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今年も能舞・能管コンサートを古民家でお楽しみください

事になった能舞・能管コンサートが

（土）に行われます。（昨年だけは春開催）第

回目となる今年は、令和元年

選んで、さらにふじやまでは初めての試みにも

挑戦して今までとは一味違った能舞・能管コン

サートになりそうです。秀吉、家康…といった

権力者が茶の湯とともに愛好した能は武家の式

楽となりその後庶民からはちょっと遠くなりましたが、謡は全国的に広く親しまれ、寺子屋でも

謡を教えるほどになりました。そんな能も大正・昭和初期には大流行しました。今、世界無形文

化遺産に指定されている能と謡、笛を雰囲気たっぷりの江戸古民家でお楽しみください。

申し込み：往復はがきに住所、氏名、電話番号、人数を書いて

お蕎麦：例年通り、

 

 

本郷ふじやま公園広報紙

  

  

 

 

 
 

 

今年も能舞・能管コンサートを古民家でお楽しみください

今やふじやま公園の秋の風物詩、また恒例行

事になった能舞・能管コンサートが

（土）に行われます。（昨年だけは春開催）第

回目となる今年は、令和元年

選んで、さらにふじやまでは初めての試みにも

挑戦して今までとは一味違った能舞・能管コン

サートになりそうです。秀吉、家康…といった

権力者が茶の湯とともに愛好した能は武家の式

楽となりその後庶民からはちょっと遠くなりましたが、謡は全国的に広く親しまれ、寺子屋でも

謡を教えるほどになりました。そんな能も大正・昭和初期には大流行しました。今、世界無形文

化遺産に指定されている能と謡、笛を雰囲気たっぷりの江戸古民家でお楽しみください。

 

 

日時：10 月

出演：熊谷眞知子金剛流能楽師、根岸

定員：80 人

申し込み：往復はがきに住所、氏名、電話番号、人数を書いて

お蕎麦：例年通り、

ます（

場合抽選です。

 

 

かなくなり気化しないので、効果は半減してしまいそう。
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日（土）16 時 30

出演：熊谷眞知子金剛流能楽師、根岸

申し込み：往復はがきに住所、氏名、電話番号、人数を書いて

んでください。（幼児はご遠慮ください）

30 食限定ですがふじやま公園特製の手打ちそばを

円）。ご希望の方はハガキに明記してください。能舞…、お蕎麦とも多数の

場合抽選です。 

症に悩まされたものです。ふじやま公園でもいろい

ろな対策をとっていますが今年初登場したのがミ

ストシャワー。その名の通り霧のように小さい水滴のシャワー

で、すぐに乾き、その時に気化熱で体温を下げるというもの。

子供たちが喜んで浴び続けていると濡れ過ぎてなかなか乾

かなくなり気化しないので、効果は半減してしまいそう。
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ふじやま

わんこソーメン流しが延期でも大人気でした

 

に延期されました。本来なら雨天中止だったのですが混雑緩和の

狙いで事前申し込み制にしていたため連絡がつくので数日前に延

期を決定したもの。延期の

の飛び入りも加わって大賑わい、主屋での紙芝居も大人気でした。

昔の道具

 箒は家什具・用具の一つで掃き集めたり掃き出したりする掃除道具です。用途

によって外の庭などを掃く庭帚、室内用の座敷帚、、作業用の手帚などの種類が

あります。材料としては竹、茎、木の枝、鳥の

などを束ねてものの先に棒

箒と云い、立ったまま床などを掃けるようになっています。長柄と短柄と区別

され、長柄は平筆状、短柄は扇形になっています。箒は古くはハハキと読み、

古事記に記載されており、正倉院には皇室に献上された遺品が残っており、か

なり昔から使われていたことがわかります。

 

らせるまじないは、箒がものを掃き集めたり、掃き出す機能に由来します。

 

