
    

本郷ふじやま公園広報紙本郷ふじやま公園広報紙本郷ふじやま公園広報紙本郷ふじやま公園広報紙    ふじやまだよりふじやまだよりふじやまだよりふじやまだより    第第第第 111133333333 号号号号    2020202011114444 年年年年 1111 月月月月 15151515 日日日日((((水水水水))))        

 

１ 

    

    

                                                                 

    

    

    

    

    

    

      ☆本紙のカラー版をホームページ「本郷ふじやま公園」にてご覧いただけます 

あけましておめでとうございます 

明けましておめでとうございます。皆様にはご健勝

にて新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年は開園 10 周年記念の年として様々な行事を開

催いたしました。公園のシンボルマークと散策路の愛

称を公募しました。念願の旧小岩井家住宅の横浜市指

定有形文化財の指定石碑を建立しました。公園の歴史

であります『本郷ふじやま公園のあゆみ』と小岩井家

文書の釈文集を刊行しました。通常の行事に加えて、

富士山の世界遺産登録を記念し「お月見の会 竹取物語」を開催、竹のモニュメントと人形によ

る「かぐや姫」の物語を再現しました。そして晩秋には和服姿も古民家に相応しく華やかな「大

茶会」を開催しました。またいくつかのテレビ番組に取材を受け、公園がより広く知られる機会

を得ました。このように 10 周年記念に相応しい行事が展開できましたのも、皆さまのご理解ご

協力のお蔭と心から感謝とお礼を申し上げます。 

今年は次の 10 年の新しい夢の実現に向け、「初心忘るべからず」をモットーに事業を行います。 

公園は一日として同じ空の色や里山の色はありません。常にうつろいを感じさせてくれます。

しかし変わらない豊かな自然と温かな心で、多くの人達をお迎えしたいと思います。ご来園の

方々には勿論、会員の皆さまにも楽しい公園であることが第一だと思っています。更なるご支援

ご協力をお願いいたします。 今年もご健康で輝かしい年でありますようお祈りいたします。 

本郷ふじやま公園運営委員会  事務局長  辻  登 

 

 

紅葉の次は落葉。落ち葉はなかなか厄介。線路の上に乗れば 

重い列車の車輪を空回りさせるほどよく滑る。公園の散歩道もよほ

ど気をつけないと足元を取られる。ところが、これを醗酵させると

畑にちょうどいい具合の腐葉土になる。これを見逃すことはない。

古民家の近くに、集めた落ち葉を貯めているところがある。上下を

ひっくり返したり土をまぶしたり、なかなか大変なのだが公園の畑

に使う分の腐葉土は十分できると言う。でも落ち葉全体から見れば、一部なのでくれぐれも足元にはご

用心、ご用心。 
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「ＪＣＮ」＆「ｔｖｋ」で公園を紹介 

 JCN｢三ツ木清隆の散策のすすめ｣と tvk「ハマ

ナビ」の新春番組が放映されました。｢三ツ木清隆

の散策のすすめ｣はタイトルが｢横浜 栄区 いたち

川｣で本郷台駅からいたち川の源流まで辿り、ふじ

やま公園は、元大橋側入口、梅林からの富士山、

古民家内特に跳上戸などが紹介されました。また

tvk の｢ハマナビ｣では、横浜で過ごすお正月をテ

ーマに年中行事や昔遊びを体験できる場所として

紹介されました。餅つき風景、羽根つきや竹馬など正月遊び、七草粥などをキャスターが取材・

体験しました。 

年末年始の楽しいイベント 

年末から年始にかけて、楽しいイ

ベントが開かれました。暮れの 12

月 22 日（日）に餅つき大会が行わ

れ、餅をついたり、年賀状を作った

りしました。そして新年の１月 11

日（土）には七草がゆを食べて、竹

馬、羽根つきなどの楽しい正月遊びを体験しました。また主屋の土間には正月の花、大凧、繭玉

などの飾りつけが華やかな正月の雰囲気をかもし出していました。 

 

主屋前に春の七草の寄植えを展示主屋前に春の七草の寄植えを展示主屋前に春の七草の寄植えを展示主屋前に春の七草の寄植えを展示            

古民家主屋大戸右側に春の七草が 70 cm×120 cm の箱に寄植え

で展示されています。せり、なづな、ごぎょう、はこべら、ほと

けのざ、すゞな、すゞしろが区分けされ、名前が表示されていま

す。３月頃まで成長を観察することが出来ます。 

 

