （雨天の場合は（雨天の場合は（雨天の場合は（雨天の場合は翌日に翌日に翌日に翌日に順延順延順延順延））））        

内容内容内容内容 石焼き芋石焼き芋石焼き芋石焼き芋（サツマイモ）（サツマイモ）（サツマイモ）（サツマイモ）      100 円 先着 150 名 

       （サトイモ）（サトイモ）（サトイモ）（サトイモ）       2 個 100 円 先着 50 名 

   ふじやま鍋ふじやま鍋ふじやま鍋ふじやま鍋                     100 円 先着 150 名     

   おもしろゲームおもしろゲームおもしろゲームおもしろゲーム         参加賞あります 

   お楽しみ抽選会お楽しみ抽選会お楽しみ抽選会お楽しみ抽選会         収穫野菜のプレゼント 

   サツマイモ・サツマイモ・サツマイモ・サツマイモ・サトイモサトイモサトイモサトイモ掘掘掘掘り体験り体験り体験り体験  小学生、先着 30名 

＜引換券販売、参加券・抽選券配付は 10 時半開始＞ 
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★ 癒してくれた変化朝顔とスズムシ♡ 来季に備えます 

今年は入念な準備と丹精込めた日々の手入れが実り 30 種類以上

の変化朝顔が咲き、たくさんの方々に楽しんでいただきました。来

年に向け種類別に種の採取、その後冷蔵庫で保管。土は病原菌を考

え来年は新たに購入予定です。植木鉢の手入れを含め 10 月中には

終ります。来年は更に新しい遺伝子を持った変化朝顔が咲くかもし

れません。どうぞお楽しみに。 

“スズムシのお母さん”が６月から週２回手入れや餌やりなど面倒を

みてくれました。その甲斐あって今年はたくさんのご家庭にお嫁入？！

鳴き声を楽しんで頂けたかと思います。ご家庭の涼しい場所で保管、土

が乾かない程度に霧吹きして越冬、孵化できれば来年も楽しめます。頑

張ってみましょう。 

昔の道具 糸車 

糸車(糸繰車、糸取車とも)は、綿などから糸をつむぎだし、またはそれをより合わせるために

用いる車です。竹製の車と紡錘(つむ)とから構成されています。 

綿花から糸を作るには、種から繊維の塊を分離し(綿繰り)、繊維をほぐし(綿打ち)、細い繊維(太

さ 12～20µm。長さは 2.2～3.3cm)を引出し、よりをかけて糸にします。江戸時代以前はよく見

られた道具でした。木製の台に取付けられた竹製の車と先端に取付けた｢つむ｣という棒又は管

がベルトに相当する紐で連結されています。竹製の車を把手で回し、

つむに糸を巻取ります。 

糸をつむぐ作業は、「糸とり３年、織り３日」と言われるほど、難

しい作業で 10ｇの糸を紡ぐのに約１時間半かかるとのことです。 

 古民家内蔵にある糸車は竹製の車(直径 60 cm)の部分のみで、つ

むがありません。車部分も一部欠けていますが、黒光する姿はかつ

ての活躍をほうふつさせています。                                 

＜参考：１µｍ＝1/1,000 mm＞ 

★ 150 年前の鍛冶ヶ谷村 

 11 月 15 日(水)の第 16 回古文書講座の演題は『150 年前の栄区をみる』です。 

これに関連して古民家の地元である鍛冶ヶ谷村の昔の状況を村明細帳などから若干紹介します。

村の姿を示す基本データ(嘉永７年-1854 年)には、村高(公定収穫高)396 石余、田面積 20 町５反

余、家数 36 軒、人数 183 人と記されています。 

当地は江戸幕府初期に直轄領、それから旗本領、文化８年(1812)に会津藩領、文政４年(1821)