民家では毎朝や月二回のクリーンアップで座敷や板の間の掃き掃除に長柄の箒が活躍していま

す。クリーンアップの作業で長柄の箒で掃き出すの感覚を思出してください。皆さんの参加を歓

迎し

★

雨の合間を縫うように土用干しが行われました。収穫の時から

出来のいい粒がそろっていたし、数も多かったので、干したり、

ひっくり返し

日光をたくさん吸収して、今度は瓶に詰められ美味しくなるよ

うに年末まで

《
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《 栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました
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うに年末まで熟成させています。

栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました
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わんこソーメン流しが延期でも大人気でした

日に予定されていたわんこソーメン流しが

に延期されました。本来なら雨天中止だったのですが混雑緩和の

狙いで事前申し込み制にしていたため連絡がつくので数日前に延

期を決定したもの。延期の 21 日にはほぼ予定の人が来園、その日

の飛び入りも加わって大賑わい、主屋での紙芝居も大人気でした。

ホウキ)  

箒は家什具・用具の一つで掃き集めたり掃き出したりする掃除道具です。用途

によって外の庭などを掃く庭帚、室内用の座敷帚、、作業用の手帚などの種類が

あります。材料としては竹、茎、木の枝、鳥の

などを束ねてものの先に棒(柄)を付けたものが一般的です。柄の長いものは長

箒と云い、立ったまま床などを掃けるようになっています。長柄と短柄と区別

され、長柄は平筆状、短柄は扇形になっています。箒は古くはハハキと読み、

古事記に記載されており、正倉院には皇室に献上された遺品が残っており、か

なり昔から使われていたことがわかります。

まじない習俗があります。

らせるまじないは、箒がものを掃き集めたり、掃き出す機能に由来します。

一般家庭でかつては普通であった箒による掃き掃除は真空掃除機に取って代わられました。古

民家では毎朝や月二回のクリーンアップで座敷や板の間の掃き掃除に長柄の箒が活躍していま

す。クリーンアップの作業で長柄の箒で掃き出すの感覚を思出してください。皆さんの参加を歓

ふじやま公園の梅干しが今年もたくさんできます！

ちょうど梅雨明けの日を挟んで７月中旬の４日間、晴れと小

雨の合間を縫うように土用干しが行われました。収穫の時から

出来のいい粒がそろっていたし、数も多かったので、干したり、

たりが大変な４日間でした。梅雨明けから猛暑の

日光をたくさん吸収して、今度は瓶に詰められ美味しくなるよ

させています。

栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました
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日に予定されていたわんこソーメン流しが

