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新年のご挨拶 

事務局長 辻 登 

新年おめでとうございます。皆さまにはご家族お揃い

で新年をお迎えのことと心よりお祝いを申し上げます。 

 さて 卯の年には｢烏兎怱々（うとそうそう）｣という

諺があるそうです。月日の過ぎるのが早いことで、中国

の伝説で太陽には三本足の烏が住み月には兎が住むとい

われていることから、太陽と月が日月となり月日のたと

えを｢烏兎｣とあらわすようになったようです。 

本郷ふじやま公園も 2月 15 日で 8周年を迎えます。こ

の公園は文化体験施設として地域文化を育て伝えるとと

もに竹林整備などで自然環境への理解を深めていただき、

手づくりを楽しんでいただける場づくりを行ってまいり

ました。これからも憩い・集い・つくるなど、より魅力

ある公園として多くの方々にご来園をいただきたいと思

っております。 

そのためには会員の方々のご協力が大切となってきます。

今年は公園を知っていただき楽しい活動をしていただけ

る機会をつくります。 

本郷ふじやま公園とはどのような公園なのか、事業部

会とはどのよう部会なのか、また開園 10周年記念行事の

提案や行事の企画に参加を頂ける場づくりも企画いたし

ます。改めて諸行事のご案内をいたしますので参加下さ

い。 

まだまだ公園活性化のためのボランティアが必要です。

ご希望の方の参加をお待ちしております。 

   

 

開園８周年を迎え餅つき大会を行います 

本郷ふじやま公園は皆さんに育てられて 8周年を迎えます。地域

のみなさまに親しまれる公園を目指して関係者一同頑張ってきま

した。 

開園記念日の 2月 15 日(火)はハレの日で、年中行事として古民

家の土間で紅白の餅つきをして記念日を祝います。公園においでに

なったみなさまにも搗いていただきます。お待ちしています。 

☆ ホームぺージは 「本郷ふじやま公園 」で 検索 
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ピューピューと吹き

すさぶ北風に背を押

されるように子ども

たちが坂道をかけて

来た。 

先ほどから広場で竹馬やこま回しをし

て遊んでいた子だ。昔の子どものよう

に鼻水をたらしたり、ほっぺたを紅く

した子は見当たらない。 

子どもたちが通り過ぎた坂の途中に、

新春の光を浴びてボケの花が咲いてい

る。まだほかの木々が春にむけ開花の

準備をしている厳しい寒さのなかで咲

くボケに続いて、梅が咲き、桜が咲き、

今年もまた季節が巡っていくことだろ

う。 

子どもたちにも、これまで受け継がれ

てきた伝承遊びを次の世代へ伝えるこ

とや、公園の四季をしっかりと心に刻

み心豊かな人へと成長していくことを

期待したいものだ。 
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◇ 年末もちつき会 

 寒いが穏やかな師走 19日(日)、恒例の年末もちつき会が中庭で行わ

れました。10臼ほど搗き、餡もちとゴマもちのパックとして 200 円で

皆さんにお分けしました。100 枚の引換券が 15 分で売切れ、更に 50

枚追加しましたが瞬く間になくなりました。ゴマもちがおいしかった

との声がありました。もちつき体験は子ども達に人気で 40 人以上が

10回以上搗きました。同時に開催された年賀状用木版刷りは今年の干

支のウサギで高学年の子どもたちに人気でした。12時過ぎに無事終了

しました。 

 

 
 

 

 

古民家 Q&A 長持 

Q：古民家にある長持の利用法は 

A：長持は衣類・夜具・調度品を入れるための、蓋付きで長方形を

した木製の収納具の一種です。蓋・箱の四隅に保護用の金具が、両

端に棹で担ぐための角材を通す金具が付いています。一般的な大き

さは、幅 5尺 5 寸前後（約 170 cm）、奥行きと高さは 2尺 5 寸（約

75 cm）です。蓋には錠を備え、上等の品は漆塗り、家紋入りのも

のもあります。室町時代以前には収納具として櫃（ひつ）が用いら

れていたが、時代が進むにつれて調度品や衣類が増え、さらに江戸時代には木綿が普及し布団

など寝具が大型化し、より大型の収納具が必要とされました。長持は武家に使用され、やがて

庶民の間にも普及するようになりました。長持は結婚が長く持ちますようにと、代表的な嫁入

り道具の一つでしたが、大正時代以降、長持の役割は箪笥に代わりました。 

  古民家にある長持は外形寸法、幅 169 cm、奥行き 69 cm、高さ 74.5 cm、収納部寸法、幅 161 

cm、奥行き 61 cm、高さ 58 cm の大きさで漆塗りです。只今座布団 30枚収納しています。 

 

◇ミニ正月飾り作り 

 年末 26 日、工作棟でミニ正月飾り作りの教室が開かれました。
青竹で小ささな簾を編んで、新春を寿ぐ飾りをおもいおもいに取付

けて完成です。大人も子どもも２時間ほど熱心に取組んでいました。 
 

◇まゆ玉飾りと凧 
 
 古民家土間と板の間に例年のごとくまゆ

玉飾りと大凧が飾られています。年末から

１月 17日(月)まで飾っています。ぜひご覧
ください。 
 

 『いろり辺雑記』から (原文のまま) 
何かすごい、昔という感じだった。昔の香りがした。 
障子の桟が細かくてきれいだった。トイレが見られなくて残念。二階にも行きたかった。庭

