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「多くの皆様に感謝して御礼を申し上げます」
」
事務局長 辻 登

お蔭さまで 2 月 15 日には開園五周年を迎えることができました。近隣の方々のご理解ご協力、
行政の運営委員会のご理解ご支援、ボランティアの方々の積極的な活動などの賜ものと感謝して
おります。またこの公園にお越しいただきました多くの方々の励ましのお言葉や笑顔が支えとな
っていることは言うまでもありません、厚く御礼申し上げます。
里山には四季があり、時の流れを知らせてくれます。
本郷中学校、桜井小学校、本郷小学校の皆さんに植樹いただきました“どんぐり”の木も今は５
㍍近くの大きさになり、ふじやま公園の一員として育っています。
今年は誰でも気軽にご参加いただける公園でのボランティア活動の紹介や、公園をより広く知っ
ていただくため、外に向けての広報活動を行います。
また開園５周年記念事業として季節の良い時期に古民家（旧小岩井家住宅）や公会堂で特別行
事を計画しております。皆様お誘い合わせの上お出かけください。里山の自然を愛し古民家のあ
る原風景の中で人とふれあってみようという方、ボランティア活動に参加してみませんか、共に
活動する仲間を待っています。
これからも皆様のご意見やご希望を活かし、より楽しんでいただける公園をめざしてまいります。

平成 20 年月 1 月 来園者数 団体・グループ来園状況
来園者数
1,216 名
(来園日)

(団体名)

(人数・内数)

10 日(木) 桜井小学校５年生 ·················· 75 名
22 日(火) 小山台小学校３年生 ··············· 21 名
23 日(水) 小山台小学校３年生 ··············· 82 名
30 日(水) セントケアホーム港南 ············ 22 名
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開園５周年記念の式典が開催
すっきりと晴れ渡った空のもとで、２月１５日本郷ふじやま公園が開園五周年を迎えました。
古民家の広い庭には朝早くから近所の方がぞくぞくとつめかけて、約３００人の方が会場の雰囲
気を盛り上げまし
た。保坂運営委員長
の式辞に続いてお
おぜいの来賓に祝
辞をいただきまし
たが、その中で宮永
啓子栄区長は「みな
さんと一緒に公園
を育てていきたい」
と抱負を述べられ
ました。
小さな子どもと栄区長がくすだまを割ると開園五周年記念の垂れ幕が下りてきて歓声があが
りました。
同時に行われた餅つきにはお母さんと子どもも一緒に参加して、おいしい庄内米で１０臼をつき
ました。中には初めて餅
つきをしたという人もい
て、冷たい風の中でもに
こやかな笑顔があふれて
いました。
また、自分達で搗いた紅
白の餅を受け取る人たち
の長い行列ができました。
開園５周年記念の行事はこの日の式典に続いて、下記のとおりに『昔の暮らしと遊び』のイベ
ントそして開園五周年記念講演会が開催されます。
◆『昔の暮らしと遊び』
日時：4 月 5 日(土) 10 時から 雨天の場合 6 日(日) 10 時から
場所：本郷ふじやま公園 主屋・中庭
内容：花見をかねて、飲食屋台、手づくり楽座、寺子屋、お茶席、演芸、遊び広場、
昔クイズ、富くじ（お楽しみ抽選会）など
◆ 開園五周年記念講演会
『開港前夜の江戸湾：三浦半島の海防と村々』(仮題)
日時：5 月 18 日(日）13 時 30 分～15 時 30 分まで
場所：栄公会堂
講師：横浜市歴史博物館 学芸員 斉藤 司先生
横浜開港 150 周年記念行事協賛
入場無料
海防に関する小岩井家文書を希望者の方に有料にてお分け致します。
◆主屋内に雛飾り
明治から昭和までの御殿飾りや七段飾りなど１１組展示しています
期間は 2 月 15 日～3 月 14 日(金) 呈茶サービス(抹茶 300 円) 3 月 1,2,3 日 11 時～15 時
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開園５周年を祝って
栄区長 宮永 啓子
「本郷ふじやま公園」の開園おめでとうございます。

