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示されているのは昭和後期の人形が主力ですが、中には江戸時代後期、嘉永年間の御殿雛や、戦

前の良き時代を彷彿させる木製の段に飾られたものなど珍しいものもあるので、よく見比べなが

ら鑑賞してください。
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雛人形の前で呈茶会

日曜日の 1 日に開かれます。

今年は例年よりおいしい

します。11 時から先着

ふじやま公園主屋の雛人形飾りは開園以来続くイベント。もともと雛人形は

り雛」として

「人形遊び」

示されているのは昭和後期の人形が主力ですが、中には江戸時代後期、嘉永年間の御殿雛や、戦

前の良き時代を彷彿させる木製の段に飾られたものなど珍しいものもあるので、よく見比べなが

ら鑑賞してください。

飾り方の地域差は一概には言え

方や各人形の形・持ち物が異なってい

のが多く、関西地方では御所・宮中の

えれば関東は「駕籠」

さてそこでどんなものが古民家に合うのだろうかと考える。歌舞伎はちょっと無理として

も、講談、浪曲、三味線、長唄…江戸の演芸はいろいろありそうだが、ウーンちょうどい

い具合にやってくれる人たちがいるかどうか。それを探すのが大変だ。
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今月下旬に、今年新たに加わった人形浄瑠璃文楽の

イベントが行われる。

チケットが即日完売という人気だったが、これも日

本古来の文化を味わうには江戸古民家が雰囲気的にもぴったり

というわけで、能や落語、お茶、雛飾り…などに加えてこれから

もいろいろなイベントが加わって来れば楽しい公園になりそうだ。
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も、講談、浪曲、三味線、長唄…江戸の演芸はいろいろありそうだが、ウーンちょうどい

い具合にやってくれる人たちがいるかどうか。それを探すのが大変だ。
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竹細工の体験教室が始まります～

 体験教室の新しい講座、初心者竹細工教室が始まります。かつて

子供向けの教室がありましたが、今度は大人向けです。本郷ふじや

ま公園にふんだんにある竹を使って、いろいろ細工物をつくります。

第

帯ストラップを作ります

一般の人向けの炭焼体験教室が行われました

 

室が２月８日からの３日間行われました。例年小中学生の炭焼体

験は数回行われていますが、一般の人を対象としたのは初めて。

参加した人たちは自分たちで焼いた炭焼を見ながら「横浜で炭焼

きができるなんて」「いい体験でした」などと感激していました。

今年の竹林整備

往復ハガキ

人を優先してほしいという注文がありますが、当公園では個人情報保護のため前年の記録は残し

ていませんので条件なしでの抽選となります。

人は火を作り、保持すること

火する方法が用いられましたが、実際は簡単で

され、明治時代に日本に伝わり、大正年間には有力な輸出品になりました。マッチ以前は一般民

家では火種を絶やさぬようすることが大切でした。例えば就寝時、囲炉裏の灰に熾火を埋めてお

き朝に掘出して附木

附木とはマツ、ヒノキ、スギの柾目の薄片

の一方の端に硫黄を塗ったも
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ま公園にふんだんにある竹を使って、いろいろ細工物をつくります。
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ふじやま公園の炭焼広場で、一般の人向けの炭焼初心者体験教

室が２月８日からの３日間行われました。例年小中学生の炭焼体

験は数回行われていますが、一般の人を対象としたのは初めて。

参加した人たちは自分たちで焼いた炭焼を見ながら「横浜で炭焼
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家では火種を絶やさぬようすることが大切でした。例えば就寝時、囲炉裏の灰に熾火を埋めてお

など燃えやすいものに着火して、薪などに移しました。

１～３cm、長さ

です。江戸時代の書籍にも附木売りが江戸や大阪で繁盛していた

ことが紹介されています。附木は高度成長前までは地方によ

っては普通に利用されました。更には引越しの挨拶に持参す

るものの一つであり、近所から貰いものへの簡単な御返しで
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子供向けの教室がありましたが、今度は大人向けです。本郷ふじや

ま公園にふんだんにある竹を使って、いろいろ細工物をつくります。

時からで、オリジナルの竹ポックリの携

ふじやま公園の炭焼広場で、一般の人向けの炭焼初心者体験教

室が２月８日からの３日間行われました。例年小中学生の炭焼体

験は数回行われていますが、一般の人を対象としたのは初めて。

参加した人たちは自分たちで焼いた炭焼を見ながら「横浜で炭焼

きができるなんて」「いい体験でした」などと感激していました。 
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苦労してきました。古い時代は火打石や木片をこすりあわせて着

