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１ 

４月６日（日）10時開始 雨天中止。富くじ券の配布は９時 45分から。 

    

    

                                                                 

    

    

    

    

    

 

 

今年の公園は記録的な大雪との戦いが続きましたが、３月に入

ると園路のふちに残っていた雪も消え木々のつぼみも膨らみ始め

てきました。そして、落ち葉の下から土筆が顔をのぞかせるよう

になると間もなく公園全体は春の装いへと姿を一変します。 

    

＜お花見＞  皆さんお待ちかねのお花見は４月６日（日）に開催

します。昨年は残念ながら雨で中止となりましたが、今年は

２年ぶりの開催にむけ、大島桜やシダレ桜も準備万端。本郷

中学校吹奏楽部の演奏、昇龍太鼓…などの楽しい出し物と、

五平餅、ジャガバタ、綿菓子などの模擬店が皆さんのお出で

をお待ちしています。うららかな春の一日をふじやま公園で

過ごした日のことが、皆さんの心に楽しい思い出としていつ

までも残ることを願っています。最後には豪華賞品が当たる

富くじのお楽しみもあります。 

 

 

 

＜筍掘り＞  春の息吹をもっとも感じさせてくれる植物といえ

ばなんといっても筍ですが、今年も竹林整備の一環として４月

20 日に筍掘りを行います。親子で力を合わせて掘った筍を、炊

き込みご飯にしたり、若竹汁にしたりと、旬の味覚はまた格別で

す。皆さんの応募をお待ちしています。 

詳細は 4 面をご覧ください。 

 

 

 

春も旬！！～公園の春を彩るお花見と筍掘り～ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

本郷本郷本郷本郷ふじやまふじやまふじやまふじやま公園公園公園公園    

☆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 

古民家長屋門の周辺に、いつも 4 枚の野立ての俳画が 

さりげなく飾られている。公園ボランティアのベテランが、二十四節

気に合わせるように描いているというから 1 年に 100 枚近くなる。大

自然の四季を感じ、さらに細かく季節の移ろいを感じさせる心憎い気

配りだ。有名な句もあれば自作の句もあるから面白い。 
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◆古民家前庭で元気に『さかえっ子体操』 