「本郷ふじやま公園」は区民と行政とのパートナーシップモデル事業として、計画の段階か
ら、地域の皆様とともに検討を重ね、協働で今日の姿を築き上げてきました。
この公園の特色として、古民家を中心とした美しい景観だけでなく、古民家ゾーンで開催
される四季折々の、もちつき、お雛祭り、お花見、端午の節句等の７つの伝承行事や、工作
棟でのボランティア講師による様々な体験教室があげられます。
そのため、現在では沢山の来園者を迎え、区民の皆さんに親しまれる公園となってきてお
り、うれしい限りです。
日々、公園の管理運営にご尽力いただいている運営委員会の皆様に感謝申し上げます。
開園５周年にあたり、２月には記念式典、４月には記念事業を予定されていると伺ってお
りますが、これを機に、更に「本郷ふじやま公園」が古民家を生かした緑豊かな公園として
多くの人に親しまれ、また、地域交流の場となることを願っております。

5 周年を迎えて
本郷ふじやま公園運営委員会

会長 保坂 順弥

お蔭さまで２月 15 日には本郷ふじやま公園は開園 5 周年を迎えます。公園にお越しいただ
きました来園者の皆様に厚く御礼を申し上げます。近隣の皆様を始といたします数多くの
方々の暖かいご支援、ご協力があってのことと心より感謝いたしております。
5 年間には紆余曲折いろいろなこともありましたが、関係省庁の適切なご指導をいただき
指定管理者としまして事業を行うことができ御礼を申し上げます。
加えて御礼を申し上げたいのは、この公園の管理運営に携わっていただいております事業部
会の方々です、公園の環境を快適のものに管理いただいている皆様、各種体験教室の指導や催
事にご協力いただいております数多くのボランティアの皆様に支えられ 5 周年を迎えること
が出来ました。感謝の他ございません。
本郷ふじやま公園はまだまだ力不足でご満足いただけるものとはいえませんが、5 年の経験
を礎として次なる時代へ飛躍したいと思っております。
公園のモットーであります憩う、集う、手づくりを楽しむ、昔を学ぶ、体験する、伝えるなど
の中身をより充実し、愛される公園を目指し運営を進めてまいります。多くの方々のご来園を
お待ち致しております。皆様のご支援とご協力をお願い致します。
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･････愛される公園をめざして五年目･････
５周年記念
農芸部会長 木村 治夫
“新しい公園づくりに参加しませんか”をうたい文句に、５年前４０数人の男女ボランティアが開
園間もない平成１５年２月２３日中野地域センターに集まりました。農芸部会の誕生です。お互い初
顔合わせのためか、最初は控えめに部会の在り方や活動の内容について話し合いました。
活動日は毎週月・木の１０時から昼まで。活動場所は古民家中庭の花壇と畑周辺となりました。
それから５年。花壇には古民家に調和した和花中心に、今では９０種類ほどの日本の草花が植えられ
ています。開墾と土つくりで苦労した畑には秋に催される収穫祭の里芋とさつまいもが毎年植えられ
ます。収穫祭当日には小学生には芋ほり体験を、来園者には採れた野菜で作るふじやま鍋や焼き芋を
食してもらい、おいしいっと喜んでもらっております。農芸部会のこれまでのコンセプトは来園者に
楽しみ、喜んでもらうことです。花壇の草花を見ると昔や故郷を想い出し懐かしさを感じる、そんな
憩いの場をつくることでした。
お客様に喜んでいただければボランティア自身も楽しくなり、元気をもらいます。
これからも来園者に喜んでもらい、憩いの場を提供できますよう週２回の作業日に農芸部員は汗をか
いていきます。

五年間をふり返って
クリーンアップグループ 相沢 志万子
古民家にご来館のおりには、是非とも主屋の床柱、板戸、土間などをご覧になってください。古色豊
かに輝いているのがお目に留まることと思います。これはお掃除メンバーによる毎月第一・第三火曜日
に行うクリーンアップ作業の結果と自讃しております。
仏門では、修業としての掃除を重くみていると聞いております。私達の場合は、その悟りの境地とは
ほど遠い、和気あいあいとした作業ですが、終わった後には、それなりの達成感と爽快感があり、ほっ
と安堵したします。こうしてはや五年が過ぎました。
しかしながらここでもメンバーの高齢化が進みつつあります。栄区の一隅とは思えぬ程の豊かな自然と
由緒ある古民家が、温かく皆様をお迎えしてくれることでしょう。
古民家掃除のお手伝いをいただける方のご参加をお待ちしております。
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遊友工房
工作棟部会長 松木 義文
公園内工作棟の入口には『遊友工房』の看板が掛かっています。
手仕事好きの仲間がこの工作棟に会し交友の輪を拡げようという願いを込めて、五年前の開園時に命名さ
れました。
この五年間の歩みの中、様々の体験教室や工作イベントを通じ市民の皆様に呼びかけこの輪は着実に広が
っていると思います。
情報化、機械化の加速でますます忙しく大らかさの無い世相の今こそゆったりと黙々と手仕事、物づく
りに没頭する余裕が求められるのではないでしょうか？
悠々と遊友これからも。