に延期されました。本来なら雨天中止だったのですが混雑緩和の

狙いで事前申し込み制にしていたため連絡がつくので数日前に延

日にはほぼ予定の人が来園、その日

の飛び入りも加わって大賑わい、主屋での紙芝居も大人気でした。

箒は家什具・用具の一つで掃き集めたり掃き出したりする掃除道具です。用途

によって外の庭などを掃く庭帚、室内用の座敷帚、、作業用の手帚などの種類が

あります。材料としては竹、茎、木の枝、鳥の

を付けたものが一般的です。柄の長いものは長

箒と云い、立ったまま床などを掃けるようになっています。長柄と短柄と区別

され、長柄は平筆状、短柄は扇形になっています。箒は古くはハハキと読み、

古事記に記載されており、正倉院には皇室に献上された遺品が残っており、か

なり昔から使われていたことがわかります。

習俗があります。一例として

らせるまじないは、箒がものを掃き集めたり、掃き出す機能に由来します。

一般家庭でかつては普通であった箒による掃き掃除は真空掃除機に取って代わられました。古

民家では毎朝や月二回のクリーンアップで座敷や板の間の掃き掃除に長柄の箒が活躍していま

す。クリーンアップの作業で長柄の箒で掃き出すの感覚を思出してください。皆さんの参加を歓

ふじやま公園の梅干しが今年もたくさんできます！

ちょうど梅雨明けの日を挟んで７月中旬の４日間、晴れと小

雨の合間を縫うように土用干しが行われました。収穫の時から

出来のいい粒がそろっていたし、数も多かったので、干したり、

たりが大変な４日間でした。梅雨明けから猛暑の

日光をたくさん吸収して、今度は瓶に詰められ美味しくなるよ

させています。 

栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました

 インバウンドを迎える栄区ならではのおもてなしで、アフリ

カから横浜市水道局に研修に来ている人たち

にふじやま公園

 花を活けたり、筆を持ったりの初体験に最初は戸惑っていた

人たちも、しばらくすると要領を飲み込み日本の文化をそれな

りに楽しんでいました。
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わんこソーメン流しが延期でも大人気でした

日に予定されていたわんこソーメン流しが

に延期されました。本来なら雨天中止だったのですが混雑緩和の

狙いで事前申し込み制にしていたため連絡がつくので数日前に延

日にはほぼ予定の人が来園、その日

の飛び入りも加わって大賑わい、主屋での紙芝居も大人気でした。

箒は家什具・用具の一つで掃き集めたり掃き出したりする掃除道具です。用途

によって外の庭などを掃く庭帚、室内用の座敷帚、、作業用の手帚などの種類が

あります。材料としては竹、茎、木の枝、鳥の羽などで作られます。形状は枝

を付けたものが一般的です。柄の長いものは長

箒と云い、立ったまま床などを掃けるようになっています。長柄と短柄と区別

され、長柄は平筆状、短柄は扇形になっています。箒は古くはハハキと読み、

古事記に記載されており、正倉院には皇室に献上された遺品が残っており、か

なり昔から使われていたことがわかります。 

一例として

らせるまじないは、箒がものを掃き集めたり、掃き出す機能に由来します。

一般家庭でかつては普通であった箒による掃き掃除は真空掃除機に取って代わられました。古

民家では毎朝や月二回のクリーンアップで座敷や板の間の掃き掃除に長柄の箒が活躍していま

す。クリーンアップの作業で長柄の箒で掃き出すの感覚を思出してください。皆さんの参加を歓

ふじやま公園の梅干しが今年もたくさんできます！

ちょうど梅雨明けの日を挟んで７月中旬の４日間、晴れと小

雨の合間を縫うように土用干しが行われました。収穫の時から

出来のいい粒がそろっていたし、数も多かったので、干したり、

たりが大変な４日間でした。梅雨明けから猛暑の

日光をたくさん吸収して、今度は瓶に詰められ美味しくなるよ

栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました

インバウンドを迎える栄区ならではのおもてなしで、アフリ

カから横浜市水道局に研修に来ている人たち

にふじやま公園で、華道と書道の体験をしました。

花を活けたり、筆を持ったりの初体験に最初は戸惑っていた

人たちも、しばらくすると要領を飲み込み日本の文化をそれな

りに楽しんでいました。
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わんこソーメン流しが延期でも大人気でした 