がすごくきれいだ。 
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古民家を守る（その3） ドレンチャー設備  
 先にフレームチェッカーが茅葺屋根に炎を感知した場

合、ドレンチャーが自動的に作動して散水することを紹

介しました。ドレンチャーは散水設備とも云われ、所定

の区画に設置された複数のドレンチャーヘッドが同時に

放水する方式で、火災の初期消火段階で有効な消火・延

焼防止設備です。 

 古民家の設備は貯水槽，消火用エンジンポンプ、圧力

タンク、開放弁、ドレンチャーヘッドから構成されてい

ます。ドレンチャーヘッドは主屋に 20個、長屋門に 18個設置されています。ヘッド１個の放水

量は１分間に約 60リットルで、38個で１分間に約 2.3 トンになります。この放水量によって茅

葺屋根は水幕で覆われます。 

文化財防火デーの１月 26 日(水)午前、古民家ではドレンチャーの作動・放水訓練を行く予定で

す。訓練に参加するとともに、その威力を確認してください。 

 昭和 24年１月 26日、法隆寺金堂に火災が発生し、壁画の大部分が焼損し、更に同年２ヶ所の

国宝建造物が火災に逢いました。これを受けて文化財愛護思想の高揚を図るため、1月26日を｢文

化財防火デー｣と定めました。 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

平成 23 年 2 月ボランティア活動予定 
 

部会・事項 日  程 部会・事項 日 程 

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 

13日(日) 

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 

23日(水) 

適時 

クリーンアップ 1日(火)  

ふじやまだより編集会議 

        印刷 

5日(土) 

12日(土) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 1月29日(土) 

登録ボランティアを募集しています。公園事務所（TEL 896-0590）へご連絡ください。 

サザンカ（ツバキ科） 

“サザンカ サザンカ咲いた路 たき火だ たき火だ落ち葉焚き”歌

で知られるサザンカは花の少ない晩秋からお正月を経て２月頃まで

咲いています。日本が原産国、江戸時代ヨーロッパにも広がり英名も

サザンカといわれています。 
常緑で高さ５～10 メートルになり、５～７センチのピンクや白色の

花が咲き散り時、ツバキは花全体が落下するのに比べサザンカは花び

らを一枚ずつ散らします。花言葉は「困難に打ち勝つ、ひたむきさ」 
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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。 

(1)持参品：返信はがきで連絡します。(2)募集人数は、特に指定していない場合は 12 名。応募者多数の 

ときは抽選 (3)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 

 

・・・お知らせ・・・ 
 

★ 平成 23 年度初心者茶道体験教室講師募集 
  平成 23年 6月～24年 5月まで―古民家で初心者を対象にご教授いただける方 

  条件 ボランティア（無報酬）講師となります。  

毎週第 3土曜日 13時～16時教室開催 

     お道具は講師持ち込みになります。 

受講料は教材費として参加者から 500 円徴収します。 

希望者は 3月 19 日（土）10 時～古民家で説明会と抽選をしますのでご参集ください 

★ 古民家雛まつり 
日時：2月 3日(木）～3月 14 日(月)    場所：古民家 

   古民家座敷一杯にお雛様を飾ります。お友達やご家族づれでお越しください。 

   3 月 6日（日）12時～15時 30 名 300 円でお抹茶をお楽しみいただけます。 

 

★ 開園 8 周年記念餅つき大会 ―― みんなでつこうお餅つき 
   先着 200 名様に紅白祝い餅を差し上げます。 

日時：2月 15 日(火) 10 時～引換券配付   11 時～引換開始 

 

★ 12 月ふじやま公園来園者数  1,568 名    累計 18,321 名 
 

 
 

 

 

◎ふじやま公園運営委員会 
〒247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－２０ TEL：896-0590  FAX：896-0593 

｢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

教室名 日   時 内容 参加費 応募期限 

作って遊ぼう～子

ども工作の日 

２月20日(日) 

10時～12時 

13時～15時 

はりがね迷路を作る 無料 当日受付 

先着各12名 

ビーズ工芸 

 

3月8日（火）13時30分～ 

15時30分 

パールとスワロの豪華なネック

レス 

2，000円 2月22日（火） 

8名 

布ぞうり作り 3月11日（金）10時～13時 一日で一足完成します 500円 2月20日（日） 

3月分初心者 

茶道体験教室 

3月19日（土）13時～16時 古民家で茶道を楽しんでみま

せんか。平服でお気軽にお越

しください 男性の方もどうぞ 

500円 2月28日(月) 

10名 

押し花 3月25日（金）13時30分～ 

16時 

春の花を押し花絵額 

  18ｃｍ×10ｃｍ 

2,000円 3月15日（火） 

10名 

・開館時間     ：  9：00～17：00・入館料：無料 

休館日      ： 2 月 2 日(水) 

・クリーンアップ  ： 2月1日(火）10時～11時 