開園五周年を迎えて
開園五周年を迎えて
古民家歴史部会長 木島 健司
地域の地理歴史風俗習慣を探求し次世代に語り継ぐ為、事業を展開しています。地域の歴史探訪も 27 回
を経て現地で勉強しています。世に出ていなかった小岩井家文書も 26 点を解読貴重な発見もありました。
この成果を横浜市歴博のご厚意で毎年１回古文書講座を開催しております。古民家で体験頂く初心者茶道
教室も 26 回を数えます。民具農具の収集展示、小学生の課外学習解説、来園者への解説等で古民家が見て
きたであろう昔の様子を体感頂ける様つとめています。季節の行事として、正月飾り、七草粥、桃の節句、
端午の節句、七夕、月見、煤払い等開催しています。行事では子供遊び・お茶会・行事の菓子などの廉売、
等お楽しみ頂けるよう工夫しております。
これからも皆様のお役に立てるよう努力いたします。是非古民家にお越し頂きお楽しみ下さいますようお
待ち申し上げております。
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里山部会のこの九年
里山部会
宗森 英夫
他の部会が開園後に活動を始めたのと異なり樹木エリアが活動
対象なので、開園前から活動を始めました。当初は竹林なども
長年手入れせずに放置されていたため、枯竹がたくさん倒れて
いて、足も踏み込めないような状態でした。おそらく百平方米
に百五十本以上の密度であったと思われます。間伐を計画的に
行い現在では百平方米に八十本位の密度になっております。
間伐した竹を炭に焼く作業も、当初はドラム缶型の窯でした
が、四年前から耐火レンガで造った本窯を使用しております。
植物調査も開園前から始め、草本類三百八十種、木本類四十
種が確認されております。公園が整備されるにつれて、今まで
眠っていた種が芽を出し、繁殖し始めた例もあります。ツクバ
キンモンソウなどがその例です。反面、昔居た狸や野兎などは
姿を消してしまいました。

囲炉裏守
いろり守りの会 森内 直美
開園から５年、囲炉裏の火は訪れる人たちの温かい交流を穏やかに
包みこんでくれています。春はウグイスのさえずり、夏のせみ時雨、
秋にはスズムシ、冬は静寂のなかに清楚に香る水仙・・・・。赤々と
燃える囲炉裏の火には、そのどれもがよく似合うのです。
今、月３回ほど囲炉裏を焚いていますが、もう少し回数が増えると
いいですね。お仲間で誘い合って囲炉裏焚きのボランティアなどいか
がですか？ 温もりのひとときが、あなたを待っています。

広報活動のこれから
広報部会 田代 眞治
最近、インターネットで検索を行っていると思わぬキーワードで本郷ふじやま公園が出てくることを
経験することがあります。また｢ふじやまだより｣を見てやってきましたという来園者も増えてきていま
す。これまでの広報活動によって、市民の皆さんから公園に対する一定レベルの認知度が得られたもの
と思っています。しかし未だ十分とは云えません。
開園５周年を契機に、これからの広報活動は従来の手段・方法の更なる改善・向上、広報のチャンネ
ルと頻度の増加やきめ細かい積極的な働きかけなどを組織的に行うことが重要です。そのためには部会
員皆さんの協力が必要です。
情報化時代といわれる昨今ですが、情報の受容だけでなく情報の発信サイドに立ってみませんか。広
報活動は決して楽な作業ではありませんが緊張感を楽しめるシゴトです。
約９ヘクタールの里山、横浜市有形文化財である古民家、富士講の石碑群、ボランティアの様々の活動
など豊かな自然と人々の営みに直に触れることが出来る本郷ふじやま公園の魅力をもっと広めましょ
う。皆さん参加をお待ちしています。
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紅梅・白梅・くぬぎ

現在の
現在の様子

長屋門前の紅梅・白梅

梅の実が沢山なりました

クヌギ

どんぐり
昨年 10 月の子ども工作の日に、
どんぐりを使ったコマや、やじろべい、
造形物つくりは、子どもたちに大変よろ
こばれました。

梅干
昨年の６月初旬梅もぎをしました。１ヶ月塩
漬けした後、十日ほど天日干をして、８月によ
うやく完成した梅干が「4 月５日 お花見イベ
ント」で販売されます。
良質の梅なのでお味も上出来のようです。