 さかえっ子体操DVDの収録が２月22日(土)に行われま

した。この体操は栄区がセーフコミュニティ認証取得を記

念して、けがの予防などを目的として作られたもので、栄

区ではこの体操を効果的に普及するため PR の DVD を作

ることになりました。出演する児童を公募し、区内の公

園・広場などで DVD の収録を行っています。ふじやま公

園では小学１年生から５年生までの 23 名の児童が参加し

て、前庭やひな人形を飾った座敷、日本庭園や梅林でグル

ープに分かれて収録しました。子どもたちはあいにくの寒空にも負けず、防寒着を脱いで元気に、

少し複雑な手順の体操を楽しんでいました。収録の２時間余り、雪かきされた前庭は付添いのパ

パ・ママ、区役所のスタッフ、DVD 収録クルーで埋まっていました。 

◆古民家歴史部会見てある記 古文書解読勉強会 

 小岩井家に残された江戸時代後期の古文書の解読は、本郷ふじやま公園開

園以前にすでに開始され 10 年以上続いています。古文書は支配・村政、戸

口・土地、年貢、交通や寺社などに分類され、３千点以上あります。月２回、

１回２～５点を読み解いています。書体は御家流によるくずし字で書かれて

いますが、実際の解読は書き手の癖、墨の濃淡、虫食い・汚れや現代ではす

たれた表現や字句・云いまわしなどでしばしば難渋しています。どうしても

判らないときは横浜市歴史博物館の斎藤先生に指導を戴いています。解読と

指導の成果はテーマ毎にまとめて毎年 10 月後半に、先生に講演会を行って

戴き地域に公開しています。 

 現在はペリー来航前後から開国までの海防に関った当地域の役割や村人の様子を勉強してい

ます。興味のある方は御参加下さい。写真は川越藩の海防に関する心得を指示した文書の表紙で

す。 

古民家 Q&A 潜り戸 

Q：主屋正面大戸に付いている小さな戸は何ですか？ 

A：潜り戸(くぐり戸)です。潜るとは頭を下げて進むことです。頭を下げなければ通れないよう

な、高さが低く、幅の狭い出入口に設ける戸を潜り戸と云います。潜り戸の例として、門の扉

などに設けて潜って出入りする小さい戸や茶室のにじりぐちの戸などがあります。 

農漁村の民家の出入口は土間回り正面(日常)、背面(炊事)の出入口がありました。通常土間の

出入口は一間巾の片引きの大戸(潜り戸付)を建て、普段は

潜り戸を利用していました。 

旧小岩井家住宅には表門(長屋門)と正面大戸に潜り戸

が設けられています。現在は来園者のために大戸を開けて

ありますが、当時は写真のように大戸を閉め、潜り戸を使

っていました。大戸本体は旧材を用いていますが、潜り戸

は腐朽していたため、取替えられています。 
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◆「ガスも水道もなかったの」～昔の暮らし学習～ 

 小学校 3 年生の体験授業「昔の暮らし」が 2、3 月に立

て続けにふじやま公園古民家で行われました。カリキュラ

ムが後半に設定されている関係で、近隣各校が例年この時

期に訪れるもので、2 月 20 日には桂台小学校の 3 年生が

訪れ、古民家が建てられた約 160 年前の、ガスや、水道、

電気のない時代の生活や、当時の農機具などを学習しまし

た。かまどを興味深そうに観察していた生徒は「いちいち

火をつけるのは大変だったろうなあ」と 160 年前に思いを馳せていました。 

 

『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)))) 
 

♦さんぽしながら感動しています。後世に残していきたいですね。メンテナンス    

が大変でしょうけどがんばってください。（市内、50 代、ひとりで） 

♦お正月遊びが楽しかった。（市内、10 代、家族で） 

♦昔のおかまなどがあり、勉強になりました。また、来たいです。（市内、10 代、家族で） 

 

 

ふじやま公園の植物  キランソウ  シソ科 

雪が消え、眠っていた木々は一斉に芽を出し緑のベールを纏う。

地中では春を待っていた多年草が地上に出て咲き揃う。日当たり

のよい道端や人里にみられるキランソウは３月～５月、地面に張

り付くように咲く。花は濃い紫色の唇の形。葉は対生し羽状に切

れ込む。別名「地獄の釜の蓋」と言われ、古くから薬草として利

用。“地獄に蓋をして病人をこの世に戻す”という意味があったと

か。この時期、足元の小さな春を探してみませんか。 

 

26262626 年年年年４月４月４月４月度度度度ボランティアボランティアボランティア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 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) 

２日(水) 

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 当分の間 休みます 

工作棟部会 部会 

親子工作準備 

９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 

        印刷 

７日(月) 

12 日(土) 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ ３月 25 日(火) 

  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。 
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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（ふりがな応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな応募要領：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）、郵便番号、住所、電話番号を書いて）、郵便番号、住所、電話番号を書いて）、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：返信は持参品：返信は持参品：返信は持参品：返信はがきで連絡しますがきで連絡しますがきで連絡しますがきで連絡します    

    

    

★★★★寺子屋寺子屋寺子屋寺子屋((((ⅣⅣⅣⅣ))))    美文字と俳画美文字と俳画美文字と俳画美文字と俳画（全（全（全（全 3333 回）回）回）回）    筆ペンで手書きを楽しむ筆ペンで手書きを楽しむ筆ペンで手書きを楽しむ筆ペンで手書きを楽しむ    

    日日日日    時：４月時：４月時：４月時：４月 12121212 日日日日((((土土土土) ) ) ) ５月５月５月５月 10101010 日日日日((((土土土土) ) ) ) ６月６月６月６月 14141414 日日日日((((土土土土) ) ) ) 各各各各 13131313 時～時～時～時～15151515 時時時時 30303030 分分分分    

    場場場場    所：工作棟所：工作棟所：工作棟所：工作棟        定定定定    員：員：員：員：15151515 名名名名        申込み：往復はがきで申込み：往復はがきで申込み：往復はがきで申込み：往復はがきで        締締締締    切：４月切：４月切：４月切：４月 10101010 日日日日((((木木木木))))    

    

★いろり端むかし話の会★いろり端むかし話の会★いろり端むかし話の会★いろり端むかし話の会    いろり端で身近に伝わる昔話を楽しんでみませんかいろり端で身近に伝わる昔話を楽しんでみませんかいろり端で身近に伝わる昔話を楽しんでみませんかいろり端で身近に伝わる昔話を楽しんでみませんか    

