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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。

これからも皆様の支援と協力を～指定管理者として～

事務局長

辻

登

今年度は本郷ふじやま公園の開園 13 年目になります。また指定管理者第三期（平成 28 年～
32 年）目の初年度にあたります。
平成 27 年度は年度初に設定した計画に沿い事業を推進いたしました。皆さまのご支援・ご協
力もあり概ね所期の成果が得られたと思います。又、積年の要望でもありました防犯カメラの設
置・掲示板２ヶ所の交換などの設備の充実、「炭焼き広場」の竹垣の改修を行い公園環境の改善
を進めました。この竹垣は里山部会・農芸部会ほか 40 数名に参画していただき完成したもので、
ふじやまの緑に上手に溶け込んだ傑作品となりました。
ふじやま学級では今後に向けて視野を広げるため仲間の公園の訪問、博物館見学を行いました。
今後の活動に生かしていきたいと思います。
開園当初からの当公園の基本理念《生きている古民家で『ふるさと体験』六つのねらい》に基
づき、これまで培ってきた経験を生かし地域の皆様、当公園を訪れる皆様と一層連携を深め更に
魅力ある事業を行い、いつでも安心して集える場を目指して管理運営を進めてまいります。
伝承行事の実施にあたっては、歴史的意義や往時の人たちがその行事に込めた意味合いも理解し
ながら楽しく参加できるように創意工夫をしていきます。
小学生の炭焼き体験教室や３年生の社会科の学習など期待に応えられるよう引き続き内容の
充実を図ります。子ども工作教室は相変わらずの人気で好評を得ています。体験教室も篆刻や絵
手紙など新しいものが加わり充実しつつあります。
また市の指定有形文化財であります古民家に相応しい江戸演芸などの催し、農芸部会では江戸
時代に流行したといわれる変化朝顔の育成など、その時代に相応しい内容のものを行っていきま
す。６月にはこの古民家に相応しい見所が誕生しました。水琴窟です。造園会社の協力を得て日
本庭園の一角に設置されました。この素晴らし公園をより広く知ってもらう為、広報活動も更に
充実していきたいと考えております。
今年も皆様の積極的な参加とご協力をお願いいたします。

古民家土間の片隅で、八つの容器が並んでいる。中に入っているものは６月に
公園で収穫したばかりの梅の実。近年、健康食品として見直されているが、起源
は平安時代にまで遡るというから古民家よりはずっと古い。今年は申年で、江戸
時代以来申年の梅干は「病が去る」といって特に珍重されてきた。これから土用
干しなどを経て、一人前の梅干になるにはまだまだ土間の片隅で時を過ごさなけ
ればならないのだが、来年の七草粥の頃には名脇役として登場してくれるだろう。
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◆涼味たっぷりのわんこソーメン流しが２年ぶりの大盛況
「わんこソーメン流し」が７月３日（日）に行われました。昨年は
雨にたたられ中止になってしまいましたが、今年は天候に恵まれ大
盛況。先着約 200 人が大きな青竹の中を波にゆられながら流れるカ
ップ入りそうめんに舌鼓を打ちました。子ども達は魚つりゲームな
ども楽しみました。また「七夕飾り」が７月１日(金)～７日(木)ま
で開催されました。

★梅雨時の風物詩 梅もぎ
「今年は不作のようなので、さっと集めて早めに終わり
ましょう。」と梅もぎスタッフのあいさつで始まった梅雨時
恒例の梅もぎ。今年は６月６日(月)、うす曇りという絶好の
コンディションの中で行われました。
みんなで万歳をしているような収穫スタイルは、斜面に
ブルーシートを敷いて集めると、実が転がり出てしまい効率が悪い、との昨年の反省から生み出
されたもの。しかし、シートをもちあげているスタッフの頭の上には固い梅が雨あられのように
襲い掛かり、来年はまた変更される運命かもしれません。にもかかわらず、皆さん年甲斐もなく
“痛っ”“もっと優しく！”など大ハシャギでした。
こうして収穫された梅はこれまで最高の 150 キロ。その日のう
ちに特選品の大きな実 50 kg を梅干し用に、痛みも少なく、家庭で
使えそうな実は来園者プレゼント用に選別し、作業が終わったのは
予定を１時間以上オーバーした午後１時過ぎ。“今年は不作だとい
ったのは誰だったっけ”という声が、どこからともなく聞こえてき
ました。

古民家Ｑ＆Ａ 水琴窟(ｽｲｷﾝｸﾂ)
Ｑ：日本庭園に最近設置された水琴窟はどんなものですか？
Ａ：水琴窟は江戸時代後期に庭師により考案された日本独自の音響装置です。地中に甕(カメ)
を逆さに埋め天井に小さな穴をあけ、手を洗った水滴が、底の水面に落ち、水音が甕中に反響
します。その音色が琴に似ていることから「水琴窟」と
呼ばれるようになりました。水琴窟は日本庭園の蹲踞
(ツクバイ)や縁先の水鉢からあふれでた水を利用して
います。
この度、日本庭園に設置された水琴窟は蹲踞の水を利
用しています。水鉢からあふれる水滴や手をすすいだ柄
杓からの水で絶妙な音を聞くことができます。来園の際
またはお茶席の時などお楽しみください。
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ハイゴケ

