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ペリー来航直前の様子を御用留からみます

 

の世の中の動きを小岩井家文書御用留からいくつか紹介

し解説します。御用留は江戸時代の村役人が領主から下

達された触書などを控え

役人が領主に上申したことや諸事の届の控えも収録され

いる場合もあります。今回の御用留には年貢関連、宗門

人別改や秤改めさらには雨乞いなど定例的なもののほか

に、異国船渡来に関する人足動員

鉢植え植物の売買

もあります。

釈あるいは背景などを解説します。
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日 時：令和元年

場 所：あーすぷらざ会議室

演 題：ペリー来航直前の
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うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

だ。 

本郷ふじやま公園広報紙

 

ペリー来航直前の様子を御用留からみます

今年の古文書講座はペリー来航直前

の世の中の動きを小岩井家文書御用留からいくつか紹介

し解説します。御用留は江戸時代の村役人が領主から下

達された触書などを控え

役人が領主に上申したことや諸事の届の控えも収録され

いる場合もあります。今回の御用留には年貢関連、宗門

人別改や秤改めさらには雨乞いなど定例的なもののほか

に、異国船渡来に関する人足動員

鉢植え植物の売買、利殖の規制など時代を反映したもの

もあります。これらの中からいくつかの項目を選んで注

釈あるいは背景などを解説します。

              

時：令和元年 11 月

所：あーすぷらざ会議室

題：ペリー来航直前の

師：横浜市歴史博物館

500 円(資料代

込：往復ハガキで公園事務所

247-0009 

月５日(火)

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

本郷ふじやま公園広報紙 ふじやまだより

 

ペリー来航直前の様子を御用留からみます

今年の古文書講座はペリー来航直前

の世の中の動きを小岩井家文書御用留からいくつか紹介

し解説します。御用留は江戸時代の村役人が領主から下

達された触書などを控え、記録した帳簿です。更には村

役人が領主に上申したことや諸事の届の控えも収録され

いる場合もあります。今回の御用留には年貢関連、宗門

人別改や秤改めさらには雨乞いなど定例的なもののほか

に、異国船渡来に関する人足動員

利殖の規制など時代を反映したもの

らの中からいくつかの項目を選んで注

釈あるいは背景などを解説します。

                          

月 13 日(水

所：あーすぷらざ会議室 

題：ペリー来航直前の世の中の動き

師：横浜市歴史博物館 小林紀子学芸員

資料代)   定 

込：往復ハガキで公園事務所

 栄区鍛冶ヶ谷

) 

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

ふじやまだより

 

ペリー来航直前の様子を御用留からみます

今年の古文書講座はペリー来航直前(嘉永５年

の世の中の動きを小岩井家文書御用留からいくつか紹介

し解説します。御用留は江戸時代の村役人が領主から下

記録した帳簿です。更には村

役人が領主に上申したことや諸事の届の控えも収録され

いる場合もあります。今回の御用留には年貢関連、宗門

人別改や秤改めさらには雨乞いなど定例的なもののほか

に、異国船渡来に関する人足動員、その支払いや珍しい

利殖の規制など時代を反映したもの

らの中からいくつかの項目を選んで注

釈あるいは背景などを解説します。 

            

水) 13 時 30

世の中の動き 

小林紀子学芸員

 員：80 名

込：往復ハガキで公園事務所 

栄区鍛冶ヶ谷 1-20)

 

今年の能舞能楽コンサートで、初めてのこと

が起こるかもしれない。…というのは今までは

板の間の狭さから、おもて（面＝能面）をつけ

ないで舞っていただいていたのだが、こちらの無理なお願

いを聞いてくださって、何とかおもてをつけた演目を加え

ていただけそうなのだ。主屋で何度か稽古を重ねて…とい

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

ふじやまだより第 201 号 

1 

 

ペリー来航直前の様子を御用留からみます 

嘉永５年-1852

の世の中の動きを小岩井家文書御用留からいくつか紹介

し解説します。御用留は江戸時代の村役人が領主から下

記録した帳簿です。更には村

役人が領主に上申したことや諸事の届の控えも収録され

いる場合もあります。今回の御用留には年貢関連、宗門

人別改や秤改めさらには雨乞いなど定例的なもののほか

その支払いや珍しい

利殖の規制など時代を反映したもの

らの中からいくつかの項目を選んで注

            

30 分～15 時

小林紀子学芸員 

名 

20)まで 

今年の能舞能楽コンサートで、初めてのこと

が起こるかもしれない。…というのは今までは

板の間の狭さから、おもて（面＝能面）をつけ

ないで舞っていただいていたのだが、こちらの無理なお願

いを聞いてくださって、何とかおもてをつけた演目を加え

ていただけそうなのだ。主屋で何度か稽古を重ねて…とい

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

 2019 年９

 

 

1852年)

の世の中の動きを小岩井家文書御用留からいくつか紹介

し解説します。御用留は江戸時代の村役人が領主から下

記録した帳簿です。更には村

役人が領主に上申したことや諸事の届の控えも収録され

いる場合もあります。今回の御用留には年貢関連、宗門

人別改や秤改めさらには雨乞いなど定例的なもののほか

その支払いや珍しい

利殖の規制など時代を反映したもの

らの中からいくつかの項目を選んで注

             