古民家 Q&A  ｢むしろ｣と｢こも｣  

Q：むしろ(筵)とこも(薦)の違いは 

A：両方とも藁、藺(ｲ)草や竹などを編んだものです。むしろに

は縁がありこもにはありません。むしろは敷きものでこもは

かぶせるものと言えます。むしろは材料や形状により稲むし

ろとか花むしろなどいくつかの名称があります。現在では一

般に｢わらむしろ｣を指し、農家の板の間や土間の敷きつめた

り、前庭に敷いて稲籾や麦の乾燥のための｢干し場｣にしたり、

脱穀など農作業の場として用いました。農家にとっての必需品の一つでした。またむしろ編み

は農家の冬の副業の重要なものの一つでした。こもは元々マコモを粗く編んだものでしたが、

現在ではわらを用いています。また荷車にかぶせるなど他のものを覆うために用いられます。

例えば｢こもかぶり｣はこもで包んだ酒樽を言います。門松の土台もこもで覆っています。 
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ふじやま公園で職場体験学習を行いました 

 12 月３日に、西本郷中学校の２年生４名が職場体験に来

ました。公園では炭焼き作業で竹の伐採、運搬、竹割り、窯

詰めなど、他では体験できない仕事を味わっていました。４

名全員男子生徒でかつ部活は体育系とか、前近代的な作業に

もかかわらず結構楽しそうに取り組んでいました。全体とし

て自然保護の一翼を担っていることや、仕事の達成感、肉体

作業の後の爽快感を体験できたのではないでしょうか。お疲

れさまでした。 

 

 

ヤブコウジ   ヤブコウジ科 

別名をジュウリョウ。落語「寿限無」の“やぶらこうじのぶらこ

うじ”は本種のこと。冬も枯れずに緑を保ち、小さな赤い実をつ

ける。果期は 12 月～３月、北海道から九州まで全土に分布する。

マンリョウ、センリョウに対してジュウリョウと呼ばれ正月飾り

に用いられる。林の下に生え、高さわずか 10～20 ㎝。枝先に３

～４枚の長楕円形の葉を付ける。公園内の木々の中を少し探しま

わって３か所発見。冬、積雪の中で見るヤブコウジは白、赤、緑

と美しい光景をつくる。 

26262626 年年年年２月ボランティア２月ボランティア２月ボランティア２月ボランティア活動予定活動予定活動予定活動予定    

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

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) 

２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)  ９日(日) 

15 日(土) 23 日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

工作棟部会 部会 

親子工作準備 

12 日(水) 

適時 

クリーンアップ ４日(火)  18 日(火) 

ふじやまだより編集会議 

        印刷 

８日(土) 

13 日(木) 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ ２月２日(日) 

  登録ボランティアを募集しています。公園事務所（TEL 045-896-0590）へご連絡下さい。    

 

・自由に見学できるよう運営しているところが、実にすばらしい。古民家に圧倒される。 
 （市内、70 代、ひとりで） 
・おばあちゃんちに、にていて、とてもおもしろかった（10 代、仲間と） 
・初めて古民家の中に入ってみて、とても落ち着きました。こんなにすばらしい古民家を無料で

見学することが出来てよかったです。ありがとうございました。（20 代、50 代、家族と） 
 

『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)))) 
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体験教室のお知らせ   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

(1)(1)(1)(1)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    

応募期限までに応募期限までに応募期限までに応募期限までに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へへへへ(2)(2)(2)(2)応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選            

(3)(3)(3)(3)持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。    

    

    

★ 古民家主屋の座敷にお雛さまを飾ります。古民家主屋の座敷にお雛さまを飾ります。古民家主屋の座敷にお雛さまを飾ります。古民家主屋の座敷にお雛さまを飾ります。                                    

江戸時代後期のものから平成まで江戸時代後期のものから平成まで江戸時代後期のものから平成まで江戸時代後期のものから平成まで 10101010 組以上飾ります。組以上飾ります。組以上飾ります。組以上飾ります。    

期期期期    間：２月５日間：２月５日間：２月５日間：２月５日((((水水水水))))～３月９日～３月９日～３月９日～３月９日((((日日日日))))    

        呈呈呈呈    茶：お雛さまをめでながら抹茶は如何ですか。茶：お雛さまをめでながら抹茶は如何ですか。茶：お雛さまをめでながら抹茶は如何ですか。茶：お雛さまをめでながら抹茶は如何ですか。    

                        ３月２日３月２日３月２日３月２日((((日日日日)11)11)11)11 時～時～時～時～15151515 時時時時    300300300300 円円円円    30303030 名名名名    

