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初夏の爽やかな風を感じながら・・・ 

今年のゴールデンウィークは、連休の配置がよくなかったことから近

隣観光地の人出が多かったようですが、ここふじやま公園も初夏の風と

光を浴びて元気に走り回るかわいいお客様で連日賑わっており、アスリ

ートの体力づくりの場として高校生の部活にも利用されるなど、若い力

がみなぎり活気溢れる里山の風景が演出されています。また、農園下の

階段あたりでは古民家長屋門をスケッチされる方の姿も多く見られるよ

うになりました。 

5 月に入り、公園の木々は目にもまぶしいばかりの新緑でおおわれ、家

族や友人を誘ってウオーキングを楽しむのに良い季節となりました。昨年の開園 10 周年を記念

して命名された散策路には手づくりの道標も建てられ、ウオークの際の楽しみのひとつとなって

います。富士塚（下図の▲）へと続く道は、弓道場口からは「小笹のこみち」、駐車場口からは

「コナラくろう坂」、梅林からは「富士塚へのみ

ち」、松ノ木谷口からは「孟宗竹のみち」、古民

家から炭焼き広場をとおり三叉路までが「杉の木

坂」と名付けられ、いずれもが樹林や辺りの状況

をイメージした愛称となっています。 

これからの季節、「ふじやま散策マップ」片手

にふじやま散策を楽しんでみませんか。散策マッ

プを希望される方は公園事務所窓口にお申し出く

ださい。 

 

ふじやま公園でときどき女子高生を見かけるようになった。 

それも公園をクロスカントリーのコースに見立てて走っているのだ。

長屋門の前から、富士塚へのみちへと抜けて杉の木坂から帰って来

るコースを設定して、20 周近く走る日もあるというからすごい。公

園近くの高校の陸上競技部で、とりあえず関東大会出場が彼女たち

の第一目標。県で６位になると出場でき、昨年は８位だったとか。

順位を２つ上げるのは大変だろうが、結果がでてその先の京都となればこれは公園での鍛錬のた

まものといえるのでは……。 

 

 

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    

 

☆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。☆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。☆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。☆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。 

孟宗竹のみち 
杉の木坂 

小笹のこみち 

コナラくろう坂 

富士塚へのみち 

▲ 
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              外では鯉のぼりが悠々と大空を泳ぎ、武者人形が飾られたお

座敷ではお茶を楽しむ人々の姿が。そんな絵になりそうな光景

が５月３日憲法記念日の日に行われた呈茶会で見られました。

今年の呈茶会に参加したのは約 30 名の方々。小さなお子さん

もちょっと緊張しながらもおいしそうにお茶やお菓子をいた

だいていました。     

              終わった後のインタビューでは、「足が 

しびれて転びそうになってしまって」と 

苦笑いしている人や、「鯉のぼりを見たら 

柏餅を食べたくなって」などと答えてくれた人もいました。  

５月 26 日まで鯉のぼりの掲揚と五月人形を展示してます。まだ 

ご覧になっていない方はお早めに。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場者アンケート結果 その２ 

 アンケートでは、①参加した行事・良かった行事、②参加したい行事、③意見・要望を伺いま

した。要約すると次のようになっています。 

事務局ではこれらのアンケートにおける要望や提案を生かせるよう行事内容の見直し改善の検

討を行っています。ご期待下さい。 

① 参加した行事・よかった行事 ・もちつき会 ・収穫祭 ・わんこソーメン流し 

② 参加したい行事 ・実際に体験できる行事 

・夏にも行事が欲しい 

 

 

③ 意見・要望 

・餅つき体験の待ち時間が長すぎる 

・収穫祭ではチケットの無い人は何も手に入らない 

 のでチケット販売に工夫を 

・ミニ正月飾りは数量を増やしてほしい 

・数に限りがある場合は公平に 

・季節や伝統の行事は是非継続を 

恒例となった竹林整備体験教室・筍掘りが４月 20 日、 

大勢の方が参加して行われました。昨年と違って今年は 

雨が降らずにちょっと不作でした。それだけに急斜面に 

足を取られたりしながら、筍を見つけ、傷つけないよう 

に注意深く掘って、掘りあげたときの気分は最高。子ど 

もたちも「やったぁ！」と大歓声をあげていました。 

掘った筍はまとめられてくじ引き。｢自分の掘ったのより 

◆子供たちの健やかな成長を祈って～端午の節句呈茶会～  

◆楽しい竹の子掘り 

大きいのが当たった｣、｢また来年も来たいね｣などとうれしそうに話してくれました。 

 



ふじやまだより 第 137 号 2014 年 5 月 15 日（木）  

3 

 

歴史探訪新シリーズ始まる。参加をお待ちしています 

 歴史探訪は“｢栄区歴史双六｣の史跡を辿ってみよう”

からスタートしたのが平成 16 年 10 月。それから９年余

を経て、平成 26 年３月で 85 回とはよくまあ歩いたもの

です。足跡は栄区・金沢区の史跡探訪、横浜・川崎・藤

沢の東海道宿場、市内の古民家、富士塚や東海道以外の

往還、最近は古都鎌倉を訪れました。これまでに延べ参

加者は 1,600 人余、訪れた神社仏閣は約 400 か所をはじ

めに 1,000 か所を超える史跡を訪れました。 

 今年度から港南区の探訪を皮切りに、新しいシリーズを始めました。歩くことは健康への最良

の薬です。会員の皆さんの歴史探訪への参加をお勧めします。(古民家歴史部会 長谷川一郎) 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成 26 年６月度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 ６日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