時 

今年の能舞能楽コンサートで、初めてのこと

が起こるかもしれない。…というのは今までは

板の間の狭さから、おもて（面＝能面）をつけ

ないで舞っていただいていたのだが、こちらの無理なお願

いを聞いてくださって、何とかおもてをつけた演目を加え

ていただけそうなのだ。主屋で何度か稽古を重ねて…とい

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

 
 

子
四
月
廿
二
日 

 
 

郡
代
所 

９月 15 日(日

  

 

今年の能舞能楽コンサートで、初めてのこと

が起こるかもしれない。…というのは今までは

板の間の狭さから、おもて（面＝能面）をつけ

ないで舞っていただいていたのだが、こちらの無理なお願

いを聞いてくださって、何とかおもてをつけた演目を加え

ていただけそうなのだ。主屋で何度か稽古を重ねて…とい

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

異
国
船
が
沖
合
に
見
え
た
の
で
、
予
め
指
示
し
た 

 

人
足
の
火
急
の
動
員
が
あ
る
の
で
、 

準
備
し
て
お
く
よ
う
指
示
す
る 

以
上 

日)  

 

本郷ふじやま公園

運営委員会

今年の能舞能楽コンサートで、初めてのこと

が起こるかもしれない。…というのは今までは

板の間の狭さから、おもて（面＝能面）をつけ

ないで舞っていただいていたのだが、こちらの無理なお願

いを聞いてくださって、何とかおもてをつけた演目を加え

ていただけそうなのだ。主屋で何度か稽古を重ねて…とい

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

本郷ふじやま公園

大
意 

 
 
 
 

 
 
 
 

本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

今年の能舞能楽コンサートで、初めてのこと

が起こるかもしれない。…というのは今までは

板の間の狭さから、おもて（面＝能面）をつけ

ないで舞っていただいていたのだが、こちらの無理なお願

いを聞いてくださって、何とかおもてをつけた演目を加え

ていただけそうなのだ。主屋で何度か稽古を重ねて…とい

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう

本郷ふじやま公園

 

 

ないで舞っていただいていたのだが、こちらの無理なお願

いを聞いてくださって、何とかおもてをつけた演目を加え

ていただけそうなのだ。主屋で何度か稽古を重ねて…とい  

うことになるのだが、ぜひうまくいってほしいものだ。今年は鏡板という舞台背景の松の絵 

もボランティア会員の力作で新しくなって、なかなか見どころの多いコンサートになりそう 

本郷ふじやま公園 



ふじやまだより

 

古民家

 

これまで水や飲食物の保存用具や煮炊き用の調理具とし

壺

径が狭くなり口頸部があります。甕

で壺の大型のものも言えます。頸の直径が腹部の直径の２

２

 

ホームページがいろいろ変身中です

 

ふじやまだよりを創刊号から閲覧出来るのをはじめ、同紙のコラム「ふじやま公園の植物」を選

んで読めたりできるようになりました。今後も「古民家ミニ博物館」など、さまざまな記事を選

んで読めるようになっていく予定です。
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今年のお月見飾りは
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五夜は

いるものです。

能舞・能管コンサート好評受付中

子一噌流能笛奏者、他社中の皆

全体のテーマを「令和の御代がわり」と題して

なりそうなのが人気を呼んでいます。定員は

話番号、人数（幼児はご遠慮ください）を書いて

多数の場合抽選です。
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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：10 月 17 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  

★ 区民まつり 今年も参加します 

日 時：11 月２日(土) 10 時～15 時    場 所：本郷中学校校庭及び体育館 

写真展示：公園の今と今後のイベント紹介 

公園特製竹炭を販売します(１袋 100 円)  子供工作を一品予定 

ボランティア会員参加希望者 当日受け付けます 

★ ふじやま農園収穫祭   抽選で無農薬野菜が当たります 

日 時：11 月９日(土) 雨天の場合は 10 日(日)に順延 

サツマイモ掘り、サトイモ掘り体験 小学生 各 15 名 

焼いも、ふじやま鍋販売 先着順 各 150 名 各 100 円 

★ 歴史探訪 参加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 141 回 10 月２日(水) 保土ヶ谷区 陣の下渓谷探訪 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  ８月来園者数 709 名  元年度累計 7,763 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 10月９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 ９月27日（金) 

   12名 

初心者茶道体験教室 10月20日(日) 

 12時30分～15時30分 

ご自身で抹茶を点てて 

  飲んでみましょう 

 500円 10月10日(木) 

   10名 

押し絵 

  (全２回) 

11月11日(月) 18日(月) 

   13時～16時 

来年の干支｢福ねずみ｣を 

  色紙に 

 1,500円 

 

10月25日(金) 

    12名 

フラワー 

アレンジメント 

11月14日(木) 

 13時30分～15時30分 

クリスマス リース 2,000円 10月30日(水) 

   ８名 

里山のそば打塾 11月23日(土) 

   10時～12時30分 

手打ちそばの基本を学び、美

味しいそばを打ち、自分で打

ったそばを試食します 

  900円 11月８日(金) 

   10名 

フラワー 

アレンジメント 

11月28日(木) 

 13時30分～15時30分 

クリスマス アレンジメント 2,000円 11月13日(水) 

   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 10月２日(水) 

・クリーンアップ : 毎月第１、３火曜日(10 月１日、15 日) 