★☆★ 平成 20 年 3 月度公園活動予定 ★☆★
部会・事項

日

事務局会議,５P

7日(金)

農芸部会 部会

17日(月)

作業
里山部会

作業

クリーンアップ

時

月曜日

部会・事項

日

古民家歴史部会 部会

9日(日)

木曜日

歴史探訪

休会

古文書解読会

2日(日) 16日(日)

8日(土)窯詰め
9日(日)火入れ
15日(土)窯出し
23日(日)定例

囲炉裏守
囲炉裏焚き

4日(火) 18日(火)

ふじやまだより編集会議

ホームページ制作打合

工作棟部会 部会
子ども工作準備

1日(土)

26日(水)
適時
2日(日)13日(木)
16日(日)

印刷

７

時

9日(日)
14日(金)
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楽しい教室のお知らせ
教室名
作って遊ぼう
～子ども工作の日
フラワー
アレンジ
植物画教室
（全４回）

第30回初心者
茶道体験教室
竹林整備
体験教室
家族で筍掘りを楽しむ

日時
3月16日(日)
10時～12時
13時～15時
3月29日(火)
13時30分～
15時30分
4月14日(月)
5月12日(月)
6月9日(月)
7月14日(月)
13時～16時
4月19日(土)
13時～16時
4月19日(土)
9時30分～
11時45分

奮ってご参加ください。お待ちしております。
内容
おきあがりこぼしを作ります。

材料費
無料

春の花

2,000円

応募期限
当日受付
10時～11時
13時～14時
3月20日(木）

初心者歓迎、生涯続けられる趣味

無料

4月10日(木)

初心者の方大歓迎、平服でどうぞ

500円

4月5日（土）
先着10名
4月14日(月)

講義 竹の基礎知識
実習 間伐 筍掘り
＊雨天時は20日(日)に

無料
15家族
抽選

幼児の参加はご
遠慮下さい。家
族の人数を記入
する

創作人形

4月25日(金)
ピエロ（身長45cm）、和布を使っ
4,000円 4月10日(木)
5月23日(金)
て洋服を作ります。
先着６名
10時～16時
700円 4月10日(木)
里山の
4月26日(土)
初心者でも美味しい、そばが打て
そば打ち塾
10時～12時 ます。
抽選６名
木版画教室
4月26日(土)
初心者歓迎、基礎から教えます。
500円 4月22日(火)
（全４回）
5月24日(土)
6月28日(土)
7月26日(土)
13時～16時
春の植物観察
4月27日(日)
春の山野草を観察します。
無料 4月21日(月)
10時～12時 （花中心）
伝統工芸
4月27日(日)
18cmの平皿に「桜文」を彫る。
2,000円 4月15日(火)
「鎌倉彫」を彫る（全 5月4日(日)
３回）
5月11日(日)
13時～16時
（１）持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：１２名。応募者多数のときは抽選。
（３）応募要領：往復ハガキに、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へ

お知らせ 開園５周年記念行事
開園５周年記念行事

「雨天時は翌日 6 日(日)」

①「寺子屋手習い」
4 月 5 日(土)10 時～14 時
筆と和紙を使って手習いをしませんか。
（道具は一式用意します。小学生以上 15 名。小学生は学年記入。）
②「かまど」で昔の食事つくり ４月 5 日(土)10 時～13 時（材料費：一人 200 円 小中学生無料）
古民家のかまどで、一汁三菜の食事をつくり味わいます。
（家族申し込みは、人数、学年記入して下さい）
応募要領：①と②は別々に申し込みください。申込み締切り：3 月 20 日(木)、20 名抽選
往復ハガキに 寺子屋又はかまど参加と記入して 住所、電話、氏名、本郷ふじやま公園へ
・開館時間
： ９：００～１７：００ ・入館料：無料
・休館日
： ３月５日（水）
・クリーンアップ作業： ３月４日（火）１８日（火）10 時～11 時
◆本郷ふじやま公園運営委員会 〒247-0009 栄区鍛冶ヶ谷 1－20

TEL:896-0590

「ふじやまだより」 に対するご意見やご感想を電話、FAX でお気軽にどうぞ。
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FAX:896-0593