ありませんでした。マッチは

され、明治時代に日本に伝わり、大正年間には有力な輸出品になりました。マッチ以前は一般民

家では火種を絶やさぬようすることが大切でした。例えば就寝時、囲炉裏の灰に熾火を埋めてお

など燃えやすいものに着火して、薪などに移しました。

、長さ 10～15cm

です。江戸時代の書籍にも附木売りが江戸や大阪で繁盛していた

ことが紹介されています。附木は高度成長前までは地方によ

っては普通に利用されました。更には引越しの挨拶に持参す

るものの一つであり、近所から貰いものへの簡単な御返しで

ふじやま公園の古民家には、参考資料として収集した市販

があります。
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応募者多数の場合は抽選します。前年外れた
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火の使用は調理、暖房、照明と人間生活に欠くことが出来ないものです。昔の

苦労してきました。古い時代は火打石や木片をこすりあわせて着

ありませんでした。マッチは 19 世紀中頃発明

され、明治時代に日本に伝わり、大正年間には有力な輸出品になりました。マッチ以前は一般民

家では火種を絶やさぬようすることが大切でした。例えば就寝時、囲炉裏の灰に熾火を埋めてお

など燃えやすいものに着火して、薪などに移しました。
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です。江戸時代の書籍にも附木売りが江戸や大阪で繁盛していた

ことが紹介されています。附木は高度成長前までは地方によ

っては普通に利用されました。更には引越しの挨拶に持参す

るものの一つであり、近所から貰いものへの簡単な御返しで

ふじやま公園の古民家には、参考資料として収集した市販

す。 

｣より。 
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苦労してきました。古い時代は火打石や木片をこすりあわせて着

世紀中頃発明

され、明治時代に日本に伝わり、大正年間には有力な輸出品になりました。マッチ以前は一般民

家では火種を絶やさぬようすることが大切でした。例えば就寝時、囲炉裏の灰に熾火を埋めてお

など燃えやすいものに着火して、薪などに移しました。 

0.5mm 以下
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参加費
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火の使用は調理、暖房、照明と人間生活に欠くことが出来ないものです。昔の

苦労してきました。古い時代は火打石や木片をこすりあわせて着

世紀中頃発明

され、明治時代に日本に伝わり、大正年間には有力な輸出品になりました。マッチ以前は一般民

家では火種を絶やさぬようすることが大切でした。例えば就寝時、囲炉裏の灰に熾火を埋めてお

以下)
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  部 会・事

事務局会議 

農芸部会 部会

     作業

里山部会 作業

工作棟部会 

囲炉裏守 囲炉裏焚き

公園ボランティア活動に関心のある方、

ツツジ科

から垂れ下がるように白い花を多数つける。

り、その葉を食べた

いう故事から

剤としてもつかわれる。

万葉の時代から

◆ ばぁばとたのしかった。

にわにいしがいっぱいあってたのしかった

つめたいおみずおいしかった。

昔の道具が見られて、へやの中に入れておちつきました。

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

い。公園では、長屋門前の石碑のわきに植えられている。
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アセビ（アシビ）

小学３年生の「昔の暮らし」が佳境を迎えています

３学期のこの時期になると「昔の暮らし」という社会科課外授

業の実地学習に小学３年生がたくさん訪れます。今年も栄区内外

10 校を超える小学校が古民家や古い道具で昔の暮ら

しを学習しました。3 月まで続く予定なので、これからも来園時

に見かけたときは静かに見守ってやってください。
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句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

い。公園では、長屋門前の石碑のわきに植えられている。

206 号 2020

アセビ（アシビ）

令和２年

小学３年生の「昔の暮らし」が佳境を迎えています

３学期のこの時期になると「昔の暮らし」という社会科課外授

業の実地学習に小学３年生がたくさん訪れます。今年も栄区内外

校を超える小学校が古民家や古い道具で昔の暮ら

月まで続く予定なので、これからも来園時

に見かけたときは静かに見守ってやってください。

日  

７日(土)

16 日(月)

月曜日 

14 日(土)

22 日(日)

25 日(水)

 当分の間

公園ボランティア活動に関心のある方、

の低木植物で、2 月下旬ころから

から垂れ下がるように白い花を多数つける。

その葉を食べた馬が、足がしびれ酔ったように

馬酔木の字が充てられて

剤としてもつかわれる。 

歌にも多く詠まれ

『 いろり辺雑記

ばぁばとたのしかった。

にわにいしがいっぱいあってたのしかった

つめたいおみずおいしかった。

昔の道具が見られて、へやの中に入れておちつきました。

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

い。公園では、長屋門前の石碑のわきに植えられている。

20 年２月

アセビ（アシビ）   

年３月度ボランティア

小学３年生の「昔の暮らし」が佳境を迎えています

３学期のこの時期になると「昔の暮らし」という社会科課外授

業の実地学習に小学３年生がたくさん訪れます。今年も栄区内外

校を超える小学校が古民家や古い道具で昔の暮ら

月まで続く予定なので、これからも来園時

に見かけたときは静かに見守ってやってください。

  程 

) 

)  

 木曜日 

) 15 日(日

) 

) 

