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日中、うららかな日の光が木々を温めます。心地よい陽気に誘

われて公園内を散歩。３月中旬、サクラの開花宣言が発表されま

した。その時期ふじやま公園内のサクラはすでに数輪開花してい

ました。 

 元大橋側の正門では見事なシダレザクラが迎えてくれます。花

弁は一重で白い小さめの花を枝垂れた枝に無数に付けます。幹を

背に見上げると桜の空に。 

 公園内のサクラでは一番に開花するカンヒザクラ、濃い

紅色の花をひたすら下向きに咲き可憐さを感じさせます。 

 ゆるやかなカーブを曲がり、右手に古民家を見て左側の

土手にはオオシマザクラやヤマザクラが咲き誇り圧巻です。

毎年、開催される山桜を愛でる花見会のシンボル的存在で

もあります。（サクラが散る様子もサ

クラ吹雪となり見事です） 

 オオシマザクラは伊豆大島に多い

野生種、白い大輪の花が咲き葉は桜

餅を包む役割も致します。ヤマザクラは公園となる前からありました。淡

紅色の花が赤みをおびた葉と同時期につけ、絶妙なコントラストが素朴で

ありながら春をかもし出しています。 

その他には古民家や畑の周り、竹林やコナラの周辺にも点在しています。 

足元の芝生はすでに緑の絨毯と化し、４～５月、草花は一斉に開花します。 

 

 

 

 

 

来園者数：2,465 名 

(来園日)   (団体名)    (人数・内数) 

1 日(月) セントケアホーム港南 ···· 10 名 

    中野保育園 ·············· 30 名 

4 日(木) 中野保育園 ·············· 40 名 

     神年協都筑支部 ·········· 15 名 

     老人保健施設あさひな ···· 10 名 

7 日(日) 横浜建職栄支部 ········· 10 名 

8 日(月) 中野幼稚園············· 260 名 

 

12 日(金) 中野保育園 ············· 45 名 

13 日(土) 山口蓬春記念館 ········· 25 名 

17 日(水) 幼児連れ母親グループ ··· 40 名   

18 日(木) 中野幼稚園 ············ 160 名 

20 日(土) 山口蓬春記念館 ········· 20 名 

23 日(火) 中野保育園 ············· 30 名 

30 日(火) 通所介護すずらん ······· 22 名 

☆☆☆☆    ホームぺホームぺホームぺホームぺージはージはージはージは    →→→→        本本本本郷ふじやま公園郷ふじやま公園郷ふじやま公園郷ふじやま公園    →→→→    検索検索検索検索    
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春の「山桜を愛でる花見会」が開催されました。 

3月4日（土）。当日はお花見日和。演芸

の出し物はお囃子にあわせておどる獅子

やひょっとこ。お獅子に願い事を念じて頭

を噛んでもらったり、大学生の弾く津軽三

味線、若い昇竜の人たちの太鼓の響き等い

つもながら素晴らしいものでした。子供た

ちは大根鉄砲をしたり、うぐいす笛を作っ

たり、版画を刷ったりして工作を楽しみました。沢山のお客様は手作り

のいなりずしや三色団子、焼きシイタケ、じゃがバター、おにぎり、甘

酒などを食べながら、特設のお茶席からも春の一日を楽しんでいました。 

    

    

    

    

    

    

    

    

QQQQ：：：：公園の古民家の神棚はどこにありますか     

AAAA：広間にあります。神棚は住居の中に設けられ神霊を祀る信

仰用具の一種です。鴨居付近に取付けた棚に屋形型や宮殿型

の小祠を置くのが一般的です。小祠の中には伊勢神宮の大麻

(邪霊を祓う役割があるお札)や氏神，鎮守神，産土神などの

神札を安置して神体として祀ります。神棚を設ける部屋は家

族が団欒する日常生活の場合が多く、客間として用いられる

部屋の場合もあります。神棚の向きは東向きか南向きの方角で、かつ大人の目線より高い位置

に設けます。二階がある場合は神棚の上を人が歩かないように考慮します。神棚の起源は室町

時代末期に伊勢の御師(神人)が配布した大麻を収めることがきっかけと言われています。 
旧小岩井家の神棚は広間の仏間との境、内法上に上げてあり東向きです。厨子二階の床が神

棚の上にならないような位置関係にあり、わかりにくいですが広間に座って見上げると幅二間

半、奥行一尺半の全体が見えます。また土間の三連のカマドの上には火の神を祀った小さな荒

神棚があります 

 

遠くブラジルからのお客様が来園 

この日気温５度、東京は雪が降りました。 
ブラジルのミナスジェライス州からジョセマイケスさんとコルマ

ヒーご夫妻がふじやま公園を訪れました。案内は、市民同士がホ

ームスティを通じて世界平和を目的にしている「フレンドシップ

フォースオブ東京」の吉田さんです。 
 古民家内の様子をご覧になり、また雛人形を上手に写真に収め

ていきました。農芸部の作業も見学、シイタケのほだ木、竹炭の

出来上がる様子など興味深く聞かれ、又炭火にて試食用のジャガイモも食べて戴き「ボン，デリ

シオーゾ」とポルトガル語で喜んでくれました。皆で写真に納まり別れの挨拶“チャオ”で次は

奈良へ行かれるとか。 

『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    ((((原文のまま原文のまま原文のまま原文のまま))))    

