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☆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。

工作棟新装オープン、芸術の秋に新しい教室も
エアコンの設置などに伴う建物内装のリニューア
ルを行っていた工作棟の工事が完成し、この間お休み
していた体験教室が再開されます。また、芸術の秋を
迎え 10 月から新しい体験教
室が２つオープンします。
まず「おとなの竹工作」と
いう教室。竹工作というとこ
ども工作のような感じもしますが、こちらは「おとなの…」と銘打っ
ているように、ちょっとした置物などを主体にしたシニア向け。まず
はカットして接着すればＯＫのカット形から始めて、少し慣れてくれ
ば、彫刻形に進んでいきます。材料はもちろんふじやま公園にふんだ
んにある孟宗竹、真竹、篠竹を使い、脂分を抜いてナイフを入れやす
くするために茹でたりする下作業は済んでいるので、あとは
自分の芸術センスが問われることとなります。大いに腕を奮
って下さい。
そしてもう１つは「現代水墨画」教室です。伝統ある水墨
画を色紙などのイラストボードに描くので、現代風。景色、
花、人物などを題材としますが、まずは年賀状に役立たせる
ため、来年の干支「未（ひつじ）」から描いていきます。
詳しくは４面の体験教室のお知らせをご覧ください。

公園の小さな“たんぼ”で稲刈りが行われた。全国的に
は３年連続の豊作予想だそうだが、公園の田んぼは開設２年目。
始めたばかりの昨年は土が合わなかったためか、稲の身が入らな
い状態で収穫なし。今年は畑、長屋門脇とも、スズメの来襲で散々
の収量。まあ、スズメが相手では仕方ないか、網を張るほどのこ
ともなし…と半年水の世話などを焼いてきたボランティアさん
もあきらめ顔。さて来年は、古典的に案山子でもたてますか。
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ふじやま公園でも｢栄区で楽しむ夏休み｣を楽しみました
栄区には、森の家、自然観察の森、五つの市民の森
や当公園など、緑豊かな森が沢山あります。今年の夏
は栄区役所地域振興課が小学生を対象に森を探検し、
さまざまの植物や昆虫を観察し
自然にふれあい、心とカラダのリ
フレッシュを勧めました。当公園
もこの催しに参加して、森の楽し
みに加えて、子ども工作の一つと
してペットボトルを利用する窓
飾り(風鈴)と貯金箱を作るイベントを行いました。参加者は貯金箱作りで
個性豊かな造形美を生み出していました。参加した子どもたちにとっては
思い出深い夏休みになったことでしょう。

広報部会見てある記

ホームページ制作グループの部

本郷ふじやま公園の公式ホームページは開園２年
後に公開され、以後月１回のペースで更新を行ってい
ます。公園の自然の営みや行事などの最新の姿を写真
を多く用いて紹介しています。公開の当初の更新作業
は、不慣れや勘違いで関係ないものをアップしたり、
全ファイルを削除してしまうトラブルも経験したよ
うです。最近では長い間に作りかけのファイルやリン
ク元のない画像など無役のファイルが溜まってきた
ので、一日掛けて大掃除を行いました。現役のものを
削除しないようダブルチェックしながら作業を行い、
空き容量が２倍になりました。余裕ができたので新しい公園紹介のファイルが出来そうです。ホ
ームページは 24 時間いつでも地球の隅々までと当公園とを繋ぐ唯一の手段なので、メンバーは
ますます内容を充実したいと張切っています。しかし、まだまだ足元の改善点も多くあり、会員
の中で興味のある人の参加を待っているとのことです。

ミズヒキ

タデ科

北海道から九州の山野に分布し、林のふもとなどに生え日蔭を好む。花期
は８月～10 月。草丈 50～80 ㎝、茎を直立させ赤い小さな花をまばらにつけ
る。花は５㎜ほどの４弁からなり上から見ると赤く、下から見ると白く見
えることから、のし袋の水引の由来。葉は比較的大きな楕円形で黒斑。白
く斑入りもある。秋の野草として木陰に咲き、わびさびに通じることから
茶室などに好まれる。また白色種のギンミズヒキもあり小さな白い花が群
生して咲いている様は見事、庭などに植えられる。
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当地域伝承のお盆飾りが TV で紹介されました
お盆迎え火の日である８月 13 日、J：COM 地域密着情報番
組“デイリー横浜”で鍛冶ヶ谷地区のお盆飾り様子が放映され
ました。これは公園のボランティアが古民家表門と主屋仏間に
地域に伝わる迎え火、お盆飾りをお供えしたものです。ご先祖
様があの世と往き来するきゅうりと茄子の乗り物やまこもを編んだ敷物に野
菜や果物などが飾られました。収録の際、公園に遊びに来ていた子どもたちも
興味津々でいろいろと尋ねていました。古民家とボランティアが地域の伝統風
習を再現伝えるのに役立ったひと時でした。

農園に“純ふじやま製杉丸太ベンチ”を設置しました
９月に入り公園を訪れる人も多くなってきましたが、散策に疲
れた時あったらいいなと思うのがベンチ。そんな利用者の思いに応
えるため、農園に杉丸太のベンチを２基設置しました。
このベンチは裏山の“ふじやま杉？”で作ったもので、切り出し
から製作、設置まですべてボランティアの手によるものです。今回
特にこだわったのは腐食防止。環境保護の観点から防腐剤を使わず、
バーナーで杉の表面を入念に焼いて防腐処理を行いました。その後タワシで磨かれ艶出しされた
ベンチは、農園の緑とよく調和して落ち着いた和の雰囲気を醸し出しています。

