
本郷ふじやまだより 第 89 号 5 月 15 日(土) 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふじやま公園のホームページが一新します 

 本郷ふじやま公園古民家ゾーンのホームペー

ジは平成 17 年 10 月中旬に公開されました。この

ホームページは江戸末期の名主屋敷である古民

家のたたずまい、古民家で行う行事や体験教室、

自然が豊かな里山更には富士講碑などの紹介を

進めてきました。アクセス数は今年４月末までに

21,800 におよび、最近の１日当り 15 以上になっ

ています。来園者が近隣から栄区さらには市外・

県外に及ぶに従って｢広報よこはま栄区版｣や｢ふ

じやまだより｣の配布されない地域に対するホー

ムページの役割が重くなりつつあります。 

そこでホームページを見て公園へ行ってみたくなるように、交通機関などアクセスをわかりや

すくし、公園以外のキーワード検索で本郷ふじやま公園が上位で検索されるようにするため全面

更新を計画しました。公園の魅力紹介、わかりやすい交通案内、簡明な行事案内、多彩な体験教

室の手引きとなるよう作業中です。22 年夏には新装のホームページをお目に掛ける予定です。

ご期待ください。 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

来園者数：1,852 名 23 日現在 

(来園日)   (団体名)    (人数・内数) 

1 日(月)：彩友会 ··············· 12 名 

6 日(火)：中野幼稚園 ·········· 160 名 

11 日(木)：金沢歩け歩けの会 ···· 142 名 

19 日(月)：栄アート ············· 11 名 

21 日(火)：KF ハイキングクラブ ··· 17 名 

中野保育園 ············ 50 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    →→→→        本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園本郷ふじやま公園    →→→→    検索検索検索検索    

◆平成◆平成◆平成◆平成 22222222 年年年年 4444 月月月月来園者数来園者数来園者数来園者数    

                            団体グループ来園状況団体グループ来園状況団体グループ来園状況団体グループ来園状況    
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小鳥がさえずり、爽やかな風が木々の

間を吹きぬけ、足元では明るい色の花

がたくさん咲いて来た。日々、若葉の

変化していく速度にも驚かされる。 

 穏やかなある日、公園では楽しそう

にツクシ取りに励んでいる親子さんが

いた。袴を取り、アク抜きをしたツク

シは春の味覚を堪能してくれる。 

リスと鳩の群れに遭遇。リスは鳩の

集団が啄ばんでいるところに餌がある

と察知、すきを狙ってる？リスは巧み

に樹から木へ渡ってみたり下りてみた

り、見入ってしまう。自然界は整然と

春に移行している。 
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部会事業部会事業部会事業部会事業のののの紹介紹介紹介紹介    (2(2(2(2)))) 各部会の事業をシリーズで適時紹介します 

里山部会里山部会里山部会里山部会                                  宗 森 英 夫 

 公園内の樹林エリアの手入れを行っています。主に竹林の整備を行ってお

ります。広さは約２ヘクタールで、７割がモウソウチクで３割はマダケです。

竹は成長が速く、筍が地表に頭を出してから１ヶ月で１０ｍ以上に伸びます。

普通の樹木は大人の背丈くらいに生長するのに４，５年かかります。したが

って丈の低い樹林に竹が侵入してくると、竹に日光をさえぎられ、養分を奪

われるため、ほとんどの樹木が生存競争に負け、立ち枯れてしまいます、放

って置くと山全体が竹藪になりかねません。 

一定の範囲からはみ出した竹は片端から伐採すると同時に、風通しをよくす

るために適当に間伐しなければなりません。毎年、筍が生えますから、せっ

せと竹を切らないと追いつきません。その上、切った竹はなかなか腐ってくれません。そこで炭

に焼いて竹炭にしています。そんな訳で一年中仕事があります。いい汗かきたい人ぜひ参加して

ください。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

QQQQ：：：：茅葺屋根に糸のようなものが張っていますが 

AAAA： カラス除けのテグスです。カラスは２月下旬ごろから巣作

りをはじめ、春の訪れとともに 2～3 個を産卵し、5～6 月にヒナ

が巣立ちます。巣は 12～18 ｍの高さの木の枝や最近は電柱など

に作ります。巣は直径約 50 cm、材料は小枝や茅を上手に組合せ、

ガッチリとした構造とし、中に木の皮や羽などでなめらかな直径

20 cm くらいのボール状の産室をつくります。最近は小枝の代わ

りにクリーニングの針金ハンガーの利用が見受けられます。古民

家屋根の茅は格好なかつ豊富な材料です。古民家移築当初はかな

りの茅が引抜かれ、移築直後の屋根が見苦しい状態になりました。このカラス被害防止にためテ

グスを張ることにしました。カラスは光りもの、黄色、大きな音、飛行の障害物に敏感に反応し

避ける性向がありカラス除けになります。しかしいずれも慣れる

と効果は低下します。その中で直径１ｍｍ前後の光るテグスの障

害は効果が継続すると云われています。    

テグスはテグスサンというヤママユ科の昆虫から取出した絹糸

腺を酢酸溶液中に漬けてたのち、引伸ばして乾燥して作った釣糸

であり、近年はナイロン製が普通になっています。旧小岩井家小

民家の主屋、長屋門にナイロン製テグスを張ってから、カラスに

よる茅の引抜きは減少しました。 

 

 

『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))))    

