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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。

薫風に泳ぐこいのぼり

～ポールの立ち上げも見事です～

山笑う晩春から初夏、天下の草花を集めたかのように咲き揃うふじ
やま公園。五月晴れの青い空と若葉の緑、足もとではショウブやシャ
ガが咲き揃います。そしてはるかに見える秀峰富士と古民家で元気に
泳ぐ鯉のぼりがとても良く似合います。４月 23 日（木）古民家中庭
のコーナーに高さ 16m ある鯉のぼりのポールが設置されます。長く重
いポールは大勢のスタッフの手で中心を取り、呼吸を合わせて少しず
つ少しずつ立ち上げます。その様は、まさに必見の職人芸といえます。
中国の伝説では、滝まで昇りきった鯉は龍となり天まで昇ることができたと
か。日本では江戸時代から男の子が強く逞しく育つことを
願い鯉のぼりを飾るようになりました。
内飾りとして五月人形には鎧や兜、武帝の人形などが飾
られます。５月５日、男の子の無事成長を願って端午の節
句をお祝い致しましょう。連休のさなか遠くの旅もいいで
すが、ふじやま公園で親子のふれあいは如何でしょうか。

五月人形飾り
鯉のぼり
呈茶会

古民家座敷
古民家中庭
古民家座敷

４月 22 日（水）～５月 18 日（月）
４月 23 日（木）～５月 18 日（月）
５月 ３日（日）11 時～15 時

公園を散歩していると汗をかくほどの季節になってきた。あちこ
ちで木々が新緑の芽を膨らませているのを見ると、季節の移り変わ
りの速さを感じてしまう。ふと足元に目をやると、どんぐりが根を
伸ばし、果実を持ち上げているのが見えた。公園に落ちるドングリ
は何万粒もあるだろうけれど、こうして芽を出すのはごくわずか。
これから順調に育つのはもっと少なくなる。ここに自然の奥深さが
感じられる。この秋にはたくさんどんぐりを拾って、庭の片隅で育
てて、ふじやまの生命力にあやかってみようか。
＜５月７日は休館です＞
５月７日は休館です＞
定例休館日の５月６日（水）は振替休日の
定例休館日の５月６日（水）は振替休日のため開館。翌
ため開館。翌７日に
７日に休館します。
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◆第１回ポイントラリーがひらかれました！
第１回「本郷ふじやま公園里山を
巡るポイントラリー」が３月 29 日
（日）に開かれました。ヤマザクラ
やコブシなどが咲く里山に設定され
た５か所のポイントを巡るラリーに
10 組 38 人が参加して、アップダウンの
コースに汗を流し、ポイントではクイズ
に頭を悩ませながら、全員が無事完歩しました。終了後は参加賞のウグ
イス笛などをもらったり、特製ぜんざいに舌鼓を打ったり楽しいひと時
を過ごしました。クイズの全問正解者には竹細工がプレゼントされまし
た。

古民家Ｑ＆Ａ 里山
Q：里山とはどんなところですか？
A：｢里｣というのは、大自然に対して｢人の住むところ｣をさ
します。これに対し、
「里山」は大自然と人の住む集落との
中間に位置する空間のことをいい、必ずしも山を意味しま
せん。
最近は環境省や農林水産省が｢里地里山｣を用いています。
これは原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混在す
る農地、草原などで構成される地域です。農林業などに伴うさまざま人間の働きかけを通じて
環境が形成・維持されてきました。またこれは、特有の生物の生息・
生育環境として、また、食料や木材など自然資源の供給、良好な景観、
文化の伝承の観点からも重要な地域としています。
ふじやま公園の古民家ゾーン以外の場所は、農地、炭焼き、市民の
憩いの場所、更にはカブトムシの生息地として機能しており、まさし
く里山であるといえます。
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第１回ポイントラリーでは参加者にぜんざいが振る舞われましたが、案外
知られていないのが“汁粉”と“ぜんざい”の違い。参加者からは“お父さん
これってお汁粉だよね”という声も聞かれていました。
物の本によると、“関東では粒餡のものも、こし餡のものも汁粉と言うが、関西では粒餡のも
のをぜんざい、こし餡のものを汁粉と言う”とあります。ということは、今回振る舞われたぜん
ざいは、関西出身のスタッフが名付け親だったのかもしれません。
その昔、藤島恒夫という歌手の歌で有名になった法善寺横丁でお地蔵さんに水をかけ、その時
に食べた夫婦善哉には、確か粒餡が入っていたような気がしてきました。
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カタバミ