ハイゴケ科

日本全土を始め東南アジア、シベリア、ハワイなどに分布する。道端
や岩の上、土手などで黄緑色のマットを作る。園内では４月～10 月、
古民家から農園へ続く園路沿いで見ることが出来る。クヌギやケヤキ
に抱かれ半日蔭となり、梅雨時期の雨や湿度、夏は暗めの好条件で育
つ。茎は規則的に２～５㎝羽状に伸ばして大きな群生を作る。主にコ
ケ庭やコケ盆栽などに流通され、ヤマゴケの商品名で乾燥、着色した
ものがリースなど装飾用にも使われる。

《江戸変化朝顔 続々開花しました》
５月中旬にタネをまいた江戸変化朝顔は、発芽こそ早いものあり、遅い
ものありで気をもませましたが、11 品種が発芽して順調に生育。夏至の６
月 21 日には第１号が開花し、その後も続いています。担当者の話では、８
月中旬ごろが花盛りになりそうですが、ご覧になりたい方はとにかく午前
中なるべく早めにどうぞ。

《今年のスズムシは育成に努めます！》
昨年まで差し上げていたスズムシは容器内に害虫発生などによりほぼ全滅し、卵を孵化すこと
ができませんでした。今年は全面的に一新、容器内を消毒し土を入れ替え新たに卵を購入、また
昨年育てていた会員スタッフの元気なスズムシも交えて増やし今年は育成に
努めます。秋には古民家の中でスズムシのハーモニーをお聞かせできるので
はと思っております。スズムシを楽しみにしていた皆さん、せめてスズムシ
の成長の様子や秋口の素敵な鳴き声を聞きにご来園くださいませ。来年をお
楽しみに～。

平成 28 年８月度ボランティア活動予定

部 会・事 項

日

程

部 会・事 項

日

事務局会議

５日(金)

古民家歴史部会 部会

14 日(日)

農芸部会 部会

15 日(月)

古文書解読勉強会

7 日(日)

月曜日 木曜日

歴史探訪

休みます

作業
里山部会 作業

休みます

クリーンアップ

２日(火)

程

16 日(火)

広報部会
工作棟部会

部会

子ども工作準備
囲炉裏守 囲炉裏焚き

10 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

７日(日)
13 日(土)
28 日(日)

登録ボランティアを募集しています。公園事務所（ＴＥＬ045-896-0590）へご連絡下さい。
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体験教室のお知らせ
教室名
押し絵
（全２回）
布ぞうり作り

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

日
時
9月 6日（火） 13時～16時
9月20日（火）
〃
9月 9日（金） 10時～15時

創作人形
9月15日（木） 13時～16時
（猫シリーズ・Ⅱ） 10月20日（木）
〃
（全4回）
11月17日（木）
〃
12月15日（木）
〃
初心者茶道
9月17日（土） 13時～16時
体験教室
子ども工作
（ボール紙で
ブーメラン）
七宝焼き

内 容
小箱を作り蓋にうさぎや花を

参加費
700円

一日で一足完成します

700円

粘土と和布で作るジャレ猫雛 2,000円
人形

9月18日(日) 10時～11時
〃
13時～14時

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）
ブーメランを作って飛ばして
遊ぼう

9月21日(水) 13時～15時

銀箔を使ったブローチ

500円

無料

応募期限
8月25日（木）
12名
8月25日（木）
15名
8月30日（火）
6名

8月31日（水）
小学生以上
5名
当日受付
小学生：各10名

600円

9月13日（火）
6名
フラワー
９月2７日(火) 13時30分～
プリザーブドフラワーでシック 2,000円
9月13日（火）
アレンジメント
15時30分 な秋色アレンジ
8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：８月
場 所：古民家主屋いろり端
時：８月 18 日(木) 10 時 30 分～11
分～11 時 30 分
定 員：15
員：15 名 当日参加自由 無料
★ 平成 28 年後半の行事予定
主な行事と日程は次の通りです。詳細は都度お知らせします
主な行事と日程は次の通りです。詳細は都度お知らせします
能管コンサート
10 月 16 日(日) 古民家主屋
第 15 回古文書講座
11 月９日(
あーすぷらざ
月９日(水)
収穫祭
11 月 12 日(土) ふじやま公園農園
お茶会
11 月 19 日(土) 古民家前庭
古民家で江戸演芸
11 月 27 日(日) 古民家主屋
ポイントラリー
12 月上旬
ふじやま公園里山
年末餅つき会
12 月 18 日(日) 古民家前庭
★ ６月ふじやま公園来園者数 ６月度来園者数 1,302 名
28 年度累計 6,033 名
・開
・入
・休

館 時 間 : ９時～17時
館
料 : 無 料
館
日 : 毎月第１水曜日(８月３日)

・ク リ ー ン ア ッ プ : 毎月第１・３火曜日 10 時～11 時（８月２日・16 日）

★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
0593