○古民家に来て、「昔の人は、すごいなあ」と思いました。今のように、ガスコ

ンロはないし、洗浄トイレでもないから、楽ではないと思いました。 

○親友に連れられ、初めて訪ねました。私の旧本籍の実家と全く等しい造りです。

何となく、６０年前を思い出しました。 

古民家 Q&A  「「「「茅葺屋根のテグス」 
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筍 掘 り 体 験 教 室  (2010.4.10.) 
竹林整備の一環としての筍掘り体験教室は、30 家族・約 50 人

の参加者で行われた。先ず、6 班に分かれた家族は、竹林のあり

方、筍の生え方、掘り方などの説明を聞き、筍を掘る道具、入れ

る袋などが配られると竹林へと向かった。 

今年の筍の生育は、南斜面の竹林が一番よかったので、頂上ま

で登ってから、南斜面へと降りて行った。各班の指導員から掘る

場所に案内されると、筍の見つけ方を教えてもらう。 

大人も子どもも早速掘りはじめた。山の斜面で掘るのは、なか

なか大変なことです。しかし、「あった」とか「掘れた！」などの

声が、あちこちで聞こえるようになった。 

正午近くまで掘り、掘ったものを広場に集め、抽選で各家族に

平等に配り、記念撮影をして解散となった。 

 

   

 

 

    

☆☆☆☆鯉幟の柱、天までとどけ鯉幟の柱、天までとどけ鯉幟の柱、天までとどけ鯉幟の柱、天までとどけ    
端午の節句を間近に

控えた４月 20日の朝早

くから、古民家の庭で

は鯉幟の柱を立てる作

業が大勢の人たちによ

って行われました。 

 

 

平成平成平成平成 22222222 年年年年 6666 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 4日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

歴史探訪 

7日(月) 

6日(日)27日(日) 

3日(木) 

農芸部会 部会 

     作業 

21日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 

 

12日(土) 19日(土) 

27日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 6日(日) 10日(木) 

20日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

30日(水) 

適時 

クリーンアップ 1日(火) 15日(火) 

ふじやまだより編集会議 5日(土) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 27日(日) 印刷 13日(日) 

    

 モウソウチク （イネ科） 

タケ類の中でも最大で、高さ 25M に達するものもある。タケノコは地下茎か

ら発芽します。一年目のタケは節に白く粉をふいた線が目立ちますが五年目

以降から次第に下の枝から葉が枯れはじめ、七年目には全体が立枯れ状態と

なります。竹材需要の減少、安値なタケノコの輸入が増え国内の竹林は放置

される傾向にあります。当公園では毎年、竹林の整備を実施しています。 
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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 

6月20日(日) 

 10時～12時 

13時～15時 

麦わらで虫かごを作ろ

う。 

無料 当日受付 

先着各12名 

ビーズ工芸 7月14日(水) 

13時～16時 

淡水パールのネックレス 2,000円 6月29日(火) 

8名 

第54回初心者 

茶道体験教室 

７月1７日(土) 

13時～16時 

古民家で茶道を楽しんで

みませんか。平服でお越

しください。男性の方も

どうぞ 

500円 

但し教

材費 

6月28日(月) 

先着10名 

里山のそば打

ち塾 

７月2４日(土) 

     10時～12時 

初心者でもおいしいそば

が打てます。一度体験し

てみませんか。 

700円 7月10日(土) 

6名 

篆刻 7月25日(日)13時～15時 

8月８日(日)13時～15時 

9月12日(日)13時～15時 

誰でもできる篆刻 500円 6月29日(火) 

3回コース 

（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・・・・・・・・・・・・    

    

◆ 流流流流ししししわんこソーメンわんこソーメンわんこソーメンわんこソーメンとととと竹細工竹細工竹細工竹細工            

開催日時：７月開催日時：７月開催日時：７月開催日時：７月4444日（日日（日日（日日（日))))    10101010時～時～時～時～12121212時時時時    竹細工竹細工竹細工竹細工｢風車・七夕のミニ笹飾り・巻きす｣｢風車・七夕のミニ笹飾り・巻きす｣｢風車・七夕のミニ笹飾り・巻きす｣｢風車・七夕のミニ笹飾り・巻きす｣    

                                                            11111111時～時～時～時～12121212時時時時    流しわんこソーメン流しわんこソーメン流しわんこソーメン流しわんこソーメン    

    場所：中庭場所：中庭場所：中庭場所：中庭    

七夕祭りの一時を青竹を流れるわんこソーメンと竹工作で楽しみませんか 

わんこソーメンのみ 200200200200円円円円 （先着100名様限定） 

竹工作は無料無料無料無料です 当日受け付けます  

        

◆ 七夕祭り七夕祭り七夕祭り七夕祭りのご案内のご案内のご案内のご案内    

                開催日時：開催日時：開催日時：開催日時：7777月月月月3333日（日（日（日（土）～土）～土）～土）～7777月月月月7777日（水）日（水）日（水）日（水）10101010時～時～時～時～15151515時まで（時まで（時まで（時まで（7777月月月月3333日は日は日は日は11111111時から）時から）時から）時から）    

 期間中古民家縁側に竹を立て掛けます。来園の皆様には用意した短冊に願い事を書き 

竹に取り付け、御一緒に彦星・織姫星に願いを託されては如何ですか。 

    

                                          

・開館時間     ：  9：00～17：00・入館料：無料 

・休館日      ： 6 月 2 日(水） 

・クリーンアップ  ： 6月1日(火）15日(火）10時～11時 

    

★★★★ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会    

〒〒〒〒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。 

    