★ 開園開園開園開園 11111111 周年記念餅周年記念餅周年記念餅周年記念餅つき会つき会つき会つき会    

２月２月２月２月 15151515 日日日日((((土土土土)10)10)10)10 時～時～時～時～12121212 時時時時        記念式事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。記念式事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。記念式事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。記念式事に引続き来園者皆さんと祝い餅をつきます。    

        ９時９時９時９時 45454545 分から紅白餅分から紅白餅分から紅白餅分から紅白餅((((無料無料無料無料))))引換券を配布します。先着引換券を配布します。先着引換券を配布します。先着引換券を配布します。先着 200200200200 名。名。名。名。    

★ 体験教室講師を募集します体験教室講師を募集します体験教室講師を募集します体験教室講師を募集します    

ふじやま公園では、市民の皆さんにモノづくりに親しんでいただくために、工作棟を設けてふじやま公園では、市民の皆さんにモノづくりに親しんでいただくために、工作棟を設けてふじやま公園では、市民の皆さんにモノづくりに親しんでいただくために、工作棟を設けてふじやま公園では、市民の皆さんにモノづくりに親しんでいただくために、工作棟を設けて    

います。現在います。現在います。現在います。現在約約約約 20202020 の体験教室が用意されています（現在、実施中の教室の概要は公園のの体験教室が用意されています（現在、実施中の教室の概要は公園のの体験教室が用意されています（現在、実施中の教室の概要は公園のの体験教室が用意されています（現在、実施中の教室の概要は公園の    

ホームページでご覧下さい）。さらにホームページでご覧下さい）。さらにホームページでご覧下さい）。さらにホームページでご覧下さい）。さらに若干の教室を準備したく講師を募集します。若干の教室を準備したく講師を募集します。若干の教室を準備したく講師を募集します。若干の教室を準備したく講師を募集します。    

講師はボランティアでお願いし、受講者からは材料費のみ徴収し、講師料は支払われません。講師はボランティアでお願いし、受講者からは材料費のみ徴収し、講師料は支払われません。講師はボランティアでお願いし、受講者からは材料費のみ徴収し、講師料は支払われません。講師はボランティアでお願いし、受講者からは材料費のみ徴収し、講師料は支払われません。    

受講者の公募は｢広報よこはま栄区版｣及び本紙で行います。受講者の公募は｢広報よこはま栄区版｣及び本紙で行います。受講者の公募は｢広報よこはま栄区版｣及び本紙で行います。受講者の公募は｢広報よこはま栄区版｣及び本紙で行います。    

教室開催時間など、詳細は公園事務所教室開催時間など、詳細は公園事務所教室開催時間など、詳細は公園事務所教室開催時間など、詳細は公園事務所((((電話は下記電話は下記電話は下記電話は下記))))へお問合せください。へお問合せください。へお問合せください。へお問合せください。    

★★★★12121212 月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数    1,4451,4451,4451,445 名名名名            25252525 年度累計年度累計年度累計年度累計    16,08416,08416,08416,084 名名名名    

    

    

    

    

    

本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会本郷ふじやま公園運営委員会        
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教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

子ども工作 2月16日(日) 10時～12時 

   〃     13時～15時 

ビニールタコを作ってあげて

みよう 

  無料 

 

受付：先着順 

  10時～11時 

  13時～14時 

      各12名 

初心者茶道 

体験教室 

3月15日（土）13時～16時 古民家で「おもてなしの心」 

茶道を体験してみませんか 

（持参：白いソックス） 

 500円 2月28日（金） 

       10名 

親子工作 3月16日（日）10時～12時 

  〃     13時～15時 

小鳥の巣箱を作ってみましょう  無料 3月1日(土) 

各5名 

フラワー 

アレンジ 

3月18日 (火)13時～16時 

 

プリザとアートで春色アレンジ

（持参：はさみ） 

2,000円 3月4日(火) 

10名 

押し花 

（1回コース） 

3月20日（木）13時～16時 春の花をデザイン 

18㎝×10㎝額 

2,000円 2月28日（金） 

10名 

布ぞうり作り 3月23日(日)１0時～15時 

          

一日で一足完成します 500円 2月28日（金） 

12名 

 

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

・開 館 時 間：９時～17時  

・入   館   料：無 料 

・休   館   日：２月５日(水)  毎月第１水曜日 

・クリーンアップ：２月４日(火)、18 日(火)10 時～11時  一斉清掃 


