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春風と共に古民家スタンプラリー！

・ 巡る……語感に何か不思議な魅力を感じます。

ぁちこちを歩いて廻る、次々と移り進むなど、

何か未知なるものへの期待感が、めぐるという

言葉の中に秘められている気がします。

この古民家には誰が住み暮らし、この建物は

時代の変化をどのように受け止めてきたのか、

感慨に耽ります。囲炉裏の火は団槃であり、萱 ．． .. - '・

葺きを保っため燻されてきました。その匂い香、

かも知れません。

煤けた色が故郷であり、ほっと息のつける場所 ；i5り月しぶじ‘?;t1公II.
さて、横浜には古民家を持つ公園が幾つもありますが、その中の 6つの公園で「よこはま古民家め

ぐり」というスタンプラリーを 4月から開始いたします。「本郷ふじやま公園」もその中の一つとして

参加しています。古民家のある公園を巡り、それぞれの公園の持っている楽しさや面白さを探してい ．

● ただこうというものです。参加している公園は、●都築民家園●せせらぎ公園古民家●長屋門公園◆

天王森泉公園●舞岡公園●本郷ふじやま公園（詳しくは折込の案内をご覧下さい）の 6つです。

この 6つの公園を完巡した方には記念品がプレゼントされます（最後の古民家でお渡しします）。ど

この公園からスタートしてもかまいません、どこの公園で終えても結構です。 6ケ所全部廻ることだけ

が条件です。ただし、最初にスタンプを押した公園で、その日の日付を入れてもらい、その日から 6

ヶ月以内に 6つの公園を全部廻らなくてはなりません。記念品は公園によって異なりますが中身が何

か？はお楽しみです。

詳しい手引きやスタンプ台紙は、各々の公園に用意してあります。勿論、本郷ふじやま公園にも置

いてあります。

6つの公園の近くには、昔の道（中原道、大山道、鎌倉古道、矢倉沢往還など）も通っています。ど

の道が何処に通じているのかを探して歩くのも楽しみです……さあ歩いてみましょう。

くこの他にも横浜市内には古民家のある公園があり見学できます＞
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子どもたちと「端午の節句」を祝いましょう

5月 5日は「端午の節句」（「桃の節旬」や「七夕」等

と共に五節句の一つ）として古くから祝われてきました。

子どもたちの健やかな成長を願った伝統行事ですが、古

民家と共に守っていきたいものです。

本郷ふじやま公園では 5月 5日（月 ・祝）に下記の催

しを行います。多くの方々のご来園をお待ちしております。

記

古民家歴史部会 木 島健司

催 し

①昔話と紙芝居

場所 時 間

②「おしるこ」参加費 10 0円

古民家いろり端

古民家前庭

1 0時から 30分の予定

1 1時から先着200名様

なお、 5月 1日から 5月 5日まで、古民家前庭に鯉織を立て、座敷には節句飾りをしております。

また、 5月 5日当日は「いろり」も焚きます。

茶道体験教室のご案内

ふじやまの四季をお茶を通して楽しんでみませんか，気軽な服装でご参加いただけます。初めての

方でも大歓迎です。お茶道具は一切、講師の方で用意いたします。各回とも皆さんが亭主と正客を体

験していただき、お茶の作法を直接体験していただきます。季節により道具やお手前が多少変わりま

す。

第 1回 6月 14日（土） 13:00------16:00

第2回 8月 9日（士） 13:00,....,16:00

第 3回 10月 11日（土） 13:00------16:00

◆開催場所 本郷ふじやま公園古民家座敷 ◆講師裏千家志村宗道

◆定員 各回 12名（重複申込みでも可） ◆参加費 各回 500円（茶菓その他の費用）当日納入

◆申込み 往復ハガキに「茶道体験教室第何回」と住所、氏名、電話を記入の上、公園事務局へ

◆締め切り 開催日の 1ヶ月前に締め切り、応募者多数の場合は抽選

1広報部員募集I

本郷ふじやま公園では、広報部員を若干名募集しております。活動内容としては、この「ふじやま

だより」の編集•印刷 ・ 配布や公園で行う催し物のチラシの作成などです。パソコンやデジタルカメ

ラに強い人を希望しますが、熱意があれば経験は問いません。広報活動に関心のある方のご応募をお

待ちしております。ご希望の方は事務局（T且 896-0590)へお電話ください。
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～種蒔けば天をかぎりの夕焼ぞ 林火～
農芸部会

明るいぬくもりの陽光、やわらかな雨はふじやま公園の大地にも潤いをもたらし、この季節、いっ

せいに目覚める木々の芽吹きは私たちの目に新鮮で、身内の眠りを呼覚ましてくれます。

農芸部会は開園して約 2ヶ月、 2度の定例会、春の到来を実感しながらの週 2回の定例作業日の活

動で、畑・花壇の土づくり、シイタケ菌の植菌，堆肥づくりをしました。廃材を使っての堆肥の囲い

場は手作りとしては大変立派にできたと思います。

4月は、いよいよ花壇に各種の和花、茶花、山野草の植付けを始めます。畑は土づくりを継続しな

がら野菜づくりに入ります。花は来園者と古民家に潤いを、野菜は公園でのイベントに、時には私た

ちの疲れを癒してくれることを期待してのものです。大勢の仲間 (4/1現在 56名登録）と自然と

向き合いながら楽しく活動してまいりたいと考えております。

『ご報告』

2月 15 日の開園行事の一環として、本郷中、本郷小、桜井小の児童•生徒さんたちと植樹したド

ングリの苗は 51本中 50本が根付き、芽を膨らませ、あるいは開いてきました。因みに、 ドングリ

苗は、ふじやまや近くの山で採取し、丁度公園の名称が決まった西暦 2000年 3月頃に発芽したも

のです。かつての美しいふじやまの雑木林・原風景が再生されることを願ってのことです。
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工芸部会 相澤志万子

