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本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

    

    

  

    

    

    

    

    

    

今年のお花見会は 4 月 6 日(土)です 

 毎年４月の第一日曜日に開催されているふじや

ま公園のお花見会は、地方選挙投票日の関係で今

年は６日(土)に開催されます。例年通り、磯辺餅

やジャガバタ、ポップコーン、綿あめ、甘酒などの

屋台店が並び特設舞台では風船パフォーマンス、

日本舞踊、郷土芸能などのほか、今年初登場のア

ンデスバンドなど楽しさいっぱい。公園で作った

人気の梅干しや竹炭などの販売もあり、収穫祭に

も登場したタッチー君が再びやってきます。 

日時：４月６日(土) 10 時～12 時 30 分 

場所：ふじやま公園古民家前庭 

 

★ 第二回にぎわい座出前寄席は 5 月 19 日（日）、入船亭小辰さんら 

昨年大好評を博した横浜

にぎわい座とコラボした

「出前寄席」が今年は若手

の人気二つ目落語家、入船

亭小辰、水戸大神楽の柳貴

家雪乃介ほか江戸芸人が参

加して５月 19 日(日)13 時

30 分開演です。 

古典落語など２席と刀、傘、毬などを使った曲芸など、江戸の古

民家で江戸の芸を今年も堪能してください。 

定員は 80 人、入場料は 1000 円です。申し込みは電話(045-896-

0590)ファクス(045-896-0593)で、住所、氏名、電話番号、人数を

お知らせください。後日入場券引換ハガキを送ります。 

また、特製手打ちそば(30 食限定、400 円)もありますので、希望

者は同時に申し込んでください。締め切りは４月 26 日(金)です。 

 

 

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    
 

 

 



 

ふじやまだより 第 195 号 2019 年３月 15 日(金)  

 

 

2 

《《《《    竹林整備竹林整備竹林整備竹林整備((((筍掘り筍掘り筍掘り筍掘り))))    》》》》    

 本紙２月号のお知らせ欄で予告しましたが、春の行事の一つである竹林整備を行います。里山

への竹類の浸食・繁茂を防ぎかつての姿に保持する目的で、随時孟宗竹などの伐採を行っていま

す。竹林整備の一環として筍掘りを行います。 

日 時：４月 14 日(日) 10 時～12 時 雨天中止 

場 所：公園内の竹林     作業内容：竹林整備(筍掘り) 

申込み：往復ハガキ(参加グループ人数と全員の氏名を明記) 

締 切：３月 22 日(金)    定 員：100 名 小学生以上 応募者多数の場合は抽選 

 

雪の降る中  開園記念式典を開催  留学生も餅つき 

ふじやま公園の開園 16 周年の記念式典が 2 月 15 日に行われました。

公園の保坂会長や栄区の小山内区長はじめ、近隣の人たちや横浜市の日

本語学校留学生たちが雪の降る寒さの中、元気に餅をつきました。 

 

昔の道具 背負子(ショイコ) 

背負子は山村などで薪など重いものを、主に長い距離を運搬するための道

具として用いられました。木や竹などを用いた左右の縦棒に背負うための枠

を作り、その棒に背負縄を付け、枠に荷を付けるための籠や荷縄を付けたり

した背負運搬具です。背負子は強力・歩荷や行商人の運搬専業者、修験者など

の宗教家の用いる笈(オイ)からの影響を受けたと思われます。背負い方はリ

ュックのように両肩で支える方法が一般的ですが、他に額や胸前で支える方

法もあります。 

山村に貨幣経済が浸透し町場との交易が盛んになって、大量の物資を運搬

する必要が生じた江戸後期から盛んに利用されました。道路が整備され車両

が普及し、燃料がプロパンガスに変わり背負子がすたれました。近年はアルミ製の登山用や災害

時の避難に特化したものも開発されているとか。 

古民家には典型的な背負子があり、小学３年生の｢昔の道具、昔くらし｣の説明では、実際に背

負えることができ、人気の昔の道具の一つです。 

 