川越藩領、嘉永６年(1853)熊本藩預所、文久３年(1863)佐倉藩預所、慶應３年(1867)幕府直轄領

-江川太郎左衛門支配、慶應４年韮山県所管-神奈川府所管-神奈川県所管と変遷しました。 

明治維新を経た明治９年(1876)は田面積 20 町２反余、家数 39 軒、人口 228 人でした。明治

22 年(1889)近隣の村と合併し本郷村となりました。米、粟、麦、豆類、蔬菜、木綿、茶がよくで

きたとあります。 

 今の街並みからは想像できない、150 年前の鍛冶ヶ谷村の姿がそこにありました。詳しくは 11

月 15 日の講座をお聴きください。 
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日本や朝鮮半島など東アジアが原産。山野に自生し草丈１～２ｍ、秋

に淡い紫色の花をたくさん付ける。星のように放射状に伸びる花びら

が特徴。根を乾燥、咳止めの薬などにするが日本では花の鑑賞のみ限

られる。自生する野生の植物だが今では数が減少し、絶滅の心配があ

り、当園の花壇で大切に植栽。 

 

『『『『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（抜粋抜粋抜粋抜粋）））） 

スズムシをお持ち帰りいただいた方からお葉書をいただきました。可愛がっていただき 

ありがとうございました。以下その礼状の抜粋を紹介します。 

 

先日（８／２７（日））お昼頃に古民家を拝見し、その帰りがけにスズムシを 

いただいた者です。あれから私の机の下の暗がりでは、『リーン、リーン、 

リーン』と必ず３回鳴くもの、『リン、リン、リン、リン』と鳴く者、『リッ、リッ、リッ』

と短く鳴く者がいて、この３種の鳴き声を楽しんでいます。 

夜は必ず８時過ぎから２時間くらい、朝方は４～５時ころから、７～８時には全員で…。

自然から得られる風や鳴き声はいいものですね。しばらく癒されたいと思います。 

このはがきを書いている午後の一刻にもリーンと一声二声鳴いてくれています。 

（市内居住 男性） 

 

                     

 

 

 

 

 

 

《柿渋作りもやっています～何でも手作りに挑戦してみよう》 

  できることなら何でも自分たちで手作りしようというのがふじや

ま公園の伝統ですが、今年、柿の落果が多かったので、その使い道は

ないものかと思案して始めたのが柿渋作り。青い柿を細かくして、布

で濾した液を発酵させるだけという簡単さもやる気を起こさせた一

因のようです。しばらくは発酵臭が付近を漂っていましたが、現在は

落ち着き気味です。出来たものを何に使うかは未定だとか。 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ３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) 

１日(水) 

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)   

クリーンアップ ７日(火) 21 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 

 

５日(日) 

13 日(月) 

26 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

22 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)へご連絡ください。    

 シオン   キク科  

29 年 11 月度ボランティア活動予定  
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ふじやま公園ＱＲコード 

楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

((((1111))))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：返信はが持参品：返信はが持参品：返信はが持参品：返信はがきで連絡します。きで連絡します。きで連絡します。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いろりの火を囲んでいろりの火を囲んでいろりの火を囲んで語るもよし、聞くもよし語るもよし、聞くもよし語るもよし、聞くもよし語るもよし、聞くもよし    

日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 16161616 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    

    

★★★★    お月見飾りお月見飾りお月見飾りお月見飾り    今年は能舞・能管コンサートに合わせて今年は能舞・能管コンサートに合わせて今年は能舞・能管コンサートに合わせて今年は能舞・能管コンサートに合わせて早めに飾ります早めに飾ります早めに飾ります早めに飾ります        

        期期期期    間：間：間：間：10101010 月月月月 17171717 日日日日((((火火火火))))～～～～10101010 月月月月 23232323 日日日日((((月月月月))))    

        場場場場    所：古民家主屋縁側所：古民家主屋縁側所：古民家主屋縁側所：古民家主屋縁側    

    