今回の教室は、 4回で 8作品を用意しました。少し多すぎるのではという心配もありましたが、始

めてみると手先の器用な方、熱心な方が多く，予定通りに仕上げることができました。併せて、手仕

事、針仕事の楽しさも実感していただけたと思っております。

今，身の回りには物が溢れ、簡単に手に入れることができますが参加者全員が、自分だけの物を作

● れたことは素晴らしいことだと思っております。豊な自然と古き良き物に囲まれた工作棟で、手作り

の楽しさを味わえることは幸せです。

教室初日は丹沢からの風も冷たい 3月 3日でしたが、最終日の 3月 24日は、早くも桜の督がふく

らみ、公園はすっかり春のたたずまいになっておりました。

,,_.-. --・ ’’‘. ， - -••- -•- •一-------·一•--- -
来園に際して

北エリアには来園者用の駐車場がありませんので、

公共交通機関をこ利用ください。

沿本郷台駅から徒歩で約30分

ゴ

l 
R最寄りのパス停「鍛冶ケ谷町」（徒歩約10分）、「元

這」（徒歩約9分）、「中野町」（徒歩約7分） I 
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また、車で来園の際は、南エリアの弓道場の有料駐 I
車場(30台収容）をこ利用ください。路上駐車は、近

隣の迷惑となりますので、四還慮ください。 . j 
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工作棟6月教室のご案内
教室名 開催日程 内容 持参する物 材料費
七宝焼 6月12日（木） 銀箔を使ったアクセサリー ポケットティシュ 1,000円

担当小澤 1 3 : 00-1 6: 00 
894-0512 

粘土工芸 6月13日（金） おつかいフビットのレリーフ 紙切り用ハサミ 1,500円
担当成田 6月27日（金） ラジオペンチ（ある方）
894-0923 13:00~15:30 木工用ボンド

手拭用タオル
遊布 6月11日（水） うさぎのナイーマットと 糸、針（使い慣れた物 1,000円

担当萬矢 1 3 : 00-1 6: 00 スプーン置き
893-9334 

刺し子 6月1080日;...,（水） クッションカバー なし 1,000円
担当頭川 13: 16:00 45cmx45cm 
894-0983 

布細工 6月25日（水） 人形の形のタオル掛け 針、糸 . 1,000円
担当相澤 7月9日（水）
894-9640 13:00-16 :00 
アートフフワー 6月20日（金）

シ作ルるにクの叩布1をコ染）めて花を
なし 1,000円

担当寺田 13: 00-16: 00 
892-2033 

ー ・

申し込み往復ハガキに教室名、住所、氏名（復にも同じ），雷話を記入して下記へお申し込み下さい。 ・・9 
申込み期間：5月1日より受付開始～5月31日必着
募集人員：各教室12名（応募多数の場合は抽選）
参加費：材料費のみ実費負担

ハーブ教室のご案内 ハーブの香りに誘われて（全5回コース）

回数・担当 開催日時 内 容 参加費

第1回 6月24日（火） 『ルームスプレー』 1,500円

担当桑名 13:00~1630 生活にアロマセラピーを取り入れましょう

第2回 7月 8日（火） 『ハーブのレリーフ』 1,500円

担当成田 13:00-16:00 ラベンダーの香りを楽しむ壁掛けを作ります

第3回 9月 9日（火） 『ミニハーブガーデン』 ,. 500円

担当寺田 13:00-16:00 約25センチ円形の室内用インテリア・ガーデン作り

第4回 10月 7日（火） 『癒しのハーブ料理』 1,500円

担当 今中 10:00-13:00 家庭料理にハーブを取り入れて楽しみましょう

第5回 11月 4日（火） 『アースカラーの染色』 1,500円

担当佐々木 13:00~16:00 シルクのストールをハーブで染めてみましょう
申込み往復ハカキに教室名、住所、氏名（復にも同じ）、電話を記入してお申し込みください（全5回通し）
申込み期間 5月1日より受付開始～6月10日必着
募集人員 12名（応募者多数の場合は抽選）
参加費 材料費のみ実費（当日納入）

心が砂心立ヰ珍女羹4唸女心呵女咋喰しむ~砂心立

●開館時間：午前9時～午後5時
瓢休館日：毎月第1水曜日（祝臼の場合はその翌日）、年末年始

璽入館料：無料

0本郷ふじやま公園連営委員会 〒247-0009 鍛冶ケ谷 1-20

電話896-0590 FAX896-0593 

0緑政）91j中部公園緑地事務所 電話711-7802 FAX712-6260 

(4) 

（＇ 