公園にシートを広げてお弁当を楽しむ季

節がやってきた。今年は 15 周年記念に作

った藤棚のフジが花房を開きそうで、また

一つスポットが増えたというものだ。花のある公園をめざ 

して 3 年目。1 年目、2 年目に植えたアジサイ、ミツバツツジ、

ミツマタ、ドウダンツツジなどが、春から秋にかけて新し 

い仲間たちが競うように、前からあるボタンやシャクヤク 

などと咲き比べをしてくれそうだ、と大いに期待している。 
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つくし   （土筆）   

『『『『いろりいろりいろりいろり辺雑記辺雑記辺雑記辺雑記』』』』    から（原文のまま）から（原文のまま）から（原文のまま）から（原文のまま）    

平成 31 年４月度ボランティア活動予定 

    

 

 

    

    

    

 

 

ＡＥＤを使った救命講習会を開催しました 

栄消防署の協力を得て、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)を活用した講習

会が３月７日古民家主屋で開かれました。会員ボランティアら１０数

人が参加して、来園者の方に万一のことがあった場合の対処法などを

学びました。 

  

     

  本年も開園記念日に登って参りました。 

  中野町バス停よりの登りがきつくなりました。  

  平成最後の記念日となりましたが新しい元号になりましたら 公園として親しまれる姿を 

期待しております。 

  ふじやまだよりに記念スタンプを押して参加のしるしと致したいと存じます。 

  乱筆失礼致しました。             （ 市内 80 代 一人で ）  

 

 

 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ５日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

14 日(日) 

７日(日) 

３日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

15 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ６日(土) 13 日(土) 

14 日(日) 20 日(土) 

21 日(日) 28 日(日)  

クリーンアップ ２ 日 ( 火 )16 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 

 

８日(月) 

13 日(土) 

28 日(日) 

工作棟部会 部会 24 日(水) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

ボランティア会員を募集しています。公園事務所(TEL 045-896-0590)へご連絡ください。 

3 月から 4 月にかけ、土手などの空き地で見かけることが多い。土筆

は単体で独立した植物ではく、細い線状の葉をもつスギナの地下茎（胞

子茎という）であるが、土に筆を刺したような愛らしい形をしているこ

とからこの名がついたといわれている。 

♪ つくしの子が恥ずかし気に顔を出します♪ と昭和のアイドルのキャ

ンディーズが歌った“春一番”や、野原に顔を出した土筆を友達同士で

競って摘んで家に持ち帰り佃煮にした遠い日の思い出など、昭和との結

びつきを強く感じさせてくれる「植物」である。 

公園では、ケヤキ広場を取り巻く斜面一帯で見ることができる。 
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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        語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう    

日日日日    時：４時：４時：４時：４月月月月 18181818 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    

★★★★    五月人形飾り五月人形飾り五月人形飾り五月人形飾りと鯉のぼりと鯉のぼりと鯉のぼりと鯉のぼり    

        古民家主屋に五月人形を飾ります古民家主屋に五月人形を飾ります古民家主屋に五月人形を飾ります古民家主屋に五月人形を飾ります    

        期期期期    間：４月間：４月間：４月間：４月 17171717 日～５月日～５月日～５月日～５月 13131313 日日日日                        同じ同じ同じ同じ時期時期時期時期、前庭に鯉のぼりを掲揚します、前庭に鯉のぼりを掲揚します、前庭に鯉のぼりを掲揚します、前庭に鯉のぼりを掲揚します    

★★★★    端午の節供端午の節供端午の節供端午の節供呈茶会呈茶会呈茶会呈茶会    

日日日日    時：時：時：時：５月５日５月５日５月５日５月５日((((日日日日))))    11111111 時～時～時～時～15151515 時時時時                

定定定定    員：先着員：先着員：先着員：先着 30303030 名名名名        お茶席券：お茶席券：お茶席券：お茶席券：300300300300 円円円円    

★★★★    歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪    ６月までの予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時６月までの予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時６月までの予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時６月までの予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時 50505050 分です。分です。分です。分です。    

第第第第 136136136136 回回回回    ４月３日４月３日４月３日４月３日((((水水水水))))    都筑区都筑区都筑区都筑区    都筑区歴史散策コース都筑区歴史散策コース都筑区歴史散策コース都筑区歴史散策コース    地下鉄センター北駅改札口地下鉄センター北駅改札口地下鉄センター北駅改札口地下鉄センター北駅改札口    