８日(日) 

１日(日) 22 日(日) 

４日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

16 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 14 日(土)  21 日(土) 

22 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 

11 日(水) 

適時 

クリーンアップ ３日(火)  17 日(火) 

ふじやまだより編集会議 

        印刷 

７日(土) 

14 日(土) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 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 045-896-0590)へご連絡ください。 

 

 

♦ 落ち着いた雰囲気と重厚で飾らない住居に魅せられます。 （磯子区在住 70 代 ひとりで） 

♦ 実家に１歳の娘と帰省中。古民家でハイハイさせていただきました。 

新緑が気持ちよかったです。（市内 30 代 家族と） 

♦ かぶとがかっこよかった。  （市内 10 代 家族と） 

野原や平地の日蔭でやや湿ったところに生える二年草。日本全土に

分布する。和名は「紫華鬘」、華鬘は仏殿の飾りで唐草模様を描く

ようにつく花の様子から名がついた。全体が柔らかく茎は 20～50

㎝、葉は細かく裂け、4～6 月紅紫色の花を房状につける。花は筒状

で先端は唇形に上下に開き、後ろ端は袋状に長く伸び蜜をためる。

花後、実をつけ弾けて種子をとばす。有毒なので注意。長屋門前、

クヌギ林の日蔭地帯に点在する。 

ムラサキケマン   ケシ科 

 

舞岡公園にて舞岡公園にて舞岡公園にて舞岡公園にて    

『いろり辺雑記』 から（原文のまま） 
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体験体験体験体験教室のお知らせ教室のお知らせ教室のお知らせ教室のお知らせ   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

((((1111))))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：返信はが持参品：返信はが持参品：返信はが持参品：返信はがきで連絡します。きで連絡します。きで連絡します。きで連絡します。    

    

    

    

★ 五月人形飾り五月人形飾り五月人形飾り五月人形飾り    

５月５月５月５月 26262626 日日日日((((月月月月))))まで飾っています。まで飾っています。まで飾っています。まで飾っています。    

    

★ 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        

いろりの火を囲んで、神奈川や日本の昔話を楽しんでみませんか。いろりの火を囲んで、神奈川や日本の昔話を楽しんでみませんか。いろりの火を囲んで、神奈川や日本の昔話を楽しんでみませんか。いろりの火を囲んで、神奈川や日本の昔話を楽しんでみませんか。    

        日日日日    時：６月時：６月時：６月時：６月 19191919 日日日日((((木木木木))))    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：員：員：員：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    

    

★ 七夕飾り七夕飾り七夕飾り七夕飾り    

古民家の縁側に笹竹を立て掛けます。皆さんの日頃の願いを短冊に書き飾ってください。古民家の縁側に笹竹を立て掛けます。皆さんの日頃の願いを短冊に書き飾ってください。古民家の縁側に笹竹を立て掛けます。皆さんの日頃の願いを短冊に書き飾ってください。古民家の縁側に笹竹を立て掛けます。皆さんの日頃の願いを短冊に書き飾ってください。    

        日日日日    時：７月１日時：７月１日時：７月１日時：７月１日((((火火火火))))～７日～７日～７日～７日((((月月月月))))                                                        

        場場場場    所：古民家主屋縁側所：古民家主屋縁側所：古民家主屋縁側所：古民家主屋縁側    

    

★ 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流し    

大きな青竹の上を流れる｢わんこソーメン｣をご賞味ください。大きな青竹の上を流れる｢わんこソーメン｣をご賞味ください。大きな青竹の上を流れる｢わんこソーメン｣をご賞味ください。大きな青竹の上を流れる｢わんこソーメン｣をご賞味ください。    

日日日日    時：７月６日時：７月６日時：７月６日時：７月６日((((日日日日)11)11)11)11 時～時～時～時～12121212 時時時時        雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止    

場場場場    所：古民家前庭所：古民家前庭所：古民家前庭所：古民家前庭    

定定定定    員：員：員：員：150150150150 名名名名            

食食食食    券：券：券：券：200200200200 円、販売は円、販売は円、販売は円、販売は 10101010 時時時時 30303030 分から分から分から分から            

        同時開催：子ども向け同時開催：子ども向け同時開催：子ども向け同時開催：子ども向けゲーム（無料）ゲーム（無料）ゲーム（無料）ゲーム（無料）    

    

★★★★4444 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            2,8832,8832,8832,883 名名名名        26262626 年度累計年度累計年度累計年度累計            2,8832,8832,8832,883 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        

    〒〒〒〒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：：：：045045045045----896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：045045045045----896896896896----0590590590593333    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

子ども工作 6月15日(日) 10時～12時 

    〃      13時～15時 

割りばしで作る輪ゴム鉄砲   

無料 

 

先着順受付 

各 終 了 1 時 間

前まで：各10名 

草木染め 7月 1日（火）13時～16時 

 

藍の生葉染め 2,000円 ６月20日(金) 

12名 

初心者茶道 

体験教室 

7月19日（土)13時～16時 

          

日本のおもてなしの心を茶道を

通して体験してみませんか 

持参：白いソックス 

500円  6月30日（月） 

      10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 : 6月4日(水)   毎月第1水曜日 

・クリーンアップ : 6 月 3 日(火)17 日(火)10 時～11 時  一斉清掃 