    日日日日    時：４月時：４月時：４月時：４月 17171717 日日日日((((木木木木))))    ５月５月５月５月 18181818 日日日日((((日日日日))))    各各各各 10101010 時時時時 30303030 分～分～分～分～11111111 時時時時 30303030 分分分分    

    場場場場    所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端        定定定定    員：各員：各員：各員：各 15151515 名名名名    当日先着順当日先着順当日先着順当日先着順    

    

★★★★筍掘り筍掘り筍掘り筍掘り((((竹林整備竹林整備竹林整備竹林整備))))    家族でどうぞ、但し家族でどうぞ、但し家族でどうぞ、但し家族でどうぞ、但し    傾斜地があるので未就学児はご遠慮ください傾斜地があるので未就学児はご遠慮ください傾斜地があるので未就学児はご遠慮ください傾斜地があるので未就学児はご遠慮ください    

日日日日    時：４月時：４月時：４月時：４月 20202020 日日日日((((日日日日) 10) 10) 10) 10 時～時～時～時～12121212 時時時時            場場場場    所：本郷ふじやま公園樹林エリア所：本郷ふじやま公園樹林エリア所：本郷ふじやま公園樹林エリア所：本郷ふじやま公園樹林エリア    

定定定定    員：員：員：員：25252525 家族家族家族家族((((１家族４名まで１家族４名まで１家族４名まで１家族４名まで))))        応募多数の場合は抽選応募多数の場合は抽選応募多数の場合は抽選応募多数の場合は抽選    

応募方法：往復はがきで住所･氏名･家族名･電話番号を記入して、お申込下さい応募方法：往復はがきで住所･氏名･家族名･電話番号を記入して、お申込下さい応募方法：往復はがきで住所･氏名･家族名･電話番号を記入して、お申込下さい応募方法：往復はがきで住所･氏名･家族名･電話番号を記入して、お申込下さい    

締締締締    切：４月切：４月切：４月切：４月 14141414 日日日日((((月月月月))))    

    

★★★★２２２２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        1,7261,7261,7261,726 名名名名        25252525 年度累計年度累計年度累計年度累計        20,07820,07820,07820,078 名名名名    

    

    

    

    

本本本本郷ふじやま公園運営委員会〒郷ふじやま公園運営委員会〒郷ふじやま公園運営委員会〒郷ふじやま公園運営委員会〒247247247247----0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷１１１１----20202020    TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：896896896896----0590590590593333    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

子ども工作 

（ストロー 

トンボ） 

4月20日（日） 10時～12時 

  〃       13時～15時 

ストローとボール紙で作るトンボ  無料 受付:各12名 

10時～11時 

13時～14時 

フラワー 

アレンジ 

5月 8日（木)13時～ 

          15時30分 

プリサーブドローズの優しい母の

日アレンジ（持参：はさみ） 

 2,000円 ４月18日（金） 

    8名 

布ぞうり作り 5月 9日(金) 10時～15時 一日で一足完成します 500円 4月20日(日) 

12名 

押し絵 

(全2回) 

5月13日（火） 13時～16時 

5月21日（水）  〃 

ミニ色紙に夏の花2種 

（持参：ハガキにてお知らせ） 

 1,500円 4月25日（金） 

   12名 

創作人形 

（小ざくら姫） 

5月15日（木) 13時～16時 

5月29日（木）    〃 

樹脂粘土で作る小さなさくら姫  

2回で1作品完成 

1,200円 ５月１0日（土） 

 ６名 

七宝 ５月 16 日（金） 

        13 時～15 時 

彫金板に七宝絵の具をのせて作

る 

4 月 28 日（月） 

10 名 

初心者茶道 

体験教室 

5 月 17 日（土） 

        13 時～16 時 

古民家で日本のおもてなしの心

を体験してみませんか 

(持参 白いソックス) 

  500 円 4 月 30 日（水） 

10 名 

里山 

そば打ち塾 

5 月 24 日（土） 

        10 時～12 時 

 

初心者大歓迎、美味しいそばが

打てます、自分で作った物の試

食、持帰りが有ります 

 800 円 5 月 12 日（月） 

    6 名 

 

・・・・お・・・・お・・・・お・・・・お    知知知知    らららら    せ・・・・せ・・・・せ・・・・せ・・・・    

・開 館 時 間 ：９時～17時  

・入  館   料 ：無 料 

・休 館 日 ：４月２日(水)  毎月第１水曜日 

・クリーンアップ ：４月１日(火)、15 日(火) 10 時～11 時 一斉清掃 


