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本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

ロマンはロマンのまま、再び埋められてしまった。…はて、何のことや

らを種明かし。春先、農園の一角に穴が開いた。竹をさしてみると、結構

深そう。そこから侃侃諤諤。戦時中の防空壕の跡、地下水が流れた跡、果

ては向かいの鍛冶が谷市民の森のような横穴古墳…。サトイモの植え付け

もそこだけ時期をずらせて、区役所と土木事務所がまずは重機を入れて掘

ってみた。ところが２ｍ掘っても変わったことはなく、畑にちょうどいい

黒土が出てくるだけ。穴は埋め戻されて、そのままサトイモが植えられた。

春の霞のようにいろいろな想像（妄想？）はさあっと消えてしまった。 

 

「変化朝顔」が江戸で流行った文化文政

は、ふじやまの古民家が建つ弘化年間の少し

前、庶民に物見遊山、芝居見物、歌舞伎や相

撲などのレジャーが花開き、たびたび華美禁

止令が出された時代。そのひとつに朝顔や万

年青（オモト）などの植物観賞があり、珍品

は家が建つほどの高値で取引されることも

あったといわれます。ふじやまの変化朝顔か

らも将来、超珍品が出てくるかも…。 

    

    

    

    

    

   

    

    

 

 

古民家には江戸の変化朝顔がよく似合う 

～今年は種類もいっぱい増えて夏の朝散歩が楽しみ！～ 

昨年、葉も花も５つに裂けた変わった朝顔の立田蜻蛉（たつた

かげろう）でふじやま公園来園者の夏の人気を集めた「江戸変化

朝顔」が今年も登場します。しかも種類もぐっと増えて 11 品種を

予定しています。今月下旬にはタネを蒔く予定なので、愛好者の

方には発芽から開花までじっくりお楽しみいただけます。 

タネは国立歴史民俗博物館から調達した由緒正しきものですが、何しろその名が「江戸変化朝

顔」なので、タネを蒔いてそのまま出てくるとは限りません。さらに変化することもあるという

のですから成長過程を見ておくのも楽しみです。ただその名の通り、朝の花ですから、元気のい

い花を見たい人は早めの来園をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

「変化朝顔」はとにかく今普通に見

られる朝顔とは花が違います。花びら

が不規則に細く裂けている獅子咲き

系統、花びらや葉が細く切れた采咲き

系統、大八車の車輪のような車咲き系

統…などがあります。獅子はライオン

のたてがみ、采は軍師の振る采配、車

は車輪のスポーク…と例えもなかな

か考えたものです。 
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古民家 Q&A 五月人形の種類 

◆見つけて、触って、楽しかった筍掘り 

４月 17 日（日）当日はスタートから小雨まじりのお天気でした。25 家族、

67 名の参加者に 20 名弱のスタッフ。初めに安全面の注意や掘り方の説明が

ありました。急斜面にあるものは掘らない、掘った後は穴埋めするなどなど。   

４班に分かれ、竹林に入るなり筍を見つけてあった～と感動する子どもた

ち。三世代で参加した家族はおばあちゃんが道具の使い方を伝授、お母さん

が掘り、孫ちゃんが触って大喜び、最後はスタッフの手で掘りあげ皆んなで

記念撮影。抱えきれないほどの筍を持ち帰り皆さん笑顔でした。この日の夜

は筍ごはんで話が弾んだかな？ 

 

 

Q：五月人形の兜飾りや人形がありますがどんな種類が ありますか？ 

A：武者人形と呼ばれる人形(ヒトガタとも)と甲冑を模した兜飾り・鎧飾りがあります。昔は武

者人形に人気がありましたが、戦後からは兜飾り・鎧飾りが飾られるようになりました。武家

の時代には男児の健やかな成長を願い、玄関前に幟や吹流しを

立て、厚紙で作った武者人形や兜、紙や布に書いた武者絵など

を飾りました。これが庶民に広がり五月人形や鯉のぼりを飾る

ようになりました。武者人形は鍾馗さまや金太郎など伝説や歴

史上の豪傑をモデルにしたものや男児の健やかな成長を願っ

た子供大将などがあります。   

★鯉のぼりポールを更新しました  

例年ならベテランスタッフの長年の経験と勘に基づきスムー

ズに揚がっていく鯉のぼり。しかし、今年はポールを組み立て

ながら説明書を読んだり、パソコンで組み立て映像を見たりと

なんだか様子が違っていました。というのも、長年使ってきた

ポールの土台部分が腐食したため、ポールも含め全体を更新。

ポールの差し込み方やボルトの大きさもこれまでと違い大苦戦

でしたが、それでも何度かやり直し、１時間程度で立ち上げに

成功。ポールの長さが16ｍから12ｍへと短くなったため鯉のぼりもやや小ぶりになりましたが、

５月の風に乗って悠々と泳いでいます。ちょうど見に来ていた親子は“ポールがしなってかっこ

いい。”と大喜びでした。 

★ふじやま公園が「栄区なう」で紹介されました 

５月９日、J:com のテレビ番組「栄区なう」が、栄区の歴史と文

化を感じられる場所紹介の一環で、工作棟で行われていた「七宝

焼き教室」や古民家を取材。教室では、できあがった作品をテレ

ビで紹介してもらえるとあって生徒も大喜びでしたが、緊張しな

がらのインタビューのさなかに携帯が鳴りだし NG というほほえましい一コマも。 

取材時間も当初予定 40 分の倍近くも要し、慌ただしく次の取材会場へと向かっていきました。 
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アミガサタケ   アミガサタケ科 