日に予定されていたわんこソーメン流しが21

に延期されました。本来なら雨天中止だったのですが混雑緩和の

狙いで事前申し込み制にしていたため連絡がつくので数日前に延

日にはほぼ予定の人が来園、その日

の飛び入りも加わって大賑わい、主屋での紙芝居も大人気でした。

箒は家什具・用具の一つで掃き集めたり掃き出したりする掃除道具です。用途

によって外の庭などを掃く庭帚、室内用の座敷帚、、作業用の手帚などの種類が

羽などで作られます。形状は枝

を付けたものが一般的です。柄の長いものは長

箒と云い、立ったまま床などを掃けるようになっています。長柄と短柄と区別

され、長柄は平筆状、短柄は扇形になっています。箒は古くはハハキと読み、

古事記に記載されており、正倉院には皇室に献上された遺品が残っており、か

一例として箒を逆さに立てて居座っている客を早く帰

らせるまじないは、箒がものを掃き集めたり、掃き出す機能に由来します。

一般家庭でかつては普通であった箒による掃き掃除は真空掃除機に取って代わられました。古

民家では毎朝や月二回のクリーンアップで座敷や板の間の掃き掃除に長柄の箒が活躍していま

す。クリーンアップの作業で長柄の箒で掃き出すの感覚を思出してください。皆さんの参加を歓

ふじやま公園の梅干しが今年もたくさんできます！    

ちょうど梅雨明けの日を挟んで７月中旬の４日間、晴れと小 

雨の合間を縫うように土用干しが行われました。収穫の時から

出来のいい粒がそろっていたし、数も多かったので、干したり、

たりが大変な４日間でした。梅雨明けから猛暑の

日光をたくさん吸収して、今度は瓶に詰められ美味しくなるよ

栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました

インバウンドを迎える栄区ならではのおもてなしで、アフリ

カから横浜市水道局に研修に来ている人たち

、華道と書道の体験をしました。

花を活けたり、筆を持ったりの初体験に最初は戸惑っていた

人たちも、しばらくすると要領を飲み込み日本の文化をそれな

りに楽しんでいました。 

21日

に延期されました。本来なら雨天中止だったのですが混雑緩和の

狙いで事前申し込み制にしていたため連絡がつくので数日前に延

日にはほぼ予定の人が来園、その日

の飛び入りも加わって大賑わい、主屋での紙芝居も大人気でした。 

箒は家什具・用具の一つで掃き集めたり掃き出したりする掃除道具です。用途

によって外の庭などを掃く庭帚、室内用の座敷帚、、作業用の手帚などの種類が

羽などで作られます。形状は枝

を付けたものが一般的です。柄の長いものは長

箒と云い、立ったまま床などを掃けるようになっています。長柄と短柄と区別

され、長柄は平筆状、短柄は扇形になっています。箒は古くはハハキと読み、

古事記に記載されており、正倉院には皇室に献上された遺品が残っており、か

箒を逆さに立てて居座っている客を早く帰

らせるまじないは、箒がものを掃き集めたり、掃き出す機能に由来します。

一般家庭でかつては普通であった箒による掃き掃除は真空掃除機に取って代わられました。古

民家では毎朝や月二回のクリーンアップで座敷や板の間の掃き掃除に長柄の箒が活躍していま

す。クリーンアップの作業で長柄の箒で掃き出すの感覚を思出してください。皆さんの参加を歓

    

 

栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました

インバウンドを迎える栄区ならではのおもてなしで、アフリ

カから横浜市水道局に研修に来ている人たち

、華道と書道の体験をしました。

花を活けたり、筆を持ったりの初体験に最初は戸惑っていた

人たちも、しばらくすると要領を飲み込み日本の文化をそれな

箒は家什具・用具の一つで掃き集めたり掃き出したりする掃除道具です。用途

によって外の庭などを掃く庭帚、室内用の座敷帚、、作業用の手帚などの種類が

羽などで作られます。形状は枝

を付けたものが一般的です。柄の長いものは長

箒と云い、立ったまま床などを掃けるようになっています。長柄と短柄と区別

され、長柄は平筆状、短柄は扇形になっています。箒は古くはハハキと読み、

古事記に記載されており、正倉院には皇室に献上された遺品が残っており、か

箒を逆さに立てて居座っている客を早く帰

らせるまじないは、箒がものを掃き集めたり、掃き出す機能に由来します。 
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栄区ならではのおもてなし、アフリカの水道研修員が来園しました 