冷たい水をどうぞ ウォーターサーバーを設置
暑い真夏の最中に公園を訪れる皆さんの熱中症を防ぎたいと、冷たい水を提
供できるウォーターサーバーを設置しました。据付け場所は事務所水屋です。
喉を潤した皆さんから冷たくておいしいと評価を戴いています。人が水をおい
しいと感じる温度は一般的に 10〜15℃と言われているそうですが、
サーバーの水温は５～10℃に設定されています。ある暑い日に実際
に測定しますと５～６℃でした。このサーバーは定期的に加熱消毒
と冷却を行っています。大切にご利用下さい。

平成 26 年 10 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

３日(金)

古民家歴史部会 部会

農芸部会 部会

20 日(月)

古文書解読勉強会

５日(日) 26 日(日)

月曜日 木曜日

歴史探訪

８日(水)

作業
里山部会 作業

工作棟部会

部会

子ども工作準備
囲炉裏守 囲炉裏焚き

11 日(土) 18 日(土)

クリーンアップ

26 日(日)

広報部会

８日(水)

ふじやまだより編集会議

当分の間 休みます

７日(火) 21 日(火)

印刷

適時

12 日(日)

ホームページ制作打合せ

４日(土)
13 日(月)
11 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。
3

ふじやまだより

第 141 号

2014 年９月 15 日(月)

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。

教室名
子ども工作
（小学生）
おとなの竹工作
（全2回）
押し花

日
時
10月19日(日)10時～12時
〃
13時～15時
11月 7日(金) 13時～16時
11月14日（金）
〃
11月11日(火)13時～16時

内 容
クラフトで作るマスコット人形

参加費
無料

尾長鳥を作る

500円

初心者茶道
体験教室
布ぞうり作り

11月15日（土）13時～16時

里山そば打ち塾

11月22日(土)10時～12時

染色

11月25日(火)13時～16時

フラワーアレンジ

11月27日(木)13時30分～
15時30分
11月28日(金)13時～16時
12月12日（金）
〃
12月19日（金）
〃
11月29日(土)13時～16時

日本の「おもてなしの心」を茶道を
500円
通して体験してみませんか
一日で一足完成します
500円
(持参：お弁当)
初心者大歓迎、美味しいそばを打
800円
てます、試食、持ち帰りできます
柿渋でシルクストールを染めましょ 2,500円
う
プリザとアートであなただけのクリス 2,000円
マスリースを作りましょう
ピエロのペン立て
1,800円
（メガネ入れも可能）

粘土工芸
（全３回）
現代水墨画

11月18日(火)10時～15時

冬のけしき押し花絵

2,000円

応募期限
終了１時間前
まで 各10名
10月25日(土)
６名
10月31日(金)
10名
10月31日(金)
10名
10月30日（木）
12名
11月12日(水)
6名
11月12日(水)
10名
11月15日(土)
10名
11月12日(水)
6名

来年の干支をハガキに描く
500円 10月25日(土)
「未」、「羊」、「ひつじ」など
12名
(1)応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）
(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
応募期限までに本郷ふじやま公園
応募期限までに本郷ふじやま公園へ
本郷ふじやま公園へ
(2)応募者多数のときは抽選
(2)応募者多数のときは抽選 (3)持参品：返信はがきで連絡します。
(3)持参品：返信はがきで連絡します。
お詫びと訂正
前号の中で、収穫

・・・・お 知 ら せ・・・・

祭の日程に誤り
がありました。

★ ふじやま農園収穫祭 11 月８日(
月８日(土)11 時～13
時～13 時 （雨天の場合は９日に順延）
誤 11 月９日
サツマイモ、サトイモ掘り体験
サツマイモ、サトイモ掘り体験 (小学生 30 名先着順)
先着順)
正 11 月８日
石焼イモ、ふじやま鍋
石焼イモ、ふじやま鍋(
ふじやま鍋(各 100 円、先着各 150 名 10 時 30 分から引換券販売)
分から引換券販売)
お詫びして訂正
抽選で収穫野菜をプレゼント
★ 寺子屋(
寺子屋(Ⅴ) 植物生理学の初歩 緑を枯らさないために
します。
日時：11
場所：古民家工作棟
時：11 月 15 日(土)13 時～15
時～15 時 30 分
場所：古民家工作棟
定員：15
申込方法：往復はがきで 応募期限：11
員：15 名
応募期限：11 月５日(水)（多数の場合は抽選）
多数の場合は抽選）
★ 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むかし話を楽しんでみませんか
日時：11
場 所：いろり端
定 員：15
時：11 月 20 日(木)10:30～
10:30～11:30
員：15 名
★8 月ふじやま公園来園者数
925
26 年度累計
9,604 名
925 名
・開 館 時 間 :
・入
館
料 :
・休
館
日 :
・ク リ ー ン ア ッ プ :

９時～17時
無 料
10月1日(水) 毎月第１水曜日
10 月 7 日(火) 21 日(火)10 時～11 時 一斉清掃

本郷ふじやま公園運営委員会
〒247247-0009 栄区鍛冶ヶ谷 1-20

TEL：
TEL：045045-896896-0590
４

FAX：
FAX：045045-896896-0593