★ 開園開園開園開園 15151515 周年記念周年記念周年記念周年記念    公園散策路を巡るポイントラリー公園散策路を巡るポイントラリー公園散策路を巡るポイントラリー公園散策路を巡るポイントラリー    

本郷ふじやま公園内の散策路をビンゴゲームをし本郷ふじやま公園内の散策路をビンゴゲームをし本郷ふじやま公園内の散策路をビンゴゲームをし本郷ふじやま公園内の散策路をビンゴゲームをしたり、たり、たり、たり、クイズに答えながらノンビリとクイズに答えながらノンビリとクイズに答えながらノンビリとクイズに答えながらノンビリと    

歩きます。歩きます。歩きます。歩きます。    

        日日日日    時：時：時：時：12121212 月３日月３日月３日月３日((((日日日日))))    10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時    

        場場場場    所：古民家前庭、富士塚を中心とした散策路所：古民家前庭、富士塚を中心とした散策路所：古民家前庭、富士塚を中心とした散策路所：古民家前庭、富士塚を中心とした散策路    

        景景景景    品：参加者に餅入りぜんざいを提供品：参加者に餅入りぜんざいを提供品：参加者に餅入りぜんざいを提供品：参加者に餅入りぜんざいを提供    

        定定定定    員：員：員：員：100100100100 名名名名((((３歳児以上３歳児以上３歳児以上３歳児以上))))    家族やグループでの参加歓迎家族やグループでの参加歓迎家族やグループでの参加歓迎家族やグループでの参加歓迎    

        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        締締締締    切：切：切：切：11111111 月月月月 20202020 日日日日((((月月月月))))        多数の場合は抽選多数の場合は抽選多数の場合は抽選多数の場合は抽選    

    

★★★★    外国からのお客様来園予定外国からのお客様来園予定外国からのお客様来園予定外国からのお客様来園予定    

        ◎フレンドシップフォース交流活動の一環としてニュージーランドから、古民家での和風体験◎フレンドシップフォース交流活動の一環としてニュージーランドから、古民家での和風体験◎フレンドシップフォース交流活動の一環としてニュージーランドから、古民家での和風体験◎フレンドシップフォース交流活動の一環としてニュージーランドから、古民家での和風体験    

            のため来園。のため来園。のため来園。のため来園。    当日は古民家の一部が見学できません。当日は古民家の一部が見学できません。当日は古民家の一部が見学できません。当日は古民家の一部が見学できません。    

日日日日    時：時：時：時：10101010 月月月月 29292929 日日日日((((日日日日)10)10)10)10 時～時～時～時～16161616 時時時時        場場場場    所：主屋所：主屋所：主屋所：主屋    

内内内内    容：茶道、華道、着付けなど容：茶道、華道、着付けなど容：茶道、華道、着付けなど容：茶道、華道、着付けなど    

        ◎アフリカからの留学生の古民家での和風体験◎アフリカからの留学生の古民家での和風体験◎アフリカからの留学生の古民家での和風体験◎アフリカからの留学生の古民家での和風体験    

            日日日日    時：時：時：時：11111111 月月月月 28282828 日日日日((((火火火火))))    

    

９９９９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        1,2831,2831,2831,283 名名名名        29292929 年度累計年度累計年度累計年度累計        10,19010,19010,19010,190 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 

子ども工作 11月19日（日）10時～11時 クリスマスオーナメント 

 (小学生) 

 

 無 料 

当日先着順 

   10名 

押し絵 

（全２回） 

12月 7日(木) 13時～16時 

12月12日(火)     〃 

色紙掛け付、来年（2018年）の

カレンダー作り 

 

1.800円 

11月20日(月) 

   12名 

初心者茶道 

体験教室 

12月16日（土)13時～16時 四季を感じながらおもてなしの

心を学びましょう 

 

500円 

11月30日（木） 

     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（11月１日） 

・クリーンアップ  : 毎月第１･３火曜日 10時～11 時（11月７日・21日） 