弓道場から歩いて来ました。カラスの ねどこだと ばかり思っていました

けど、ステキな竹林を抜けて、落ち着いた雰囲気の古民家に心静かになりま

した。 

古民家 Q&A  「神 棚」 
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高く泳げ！鯉のぼり 

子どもたちの健やかな成長と発展を祈って子どもたちの健やかな成長と発展を祈って子どもたちの健やかな成長と発展を祈って子どもたちの健やかな成長と発展を祈って    

ふじやま公園では端午の節句の前後（（（（４月 21 日(水)～5 月 17

日(月）））））に、古民家の座敷に五月の節句人形をかざり、中庭に鯉

のぼりを揚げます（晴天のみ）。鯉のぼりは大変に大きくてその

柱は 16 メートルもあります。柱は 10 人以上の人たちが半日かけ

て立てます。 

もとは女性の節句から変化、５月５日は語呂合わせ？  

旧暦では午の月は５月にあたり、この午の月の最初の午の日を

節句として祝っていたようです（「端」は物のはし、つまり「始ま

り」の意）。のちに５が重なる５日が端午の節句になったと言われ

ています。 

古く日本においては、男性が戸外に出払い、女性だけが家の中

に閉じこもって田植えの前に穢れを祓い身を清める儀式をおこな

う「五月忌み」（さつきいみ）という女性の節句がありました。こ

れが中国で邪気を祓うためにおこなった端午の行事と結びつけら

れたようです。そして宮中では菖蒲を髪飾りにした人びとが天皇から薬草を練った「薬玉」（く

すだま）を賜りました。今では薬玉は、七夕や祝い事に使われるきれいな切り紙や短冊が入った

割玉として生きています。 

鎌倉時代ごろから「菖蒲」が「尚武」と同じ読みであること、また菖蒲の葉が剣の形を連想さ

せることなどから端午は男の子の節句とされました。鯉のぼりは、江戸時代中期以降武士がこの

日を尚武の日として、旗指物などの武家飾りを門口に立てたのに対し、経済力をつけた町人が滝

をも登るとされる出世魚の鯉を幟として立てて対抗したことに始まります。 

   

 

 

    

平成平成平成平成 22222222 年年年年 5555 月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定    

部会・事項 日  時 部会・事項 日  時 

事務局会議 7 日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

歴史探訪 

9 日(日) 

23 日(日) 

6 日(木) 

農芸部会 部会 

     作業 

17 日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 

 

8 日(土) 15 日(土) 

23 日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 2 日(日) 13 日(木) 

16 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

26 日(水) 

適時 

クリーンアップ 18 日(火) 

ふじやまだより編集会議 8 日(土) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 未定        印刷 13 日(木) 

 

 

 

 

落葉樹ですが秋に枯れた葉が、翌年の春に新芽が芽吹くまで葉が落ちることな

い特性から「代が途切れない」といって縁起物として五月の節句には柏餅を包む

のに葉が使われます。また、昔は山に生えたカシワの木は家ごとに父子伝来であ

ったといわれます。冬季の強風を防ぐ防風林やウイスキーの樽に最適です。公園

内では長屋門入り口、左手に一本、君臨しています。 

カシワ  （（（（ブナ科）  

カシワの木の新芽 
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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   奮ってご参加ください。お待ちしております。 

教室名 日時 内容 材料費 応募期限 

作って遊ぼう

～子ども工作

の日 

5月16日(日) 

 10時～12時 

13時～15時 

ドリームキャッチャ―を

作ります 

無料 当日受付 

先着各12名 

押し絵 6月3日(木)13時～16時 

6月22日(火) 同上 

朝顔の花を色紙に描きま

す 

1,500円 5月20日(木) 

布ぞうりつく

り 

６月６日(日) 

10時～15時 

一日で一足完成します 500円 5月25日(火) 

 

フラワーアレ

ンジ 

6月8日(火) 

13時30分～15時30分 

初夏の花を生ける 2,000円 5月25日(火) 

8名 

布細工 6月9日(水)13時～16時30分 

6月16日(水) 同上 

和布でトンボのブローチ

を作ります 

700円 5月31日(月) 

全2回コース 

遊布 6月10日(木) 

13時～16時 

七夕さまの状差し 1,000円 5月30日(日) 

 

銀アート 6月11日(金) 

13時～16時 

銀粘土でオープンハート

のペンダント作ります 

2,000円 5月25日(火) 

６名 

第53回初心者 

茶道体験教室 

６月19日(土) 

13時～16時 

古民家で茶道を男女平服

で楽しめます 

500円 

但し教

材費 

5月28日(水) 

先着10名 

押し花 6月23日(水)13時～16時 春の花を押し花額にデザ

イン 18cm×10cm 

2,000円 6月15日(火) 

造形遊び 6月29日(火)10時～12時 

      13時～15時 

枝と竹で写真フレームを

作る 

500円 6月10日(木) 

各5名 

（１）持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：特に指定がなければ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 

 

・・・・・・・・・・・・お知らせお知らせお知らせお知らせ・・・・・・・・・・・・    

    

◆◆◆◆    端午の節句飾りのご案内端午の節句飾りのご案内端午の節句飾りのご案内端午の節句飾りのご案内        

日時：日時：日時：日時：4444月月月月21212121日日日日((((水水水水))))～～～～5555月月月月17171717日日日日((((月月月月)10)10)10)10時～時～時～時～16161616時時時時    

     古民家座敷に端午の節句人形を飾り、前庭に鯉のぼり  

(晴天のみ)を揚げます 

ご一緒にお子様の健やかな成長と発展を祝いませんか 

 

   

・開館時間     ：  9：00～17：00・入館料：無料 

・休館日      ： 5 月 6 日(木） 

・クリーンアップ  ： 5月18日(火）10時～11時 

    

★★★★ふじやま公園運ふじやま公園運ふじやま公園運ふじやま公園運営委員会営委員会営委員会営委員会    

〒〒〒〒222247474747－－－－0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０    TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590  FAX0590  FAX0590  FAX0590  FAX：：：：896896896896----0593059305930593    

｢ふじやまだより｣に対するご意見やご感想を電話、FAX でお気軽にどうぞ。 
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