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近隣散歩
ふじやま公園の古民家のすぐ西隣に見える八幡神社
に出かけてみましょう。公園の鍛冶ヶ谷口を出て少し下
り、大回りをすると神社に着きます。手前の鳥居をくぐ
ってから奥の石段を４１段上ると二つの灯篭があり、ふ
じやまの会員の先祖の名前が刻まれています。１００年
以上も経ったと思われる大きな椎の木やケヤキや楠の
木が迎えてくれました。小高い丘
に建つこの八幡宮は古い歴史を持
ち地域の守り神として今でも氏子
達に大切に守られています。この
地域の女性にお聞きしたところ小
さい頃、お祭りの舞台に立ったこ
とや、七五三のときはまずこの八幡様にお参りしてから鎌倉の
八幡様に行ったと話してくれました。小さな社ですが見事な神
功皇后や竹内宿禰などの彫刻に目を見張ります。社を背にして
右の階段を下りていくと１０基ほどの庚申塔がありました。中
でも本郷で一番古いと言われている阿弥陀如来の石像も見るこ
とができました。祭礼は９月下旬の土日に、どんと焼きは１月
１４日に行われるそうです。

◆◆◆ 平成 20 年月 4 月 来園者数 団体・グループ来園状況 ◆◆◆
来園者数 ２８７６名
(来園日)

(団体名)

今ふじやま公園では若葉が美しく鶯

(人数・内数)
の声が聞こえます。あずま屋では沖

3日(木)：本郷第三地区社会福祉協議会 ······· 22名
7日(月)：輪の句会 ·························· 7名
21日(月)：道の会 ウォーキング会 ·········· 40名
22日(火)： 敬徳会(みその) ················· 8名
ヤクルト保育所 ·················· 14名
25日(金)：鎌倉スケッチ会 ··················· 7名
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縄蛇味線を弾く女性の姿が見受けら
れました。
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歴史探訪

第 28 回 川崎大師道を歩く（平成 20 年 4 月 3 日）古民家歴史部会

京急川崎駅～
京急川崎駅～六郷畔～
六郷畔～大師道競馬場～
大師道競馬場～コード発祥
コード発祥の
発祥の地～医王院(
医王院(いおういん)
いおういん)～東
日本電車発祥の
日本電車発祥の地～川崎大師～
川崎大師～（昼食後解散）
昼食後解散
今回は１６名で桜の花を見ながら旧大師道を歩き
ました。まず初めに、江戸時代にあった六郷の渡し
場の堤に立って昔の面影をしのび、歩を進めました。
昔の砂子町は今もあり、小土呂・久根崎などの町
はバス停や交差点に名を留めていました。この地は
明治中頃、長十郎梨のふるさとになり、その後沿線
は工業用地となって工場が立ち並ぶようになりまし
川崎大師
た。
医王院の地蔵様は昔、塩をなすりつけると、できものが治るといわれ、とけて
骨のようになったお姿で祭られていました。大師駅前には東日本電車の発祥の
地の記念碑が立っていて参拝者のために早くから鉄道が引かれたことがわかり
ます。大師の参道は今もにぎわいを見せており、ダルマ、葛餅、せき止めの飴
などを売る店が立ち並んでいました。川崎大師の平安期の建築様式に近代的な
感覚を盛り込んだ大伽藍の本堂や山門等はとても立派で、多くの善男善女の参
拝で賑わっていました。

古民家Ｑ＆Ａ

長十郎の梨

医王院の地蔵

箴子梁（しんしばり）

Q：パンフレットにある箴子梁の箴子(ｼﾝｼ)の意味は何ですか？
A：主屋の土間から茶の間の上を見上げると大きく曲がった太い梁があり、
これが箴子梁です。曲がった材料を用いるのは自然の素材を活用し、装
飾的な役割も果たし、更に強度的な利点を生かします。梁は建物の水平
方向に架けられ、床や屋根などの垂直方向の力を曲げ応力で受けます。
アーチ状の梁は垂直の力の一部を曲がった方向に分散するので、水平な梁部材よりも強いこと
になります。
｢箴｣の字義は｢戒め｣のほかに竹針、石製の針など｢針｣があります。一方、洗張りの布を縮ま
ないように先端を尖らした竹製の串で弓形に張る｢伸子｣という道具があります。曲がりの伸が
箴に置換えられたと推測されます。旧小岩井家の箴子梁の材料は建築の際、予め見定めていた
松材を用いたとのことです。