当分の間 休みます

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所

月下旬ころから

から垂れ下がるように白い花を多数つける。

足がしびれ酔ったように

馬酔木の字が充てられて

詠まれ、現在も刊行されている

いろり辺雑記 』

ばぁばとたのしかった。 

にわにいしがいっぱいあってたのしかった

つめたいおみずおいしかった。 

昔の道具が見られて、へやの中に入れておちつきました。

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

い。公園では、長屋門前の石碑のわきに植えられている。

年２月 15 日（土）

3 

   馬酔木

ボランティア

小学３年生の「昔の暮らし」が佳境を迎えています

３学期のこの時期になると「昔の暮らし」という社会科課外授

業の実地学習に小学３年生がたくさん訪れます。今年も栄区内外

校を超える小学校が古民家や古い道具で昔の暮ら

月まで続く予定なので、これからも来園時

に見かけたときは静かに見守ってやってください。 

古民家歴史部会

 古文書

 歴史探訪

日) クリーンアップ

広報部会

ふじやまだより編集会議

        

ホームページ制作打合せ

休みます 

公園事務所(TEL 

月下旬ころから 4 月ころにかけ枝

から垂れ下がるように白い花を多数つける。木

足がしびれ酔ったように

馬酔木の字が充てられている。煎じて、殺虫

現在も刊行されている

』 から（原文のまま）

にわにいしがいっぱいあってたのしかった   

  

昔の道具が見られて、へやの中に入れておちつきました。

( 市内 

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

い。公園では、長屋門前の石碑のわきに植えられている。

） 

馬酔木 

ボランティア活動予定

小学３年生の「昔の暮らし」が佳境を迎えています

３学期のこの時期になると「昔の暮らし」という社会科課外授

業の実地学習に小学３年生がたくさん訪れます。今年も栄区内外

校を超える小学校が古民家や古い道具で昔の暮ら

月まで続く予定なので、これからも来園時

 

部 会・事

古民家歴史部会 

古文書解読勉強会

歴史探訪 

クリーンアップ 

広報部会 

ふじやまだより編集会議

        

ホームページ制作打合せ

(TEL 045-896

月ころにかけ枝

木は毒性があ

足がしびれ酔ったようになったと

煎じて、殺虫

現在も刊行されている

から（原文のまま）

    

昔の道具が見られて、へやの中に入れておちつきました。

 60 代、４さい

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

い。公園では、長屋門前の石碑のわきに植えられている。 

活動予定 

小学３年生の「昔の暮らし」が佳境を迎えています 

３学期のこの時期になると「昔の暮らし」という社会科課外授

業の実地学習に小学３年生がたくさん訪れます。今年も栄区内外

校を超える小学校が古民家や古い道具で昔の暮ら

月まで続く予定なので、これからも来園時

 項 

 部会 

解読勉強会 

 

ふじやまだより編集会議 

         印刷 

ホームページ制作打合せ 

896-0590)に

月ころにかけ枝

毒性があ

なったと

煎じて、殺虫

現在も刊行されている俳 

から（原文のまま） 

昔の道具が見られて、へやの中に入れておちつきました。 

代、４さい 家族で

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

 

日  

８日(日)

１日(日)

４日(水)

３日(火)

 

 

 

８日(日)

14 日(土)

29 日(日)

にご連絡ください

家族で ) 

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

  程 

) 

) 

) 

) 17 日(火)

) 

) 

) 

ご連絡ください 

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多

) 

句雑誌の名前としても有名であるが、短歌や俳句の世界ではアシビといわれることが多



ふじやまだより

体験教室のお知らせ

(1)

(2)

 

 

★

★

 

★

 

★

  

 

★

 

   

 

 

 

初心者茶道体験教室
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体験教室のお知らせ

(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

(2)応募者多数のときは抽選

★ いろり端むかし話の会

日 時：３

場 所：古民家主屋いろり端
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★ 農具・民具の受入れ

  本年１月中旬

受入れました。

★ ２月から

  ２月 25 日

４月５日(

４月 19 日

★ 歴史探訪

  写真は第

第 145 回

★ ふじやま公園来園者数

  名 

 

 

 

本郷ふじやま公園運営委員会

〒247－0009

教室名 

初心者茶道体験教室

押し絵 
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フラワー 

アレンジメント

里山のそば打ち塾
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全４回) 

・開 館 時

・入  

・休 館

・クリーンアッ
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応募期限までに

応募者多数のときは抽選

いろり端むかし話の会

時：３月 15 日

所：古民家主屋いろり端
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農具・民具の受入れ

本年１月中旬 公田地域の旧家から荷車の車輪、千歯扱き

受入れました。 

月から５月の行事予定

日(火) 文楽公演

(日) お花見の会

日(日) 消防訓練

歴史探訪 第 144 回から新シリーズ｢横浜市周辺

会員外で参加希望の方は前もって事務所へお電話くだ

第 144 回 

回 ３月４日

JR 港南台

ふじやま公園来園者数

本郷ふじやま公園運営委員会

0009 栄区鍛冶ヶ谷１－
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  13
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会員外で参加希望の方は前もって事務所へお電話くだ
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 ４月中旬～５月中旬
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