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あなたの素早い行動が人命を救う！
７月 21 日ふじやま公園で約 20 名のボランティアが参加して AED 取扱訓練が実施されました。
万が一事故などで倒れている人に遭遇しても、落ち着いて救命
処置ができるようになるための訓練です。
「救急車が来るまでの
6～７分が分かれ目です」という栄消防署の隊員の指導でみなさ
んは真剣に取り組んでいました。
覚えておこう！「救命処置」（横浜市安全管理局資料から）
①反応確認 ②119 番通報とＡＥＤの手配 ③気道確保 ④呼吸確認
⑤人工呼吸【省略可】 ⑥心臓マッサージ ⑦ＡＥＤ操作 以後⑥と⑦
の繰返し

朝露にぬれた蜘蛛の網の美しさは自然の贈り物。自然観察は、遠くから見る、近づいて見る、
触って見る、味わってみるのが基本です。
モンシロチョウの口はストローのように長く、羽を傷めずに花の奥まで伸ばして蜜を吸います。
幼虫の時期、種類によって食べる植物が決まっています。子孫が困らないようにそれぞれの食べ
られる草の近くに卵を産む思いやりのあるチョウのお母さん達です。
蝉の大合唱の中、早くもたくさんのトンボを発見しました。トンボの幼虫はヤゴ、幼虫の期間
は水の中で生活します。足をお腹にくっつけて長い時間飛ぶ事ができます。大型のオニヤンマを
見かけました。雨上がり、カブト虫とクワガタをカメラに収めることができました。成虫は日没
と共にクヌギやコナラの樹液を食べに活動します。秋の終わり頃にはいなくなります。
まんまるいキノコを見つけました！横からみても茎らしきものがありません。姫ホコリタケの
仲間でしょうか？芝生や草地に群生して生え、見た目の可愛らしさとは別
に芝生などを枯らしてしまうやっかいなキノコです。
秋を感じてか、早くもバッタやコウロギが飛びはねて
います。

◆平成 21 年 7 月来園者数
団体・グループ来園状況
来園者数：1,163 名
(来園日)
(団体名)
(人数・内数)
5 日(日)：横浜ボーイスカウト ···· 19 名
18 日(土)：警親会栄支部 ·········· 15 名
：さかえ歩け歩けの会 ···· 50 名
21 日(火)：笠友紀行会 ············ 17 名
24 日(金)：公田小学校 ············ 14 名
28 日(火)：仲間の会 ··············· 8 名
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教室訪問

ビーズ工芸
ビーズ工芸の
工芸の巻

第 20 回訪問は、7 月 23 日(木) スワロフスキーの指輪とイヤリングを作る教室を訪ねました。
この日の生徒は 8 名。先生が前もってイヤリングは作ってくださっていたので指輪づくりを教
わりました。細い針に細いテグスを通して丸小ビーズを 6 ケすくっていき、次にスワロフスキ
ー1 ケをすくって次々に形づくっていきます。細かい仕事にわからな
くなった生徒の先生を呼ぶ声が聞こえます。
それでも時間がたつと段々出来上がってきて指にはめてみるとキラキ
ラ輝いて美しい指輪の完成です。先生がいろいろな色のビーズを用意
してくださったのでそれぞれ自分好みの指輪をして帰って行きました。

古民家Ｑ＆Ａ

長屋門

Q：長屋門には門番がいましたか？
A：公園の長屋門には門番はいませんでした。長屋門は武家屋敷門として発生した形式です。
諸大名が自分の屋敷の周囲に、長屋を建て家臣などを住まわせ、その一部に門を開いて一棟と
したものが長屋門の始まりです。長屋門の意匠や構造は、その家の格式や禄高によって細かく
ちゅうげん

決められていました。武家屋敷では、門の両側部分に門番の部屋や 仲 間 部屋が置かれました。
また農家では主屋に対して付属屋(物置、作業場など)を一般的に
長屋と呼んでいました。特に主屋の前方、街道に面して建て、中間
を門とし左右に居室・物置などをおいた形式のものを長屋門、門長
屋、門屋などといいました。村内でも格式があり、地侍級の上層有
力農民にしか許されませでした。
旧小岩井家の長屋門は東側が板敷きの穀物入れ、西側が土間の納
屋になっています。従って門番はいませんでした。
（写真：主屋から見た長屋門）

今年も｢梅干し、梅ジュース
今年も｢梅干し、梅ジュース ｣ができました
公園のおよそ 15 本の梅の木もだいぶ大きくなりました。今年は 6 月 9 日、農芸部のみなさ
んが梅をもいでくれましたので、午後からはクリーンアップのメンバーが熟したものは梅干し用
に、青いものはジュース用にと選別しました。
翌 6 月 10 日、24kg は梅干し用として塩漬けに、12kg は梅ジュースにするため一晩冷凍し
た後、砂糖漬けに、6kg は今年始めて梅酢ジュースを作るため氷砂糖とりんご酢につけました。
瓶をゆすったり、見回るなどして約 1 カ月後の、公園の厨房で梅ジュースを作りました。梅
の実を取り出し、ジュースを湯煎にかけ、実は砂糖を少し加えて甘煮にしました。梅酢ジュース
は、未だ味がなじまないため、味噌倉の棚にしばらく寝かせておくことにしました。
晴れ間をみて７月 27 日～31 日、ボランティアの手をお借りして主屋の前庭に梅を干しました。
古民家をバックに梅がお日様を浴びている景色は昔なつかしい夏の風物詩でした。梅干しは塩分
18%からスタートして、昨年は 16%、今年は 14%まで下げて漬けました。来年はさらに 12%に
挑戦したいと張り切ってお
ります。
花を愛で味を賞味し、更
にボランティアの和に役立
ってくれる梅に“ありがと
う、来年もよろしく”
出来上がった梅干しなど
はイベント用に使います。
（相澤記）
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キャンドルナイト in さかえ