インバウンドを迎える栄区ならではのおもてなしで、アフリ

カから横浜市水道局に研修に来ている人たち 6 人が

、華道と書道の体験をしました。

花を活けたり、筆を持ったりの初体験に最初は戸惑っていた

人たちも、しばらくすると要領を飲み込み日本の文化をそれな

箒を逆さに立てて居座っている客を早く帰

一般家庭でかつては普通であった箒による掃き掃除は真空掃除機に取って代わられました。古

民家では毎朝や月二回のクリーンアップで座敷や板の間の掃き掃除に長柄の箒が活躍していま

す。クリーンアップの作業で長柄の箒で掃き出すの感覚を思出してください。皆さんの参加を歓
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インバウンドを迎える栄区ならではのおもてなしで、アフリ
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インバウンドを迎える栄区ならではのおもてなしで、アフリ

日

花を活けたり、筆を持ったりの初体験に最初は戸惑っていた

人たちも、しばらくすると要領を飲み込み日本の文化をそれな
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《ふじやまだよりが創刊２００号になりました

 

月に創刊号を出して以来毎月発行を続けて来た「ふじやまだより」が今月号で

た。発行当初から月

らはカラー印刷になりました。「ふじやまだより」を作っているのは公園の広報部

人手が足りないのでボランティア会員を募集しています。

問い合わせは電話

 

変化朝顔撮影会が盛大に開かれました

 

 

 

事務局会議
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工作棟部会
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公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所
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アオイ科の

越冬がむつかしいことから、日本では一年草とされている。

には、明治初期に渡来したが、

入れられず食用として普及し始めたのは、昭和５０年ころから。

夏の朝、アオイ

つけるが、半日もすると

始める。実の形状から、レディスフィンガーという別名も

いる。ふじやま農園の片隅に植えられている。

 

ふじやまだよりが創刊２００号になりました

 ふじやま公園開園前の

月に創刊号を出して以来毎月発行を続けて来た「ふじやまだより」が今月号で

た。発行当初から月

らはカラー印刷になりました。「ふじやまだより」を作っているのは公園の広報部

人手が足りないのでボランティア会員を募集しています。

問い合わせは電話

変化朝顔撮影会が盛大に開かれました

部 会・事

事務局会議 

農芸部会 部会

     作業

里山部会 作業

工作棟部会 

囲炉裏守 囲炉裏焚き

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所

だより  第

科の多年草で

越冬がむつかしいことから、日本では一年草とされている。

には、明治初期に渡来したが、

入れられず食用として普及し始めたのは、昭和５０年ころから。

夏の朝、アオイやハイビスカスに

つけるが、半日もすると

始める。実の形状から、レディスフィンガーという別名も

ふじやま農園の片隅に植えられている。

ふじやまだよりが創刊２００号になりました

ふじやま公園開園前の

月に創刊号を出して以来毎月発行を続けて来た「ふじやまだより」が今月号で

た。発行当初から月 1

らはカラー印刷になりました。「ふじやまだより」を作っているのは公園の広報部

人手が足りないのでボランティア会員を募集しています。

問い合わせは電話 045（

変化朝顔撮影会が盛大に開かれました

会・事 項 

 

部会 

作業 

作業 

 部会 

囲炉裏焚き 

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所
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オクラ

であるが、原産地

越冬がむつかしいことから、日本では一年草とされている。

には、明治初期に渡来したが、

入れられず食用として普及し始めたのは、昭和５０年ころから。

やハイビスカスに

つけるが、半日もするとしぼみ始め、おなじみの細長い実をつけ

始める。実の形状から、レディスフィンガーという別名も

ふじやま農園の片隅に植えられている。

令和元

ふじやまだよりが創刊２００号になりました

ふじやま公園開園前の 2002 年

月に創刊号を出して以来毎月発行を続けて来た「ふじやまだより」が今月号で

1 回、４ページという体裁は変わっていませんが、

らはカラー印刷になりました。「ふじやまだより」を作っているのは公園の広報部

人手が足りないのでボランティア会員を募集しています。

（896）0590

変化朝顔撮影会が盛大に開かれました

日

７日(土)

19 日(木)

月曜日 

14 日(土

22 日(日)