平成 28 年６月度ボランティア活動予定 

《本郷ふじやま公園の QR コードを掲示しました》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園の各種掲示板にふじやま公園のURLを表示するQRコードを掲示

しました。これは日本で開発されたマトリックス型二次元コードです。

多くの情報を格納でき読取りも早く世界的に普及しています。携帯電話

機やスマホなどで読取れます。スマホで本郷ふじやま公園ホームページ

にアクセスでき、直ちに公園の状況を知ることが出来ます。これからは

掲示板以外の多くの情報・宣伝媒体にも掲示し、ふじやま公園をより身

近なものにしたいものです。本紙第４面にも掲載しています。 

 

 

  

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 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

12 日(日) 

５日(日) 

１日(水)  

農芸部会 部会 

     作業 

20 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 11 日(土) 18 日(土) 

26 日(日)   

クリーンアップ ７日(火)  21 日(火) 

広報部会 

ふじやまだより編集会議 

         印刷 

ホームページ制作打合せ 

 

５日(日) 

12 日(日) 

26 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

８日(水) 

適時 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

  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。 

『いろり辺雑記』 から（原文のまま） 

◆ れきしが大好きなので、とても感動しました。来てよかったです。 

また来たいです。（市内 ９歳 家族で） 

◆ ５／１に来ました。いろいろなものがかざってあってすごかったです。 

もっとあそびどうぐをふやしたらいいと思いました。（市内 10 代 家族で） 

 

春、おもにサクラやモミの樹の側に群生する。傘にあたる頭部はデコ

ボコした網目状になっている。色は淡褐色や淡い黒色。内部は空洞に

なっており見た目より肉薄。フランスやイタリアなどでは食用キノコ

として香りのアクセントに使われ、乾燥品やペースト状で販売されて

いる。日本では生の状態ではあまりなく缶詰めなどで輸入されること

が多い。類似種が７～８種あるため、野生のものを食べることは危険。 
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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。    

    

    

★ 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むかし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むかし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むかし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むかし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 16161616 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    当日参加自由当日参加自由当日参加自由当日参加自由    無料無料無料無料    

★ 七夕飾り七夕飾り七夕飾り七夕飾り((((予告予告予告予告))))            
日日日日    時：７月１日時：７月１日時：７月１日時：７月１日((((金金金金))))～７月７日～７月７日～７月７日～７月７日((((木木木木))))        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((((予告予告予告予告))))    
日日日日    時：７月３日時：７月３日時：７月３日時：７月３日((((日日日日))))    11111111 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 円円円円    販売は販売は販売は販売は 10101010 時半から時半から時半から時半から        当日先着順当日先着順当日先着順当日先着順    

    

★★★★    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        4444 月度来園者数月度来園者数月度来園者数月度来園者数        2,0742,0742,0742,074 名名名名        22228888 年度累計年度累計年度累計年度累計    2,0742,0742,0742,074 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                                                                            当公園の当公園の当公園の当公園の QRQRQRQR コードコードコードコード    

    〒〒〒〒247247247247－－－－0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－20202020        TELTELTELTEL：：：：045045045045----896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：040404045555----896896896896----0593059305930593    

    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

はじめての 

篆刻入門 

（全３回） 

7月 2日（土）9時30分～12時 

7月16日（土）    〃 

7月30日（土）    〃 

石印材で自分の好きな文字

を刻りオリジナルな印を作り

ます 

1,000円 

 

6月15日（水）  

 12名 

布ぞうり作り ７月 8日（金）10時～15時 一日で一足完成します 700円 6月20日（月） 

   15名 

絵手紙 

（全４回） 

７月12日（火）13時～16時 

7月19日（火） 9時～12時 

8月 9日（火）13時～16時 

8月16日（火） 9時～12時 

はがき絵の基本を学び実際

に画いてみましよう 

 

600円 

6月28日（火） 

   12名 

初心者茶道 

体験教室 

（全２回） 

７月16日（土）13時～16時 

8月20日（土）   〃 

四季を感じながらおもてなし

の心を学びましよう 

（持参：白いソックス） 

各回 

 500円 

6月30日（木） 

小学生以上 

    5名 

子ども工作 

（押し花で作る

動物アート） 

7月17日(日)10時～11時 

   〃     13時～14時 

厚紙に押し花を動物の形に

して貼りつける 

無料 

  

当日受付 

小学生：各10名 

里山の 

そば打ち塾 

 

7月23日(土)10時～12時 

          

手打ちそばの基本を学び美

味しいそばを打ち、自分で打

ったそばを試食します 

 800円 7月 9日（土） 

   10名 

フラワー 

アレンジ 

７月26日(火)13時30分～ 

        15時30分 

さわやか夏のアレンジ 2,000円 7月13日（水） 

8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 :  毎月第１水曜日（６月１日） 

・クリーンアップ : 毎月第 1・3火曜日 10 時～11時（６月７日・21 日） 