２００９ 夏

7 月 18 日土曜日、午後 7 時から本郷台駅前広場で“キャン
ドルナイト in さかえ”が開かれたくさんの人が集まりました。
会場には、区内の 12 団体から創意あふれたキャンドルが出品
され、本郷ふじやま公園のキャンドルは、竹製の手作りランタ
ン約 150 個を竹に飾りつけました。
工作部会のメンバーが、孟宗竹を切って、削り、穴をあけ、
風があっても消えない工夫がされている素晴らしいランタン
でした。7 時 30 分になると、駅前の照明が消され、夜空にラ
ンタンの明かりが一層映えていました。
「ふじやま公園のランタンは
素晴らしい」との声を沢山聞きました。
また、ポンポン船も子ども達にとても人気がありました。大人も
初めて見たらしく興味を持っていました。
終了後、ランタンは来場の皆さんがお土産に持帰ることが出来、こ
れも大好評でした。

『いろり
いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記 から

(原文のまま)
原文のまま)

土間あり、いろりあり、かまどもあって、ああ、昔の家はよかったなあと思いました。

※ 今年も鈴虫が育っています・・希望者におわけします、事務所へお問合せ下さい。

ヒルガオ（ヒルガオ科）

朝方にだけ花を開いているアサガオに対し、日中に花を開くことからこ
の名がつきました。初夏から初秋にかけて野原や道端に淡紅色の花を咲か
せます。地下茎は切れやすく、この切れた茎から増えていきます。
これに似たコヒルガオは全体に小型で都市周辺の空き地に多く咲きます。
アサガオとは又、違う風情がありますね。花言葉は“絆”だそうです。

平成 21 年 9 月公園ボランティア活動予定
部会・事項
事務局会議
農芸部会 部会
作業

日
時
4日(金)
14日(月)
月曜日 木曜日

部会・事項
古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

日
時
13日(日)
6日(日)27日(日)
3日(木)

里山部会 作業

12日(土) 19日(土)
27日(日)
30日(水)
適時

囲炉裏守 囲炉裏焚き

6日(日)10日(木)
20日(日)
1日(火)15日(火)

工作棟部会 部会
子ども工作準備

クリーンアップ
ふじやまだより編集会議

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

5日(土)

印刷
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6日(日)
12日(土)
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楽しい教室のお知らせ

奮ってご参加ください、お待ちしております。

教室名
日時
作 っ て 遊 ぼ う ～ 9月20日(日)
子ども工作の日
10時～12時
13時～15時
折り紙手芸
10月5日(月）
11月16日(月）
12月7日(月）
10時～12時30分
押し絵
10月8日(木)
22日(木）
13時～16時
染色教室
10月15日(木)
13時～16時
寺子屋
10月17日(土)
第13シリーズ
10時～12時
第4５回初心者茶 10月17日(土)
道体験教室
13時～16時
押し花
10月20日(火)
13時～16時
布細工10月教室 10月14日(水)
10月21日(水)
11月教室 11月11日(水)
11月18日(水)
13時～16時30分
秋の植物観察会 9月26日(土)
10時～12時

内容
小さなノートを作る

三角パーツを作りお正月
の門松を作ります

材料費
応募期限
無料 当日受付（12名）
10時～11時
13時～14時
600円 9月26日（土）
8名
（全3回）

秋の味覚”ぶどう“を作り
ます

1,200円 9月25日(金)

シルクのストールを秋色
に染めましょう
土壌微生物に感謝

2,000円 9月30日（水）

初心者大歓迎
平服でお越しください
秋の花をデザインする
18cm×10cmの額
干支のとらを作ります

秋に花の咲く野草を
中心に観察します

無料 9月30日(水)
20 名 当 日 直 接
参加可（若干名）
500円 ９月30日(水)
先着10名
2,000円 10月15日(木)
先着5名
1,000円 9月30日(水)
10月教室、
11月教室いず
れかに申込む
無料 申込み不要
当日直接公園へ

（１）持参品：返信ハガキで連絡します。
（２）定員：12名。応募者多数のときは抽選。
（３）応募要領：往復ハガキに、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

・・・お知らせ・・・
◆お月見飾りのご案内 日時：
日時： 10月
10月2日(金)、3日(土)、4日(日） 13 時～16 時
古民家廊下にお団子とお花をお供えします。3日は中秋の名月・4日は満月にあたります。
◆消防訓練
消防訓練 日時：
放水訓練を行います、奮ってご参加下さい。
日時：９月３日
９月３日(土) 13時から
13時から
放水訓練を行います、奮ってご参加下さい。

・・・訂正のお知らせ・・・
広報よこはま栄区版8
広報よこはま栄区版8月号「ビーズ工芸」の内容に誤りがありましたのでお詫びいたします。
月号「ビーズ工芸」の内容に誤りがありましたのでお詫びいたします。
誤「スワロフ
正「スワロフ
「スワロフスキーの指輪とイヤリング」
正「スワロフスキーのかわいいネックレス」
・開館時間
・休館日
・クリーンアップ

： 9：00～17：00・入館料：無料
： 9 月 2 日（水）
： 9月１日（火）15日（火）10時～11時

★ふじやま公園運営委員会
〒247－
47－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－２０ TEL：
TEL：896896-0590 FAX：
FAX：896896-0593

４