25 日(水)

 当分の間

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所

2019 年８月

オクラ （ 秋

原産地がアフリカ

越冬がむつかしいことから、日本では一年草とされている。

には、明治初期に渡来したが、ねばねばした食感が日本人に受け

入れられず食用として普及し始めたのは、昭和５０年ころから。

やハイビスカスに似たきれいな

しぼみ始め、おなじみの細長い実をつけ

始める。実の形状から、レディスフィンガーという別名も

ふじやま農園の片隅に植えられている。

令和元年９月度

ふじやまだよりが創刊２００号になりました

年 11 月に開園準備号、さらに準備２号の発行を経て、

月に創刊号を出して以来毎月発行を続けて来た「ふじやまだより」が今月号で
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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)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へ  

(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。  

 

 

★ いろり端むかし話の会  語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう 

日 時：９月 1９日(木) 10 時 30 分～11 時 30 分    

場 所：古民家主屋いろり端      

定 員：15 名 当日先着順   無料   

★ 今年は長屋門の屋根を葺き替えます～出入りは通用門から～ 

昨年は主屋の屋根を改修(葺き替え他)しましたが、今年は９月中旬から、長屋門の改修(屋 

根の葺き替え、外壁の塗装補修、土間の修繕）を行う予定です。主屋の見学や予定してい 

る行事などはいつもの通り実施しますが、長屋門は仮設、足場などが取り囲むため通行出 

来なくなります。工事が完全に終わる来年１月中旬まで主屋への出入りや事務所へご用の 

方は、鍛冶ヶ谷口よりの通用門からお入りください。工事期間中(９月～来年１月)の多人 

数での団体見学はあらかじめ公園事務所へご確認下さい。 

★ 歴史探訪 ご希望の方は前もって事務所へお電話ください。 

今後の予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時 50 分です。 

第 140 回 ９月４日(水) 西区 掃部山コース 相鉄線平沼橋駅改札口 

第 141 回 10 月２日(水) 保土ヶ谷区 陣ヶ下渓谷探索 相鉄線上星川駅改札口 

第 142 回 11 月 6 日(水) 緑区 長津田歴史探訪 JR 横浜線長津田駅改札口 

第 143 回 12 月４日(水) 栄区 戦国武将コース JR 京浜東北線大船駅 南改札口 

★ ふじやま公園来園者数  ７月来園者数  1,102 名  元年度累計  6,725 名 

 

 

 

 

本郷ふじやま公園運営委員会  

 〒247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－20   TEL：045-896-0590   FAX：045-896-0593 

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限定員 

カメラ教室 ９月11日(水) 

   10時～11時30分 

～写してみよう～ 

  経験者も初心者も大歓迎 

無料 ８月26日(月) 

   12名 

初心者茶道体験教室 ９月15日(日) 

   13時～16時 

茶道を通して和の心を 

        学びましょう 

 500円 ９月７日(土) 

   10名 

押し花絵 ９月19日(木) 

   13時～15時 

秋のいやしのけしき  1500円 

 

９月10日(土) 

    ５名 

創作人形 

 ｻﾝﾀｸﾛｰｽと小物 

 (全４回) 

10月３日(木)､17日(木) 

11月７日(木)､21日(木) 

   13時～16時 

自然乾燥する粘土でサンタ 

クロースと小物を作ります 

2,000円 ９月24日(火) 

   10名 

和布細工 

 (全２回) 

10月７日(月)､21日（月） 

  13時～16時 

来年の干支の｢ねずみ｣を 

 作ります 

1,500円 ９月25日（水） 

   12名 

フラワー 

アレンジメント 

10月24日(木) 

 13時30分～15時30分 

晩秋からクリスマスまで飾れる 

 リース 

2,000円 ９月10日(火) 

   ８名 

・・・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 ９月４日(水) 

・クリーンアップ : 毎月第１、３火曜日(９月３日 17 日) 