カタバミ科

道端や庭などにごく普通に見られる多年草。日本全土、アジア、ア
メリカなどに分布する。5 月～10 月、1 ㎝程の黄色い花を咲かせ三
枚一組のハート形の葉が目印。花は朝に開き夕方閉じる一日花。全
草にショウ酸を含み、噛むと酸味があり、汁で金属を磨くとピカピ
カになるとか。種は熟すと裂けて弾け跳ぶ。葉が閉じると半分欠け
て見えることから「片喰」の和名がついた。

◆昔の暮らしを教えてくれてありがとう
小学校３年生の社会科の授業の一環で「昔のくらし」を学ぶため
に、３月までに 39 学級 1,100 人もの生徒がふじやま公園を訪れま
した。ここで昔の暮らしを学んだ生徒たちから、ふじやま公園のボ
ランティアに教えてくれてありがとうと言う感謝の手紙が届きま
した。古民家の広さに驚いたり、わらを大事にした生活に感心した
り、今度は両親ともう一度行きたいという希望が書かれていたりし
ていました。

『いろり辺雑記』 から（原文のまま）
・２月にしては暖かい日でしたので開園記念日に参加させていただきました。
いつ来てもとても気持ちがよく心が和みます。かまどのけむり、そしてなんともいえない
このにおい、子どもの頃を思い出します。また、本格的なひな段飾り、現在の子供にぜひ
みてもらいたいと思料致します。庭の梅の花も満開で春のおとずれを感じさせる公園のシン
ボルですね。（市内 70 歳代 ひとりで）

平成 27 年５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

１日(金)

古民家歴史部会 部会

10 日(日)午前

農芸部会 部会

18 日(月)

古文書解読勉強会

３日(日)午前

月曜日 木曜日

歴史探訪

６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

９日(土)

16 日(土)

クリーンアップ

５日(火)

24 日(日)

広報部会

13 日(水)

ふじやまだより編集会議
印刷

適時
当分の間 休みます

ホームページ制作打合せ

19 日(火)

９日(土)
14 日(木)
30 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)へご連絡下さい。
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手づくりをお楽しみ下さい

教室名
子ども工作

日
時
5月17日(日) 10時～12時
〃
13時～15時

布細工
（全2回）
粘土で作る
アクセサリー3種類
（全3回）
七宝

6月17日（水）13時～16時30分
6月24日（水）
〃
6月19日（金） 9時30分～12時
7月17日（金）
〃
8月14日（金）
〃
6月19日（金）13時～15時

お待ちしております。

内 容
石ころに絵を書いて飾
ろう
（マイ石ころ持参歓迎）
(小学生・親子)
壁かけ（夏バージョン）
自 然 乾燥 で個性 的 な
オリジナル装飾品が出
来ます。（大人）
よう変のブローチ

参加費
無料

1,000円
1,500円

応募期限
受付：先着順
10時～11時
13時～14時
各 10名
6月1日（月）
12名
6月9日(火)
10名

500円

5月30日(土)
10名
初心者茶道
6月20日（土）13時～16時
おもてなしの心を茶道
500円
５月31日（日）
体験教室
を通して体験
10名
押し花で
6月25日(木)13時～15時30分
花もよう絵、小花小葉 2,000円
5月30日（土）
花もよう絵
を使用する。
6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。

・・・お知らせ・・・
★ 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：５月 21 日(木) 10 時 30 分～11
分～11 時 30 分 場 所：古民家主屋いろり端
定 員：15
員：15 名 当日参加自由 無料
★ 寺子屋６ 江戸庶民のくらしの豊かさを問う
日 時：６月 13 日(土) 13 時～15
場 所：工作棟
時～15 時 30 分
定 員：15
申込み：往復はがきで５月
員：15 名
申込み：往復はがきで５月 30 日(土)までに 多数の場合は抽選
多数の場合は抽選
★ 初心者茶道体験教室
初心者茶道体験教室講師を募集します
道体験教室講師を募集します
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(
ボランティア(無報酬)
無報酬)講師です。すでに教授の経験のある方。流派は問いません。
講師です。すでに教授の経験のある方。流派は問いません。
教室開催 毎月第３土曜日 13 時～15
お道具は教授持込みです。
時～15 時。
受講料は教材費として参加者から 500 円を徴収します。
希望者は５月 23 日(土)10 時から古民家で説明会と抽選を行いますのでご参集ください。
★3 月ふじやま公園来園者数

2,657 名

平成 26 年度合計

・開 館 時 間 : ９時～17時
・入
館
料 : 無 料
・休
館
日 : 5月7日（木）
・ク リ ー ン ア ッ プ ： 5 月 5 日(火)19 日(火)10 時～11 時

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

27,932
27,932 名

一斉清掃

FAX：
FAX：045045-896896-0593
0593