第第第第 137137137137 回回回回    ５月１日５月１日５月１日５月１日((((水水水水))))    旭区旭区旭区旭区    水道道と帷子川の源流探訪コース水道道と帷子川の源流探訪コース水道道と帷子川の源流探訪コース水道道と帷子川の源流探訪コース    相模線鶴ヶ峰駅改札口相模線鶴ヶ峰駅改札口相模線鶴ヶ峰駅改札口相模線鶴ヶ峰駅改札口    

第第第第 138138138138 回回回回    ６月６月６月６月 5555 日日日日((((水水水水))))    戸塚区戸塚区戸塚区戸塚区    柏尾川柏尾川柏尾川柏尾川沿い散策と公園巡りコース沿い散策と公園巡りコース沿い散策と公園巡りコース沿い散策と公園巡りコース    戸塚駅戸塚駅戸塚駅戸塚駅地上地上地上地上改札口改札口改札口改札口    

★★★★    公園ボランティアに参加しませんか公園ボランティアに参加しませんか公園ボランティアに参加しませんか公園ボランティアに参加しませんか    

本郷ふじやま公園では伝承行事の企画実施、農園での作物栽培、里山の整備・竹炭焼きなどの本郷ふじやま公園では伝承行事の企画実施、農園での作物栽培、里山の整備・竹炭焼きなどの本郷ふじやま公園では伝承行事の企画実施、農園での作物栽培、里山の整備・竹炭焼きなどの本郷ふじやま公園では伝承行事の企画実施、農園での作物栽培、里山の整備・竹炭焼きなどの    

自然の中での作業、古民家主屋内の飾付け、ふじやま自然の中での作業、古民家主屋内の飾付け、ふじやま自然の中での作業、古民家主屋内の飾付け、ふじやま自然の中での作業、古民家主屋内の飾付け、ふじやまだだだだよりの編集・印刷、ホームページへのよりの編集・印刷、ホームページへのよりの編集・印刷、ホームページへのよりの編集・印刷、ホームページへの    

公開など色々な活動があります。ホームページで活動の様子を画像で紹介公開など色々な活動があります。ホームページで活動の様子を画像で紹介公開など色々な活動があります。ホームページで活動の様子を画像で紹介公開など色々な活動があります。ホームページで活動の様子を画像で紹介ししししていますていますていますています    

ご自分の趣味や時間に合せて参加しませんか。管理事務所へお問合せください。ご自分の趣味や時間に合せて参加しませんか。管理事務所へお問合せください。ご自分の趣味や時間に合せて参加しませんか。管理事務所へお問合せください。ご自分の趣味や時間に合せて参加しませんか。管理事務所へお問合せください。    

 

★★★★    ふじやま公園来園者数ふじやま公園来園者数ふじやま公園来園者数ふじやま公園来園者数        ２２２２月来園者数月来園者数月来園者数月来園者数    2,3962,3962,3962,396 名名名名        30303030 年度累計年度累計年度累計年度累計    18,92918,92918,92918,929 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：：：：045045045045----896896896896----0593059305930593 

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 定員 

初心者茶道体験教室 ４月21日(日) 

   13時～16時 

季節の和菓子とお抹茶を!! 500円 ４月10日(水) 

   10名 

押し絵 

 (全２回) 

５月13日（月）  

５月28日(火)  

    13時～16時 

睡蓮(ｽｲﾚﾝ)とカワセミの 

           リース飾り 

1,500円 ４月25日(木) 

   12名 

里山のそば打塾 ５月25日(土) 

   10時～12時30分 

手打ちそばの基本を学び美味

しいそばを打ち、自分が打っ

たそばを試食します 

         (持ち帰り有り) 

 900円 ５月10日(金) 

   10名 

簡単デコパージュ 

 

５月30日（木） 

   13時～15時 

ペーパーナプキンを使って 

        メガネケース作り 

 600円 ５月20日(月) 

    ６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 :  毎月第一水曜日 (４月３日) 

・クリーンアップ : 毎月第１、３火曜日(４月２日 16 日) 