春の竹林整備
４月２０
４月２０日
２０日
来園したお客さまの家族と里山部会スタッ
フあわせて約５０名が参加しました。
４月２６日
ふじやま公園会員の４５名が参加しました。
両日は、よい天気に恵まれました。
広く険しい竹林に入って崖から転がり落ち
ないように注意しながら竹を切ったりタケ
ノコを掘ったりしました。
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本郷ふじやま公園の魅力に関するアンケート結果の概要
本郷ふじやま公園の魅力に関するアンケート結果の概要(
結果の概要(その２)
その２)
前月号で全般的な結果をまとめました。今回は皆さんから指摘していただいた魅
力の主なものを列挙してみました。
古民家、古民家と自然、古民家のたたずまい、かやぶき屋根、静かでなつかしい雰囲気、日本人
の心の故郷を呼びおこしてくれる雰囲気、幼い頃の思い出をよみがえらせてくれる、豊かな自然
に囲まれ江戸時代のたたずまいの中に身をおくことができる、土間に入っただけでホットします、
実家を思い出す風景、幼い頃の祖父母の家に遊びに行った思い出と重なります、昔のままの家屋
と自然、自然の雰囲気が残っている、里山、竹林、梅林、富士山、富士山と丹沢の眺め、冬の富
士山、夕焼けの富士山、起伏に富んだ緑の景観、ゆっくり散歩が出来四季を感じる、気楽に立ち
寄れて自然がいっぱい、四季折々の花や小鳥が楽しめること、古民家回りの木々の紅葉新緑、体
験教室、各種教室の活動が活発、各種イベント、四季折々の行事が多彩、忘れられて行く昔から
の四季折々の行事を体験できること、農作業、お花見、収穫祭、歴史探訪、古文書、皆さんの一
生懸命さ、関わる人の温かさ、ボランティアの方々とのふれあい、ボランティアの人々との楽し
い語らい、様々の経験者がいること、工作棟でのもの作り、作業と語らい、ボランティア同士の
語らいなど等。
（次号に続く）
原文のまま)
『いろり
いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記 から (原文のまま)
いつ伺っても心がいやされて日頃の疲れもこの旧小岩井家にあがらせて頂きますとい
やされ時々時間を作ればすぐにでも伺えるので嬉しく思っています。本郷ふじやま公園
が開園されて大変うれしいです。大切に大切に伺いたいです。
３月○日記
最初に書かせていただき光栄です

ヤマブキ
低山の明るい林の木陰などに群生する。樹木ではあるが、茎は細く、柔らかい
晩春に明るい黄色の花を多数つける。往々にして小判の色をこれにたとえる（山吹色
のお菓子）。山吹色といえば、濃い黄色のことである。 樹高は 1 メートルから 2 メ
ートル。古くから親しまれた花で、庭に栽培される。花は一重のものと八重のものが
あり、特に八重咲きが好まれ、よく栽培される。一重のものは花弁は 5 枚。

✿ 農芸通信 ✿
今月から始まる農園と花壇の情報！！
山々の木々が力強く芽吹いてきた様に、ふじやま公園の畑にも小さな芽がたくさん出て来ました。始めに、ど
んな作物が植えられているかご紹介致しましょう。
3 月に植え付けた只今人気のヤーコン、ウコン、染付けの出来る藍。 ４月は生姜、里芋 ５月には、トマト、
胡瓜、ピーマン、長ネギ（１７０本）、５月中頃からは秋の収穫祭に主役となるサツマイモ（３００本）の植
え付けが始まります。これからは苗の成長期、時折の暑さと雨の中で更に農芸部員の頑張りがはじまります。
自然の中で、土、植物、そして収穫の喜びなど一緒に味わいましょう。 募集中です

平成 20 年 6 月度公園活動予定
部会・事項
事務局会議
農芸部会 部会
作業

日
時
6 日(金)
16 日(月)
月曜日 木曜日

部会・事項
古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

日
時
8 日(日)
1 日(日) 22 日(日)
5 日(木)

里山部会

14 日(土)21 日(土)
22 日(日)
25 日(水)
適時
日(土)

囲炉裏守
囲炉裏焚き
クリーンアップ
ふじやまだより編集会議
印刷

1 日(日) 11 日(木)
15 日(日)
3 日(火) 17 日(火)

作業

工作棟部会 部会
子ども工作準備
ホームページ制作打合せ
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楽しい教室のお知らせ
教室名
日時
作 っ て 遊 ぼ う 6月15日（日）
～子ども工作
10時～15時
の日
押し花
6月20日（金）
13時～16時
7月15日（火）
10時～12時
造形遊び
6月30日（月）
10時～12時
13時～15時
遊布

7月 9日（水）
13時～16時
銀アート
7月10日（木）
13時～16時
布ぞうり
7月13日（日）
10時～15時
刺し子
7月24日（木）
13時～16時
第 33回初心者 7月19日（土）
茶道体験教室
13時～16時
（裏千家）

奮ってご参加ください。お待ちしております。

内容
メリーゴランドを作ります。

材料費
無料

押し花を額にデザイン
18ｃｍ×10ｃｍ

2,000円

苔・石を枝を使い鉢景を作
る。

1,000円

6月20日（金）
各6名

涼やかベスト

1,000円

6月30日（月）

銀粘土のベーシックな型の
指輪
布で編む草履です。
1日で1足完成します。
テーブルセンター
72ｃｍ×39ｃｍ
初めての方、お気軽にお茶
を楽しんでみませんか。

2,000円

6月25日（水）

500円

6月30日（月）
抽選15名
6月26日（木）

1,200円
500円

応募期限
当日受付
10時～11時
13時～14時
6月16日（月）各1
回コース

7月 5日（土）
先着10名

（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
・・お知らせ・・・
お知らせ・・・
１） 流しワンコソーメン―青竹を流れる清流に
ワンコソーメンが浮かびます。
ソーメン―
日時：７月５日（土）１１時～１２時
雨天の場合は 翌日７月６日（日）
）
場所：ふじやま公園中庭 人数：先着２００名 値段：２００円/1 食

・開館時間
： ９：００～１７：００ ・入館料：無料
・休館日
： ６月４日（水）
・クリーンアップ作業：6 月 10 日（火）24 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

FAX:896-0593

「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。

4

