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ふじやま公園に訪れたことがある？
ふじやま公園に訪れたことがある？
ふじやま公園は開園から６年余りが経って、
地域の大勢の人たちに親しまれ少しずつ知ら
れるようになってきました。
しかしいまだにごく近所の方が来園して
「こんな公園があるとは知らなかった」とび
っくりしたように言われたりします。では、
一体どれ位の人がふじやま公園に訪れている
のでしょうか。
来園者数は公園の事務所で調べた数値が
2006 年４月から残っていて、この月は 1,756
人でした（林の中で散歩している人や通過し
ただけの人などを除く）。

以後毎年約 23,000 人が訪れています。2008
年を例にして家族・個人、団体（主として子
ども、大人別）で月毎に見たグラフが「来園
者数 2008 年」です。２月から５月までと 10
月から 12 月までに大勢の来園があり、熱い夏
と寒い冬には比較的少ないことがわかります。
これは他の年でも同じ傾向を示しています。
こうしたデータや地域のみなさまの声をも
とにして、よりよい『憩いの場、地域交流の
場』
（公園設立時の「６つのねらい」より）に
したいものです。

◆平成 21 年 6 月来園者数
団体・グループ来園状況
団体・グループ来園状況
来園者数：1,817 名
(来園日)
(団体名)

(人数・内数)

2 日(火)：鎌倉ウォーキングクラブ ············· 28 名
9 日(火)：中野幼稚園 ····························· 130 名
：本郷特別支援学級 ······················ 23 名
10 日(水)：関東遺跡研究会 ························· 15 名
12 日(金)：上郷小学校１，２年生 ············· 201 名
18 日(木)：ビックオレンジ歴史散歩の会 ······ 20 名
21 日(日)：コートハウスたけのこ会 ············· 25 名
26 日(金)：中野幼稚園 ····························· 120 名
28 日(日)：横浜ウォーキング協会 ·············· 300 名

１

５年ぶりに公園内にある「樹名札」
が架け替えられた！
樹名札は、当公園を訪れていた栄区
書道協会の皆さんのご好意による
手書きの物。この日は梅雨の晴れ
間、気温 27 度、里山部会員はたく
さんの汗を流し約 30 本の樹木に新
しい名札を掛けた。
これから徐々に樹木の名前が明
らかになる。公園を訪れる人達はき
っと樹木博士になれるかも？ネ
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教室訪問 そばザル作りの巻
第 19 回教室訪問は、６月 28 日、そばザル作りを訪ねました。
この日の生徒は 11 名。皆さん、開始前よりザルの枠を持ち、先生の指
導を待ち構える様子。
「竹の弾力を感じてくださいね」という先生の合
図で、ひのきの枠に３組の縦の竹を刺し、それに一段ずつ横の竹を編
んでいきます。
「何本か編めば落ち着きます。枠の溝に押し込まず斜め
に入れていくのがコツですよ」という先生の声。その言葉どおり、２～３段、横の竹が入ると、
いままで動いていた縦の竹が落ち着き、その後は、ひたすら横の竹を編んでいく作業です。見る
見るうちにあらあらの姿ができてきます。
仮止めの枠をはずして、縦の竹を溝に戻し、再度、枠を取り付ければ、完成間近です。ここま
で進むと、「もうひとつ作る材料が欲しい、もう一回この講座をやってほしい」という皆さんか
らの声が大きくなりました。形を整え、やすりをかけ、たいこ鋲というかざりで釘を隠すと、そ
ばザルのできあがりです。そこはもう、町のおそば屋さんの雰囲気です。
先生方が２～３日の時間をかけて、材料のひのきの枠と、20 センチほどの 46 本の真竹を整え
てくれました。手作りのそばザルは、おしゃれな食卓を演出してくれることでしょう。

古民家Ｑ＆Ａ

遊具としての竹馬

Q：遊具としての竹馬はいつ頃から始まりましたか？
A：竹馬は２本の竹竿に適当な高さに足掛けをそれぞれ作り，これに
乗って竹の上部を握って歩行する子どもの遊び道具です。室町時代流
行した田楽に使用した｢高足｣という履物から変化したものといわれ
ています。江戸時代から現在のように子どもの玩具になったことが江
戸時代後期の守貞漫稿巻之二十八に紹介されています。高足のほかに
鷺足とも呼ばれました。この高足系竹馬とは別に一本の生竹に紐を手
綱ふうにかけて馬になぞらえ，これにまたがって遊ぶものも古くから竹馬と呼ば
れました。やがて竹の下端部に車をつけたものに発達し｢春駒｣と呼ばれました。
古民家ゾーン中庭にはボランティアがふじやまの竹で作った高足系の竹馬がいくつかあり、来
園の子どもたちの人気を集めています。

✿農芸通信✿
今年も畑の側にネットを張りルコウ草の苗を植えました。
涼しげな葉と可愛い小さな花（赤、白）は夏を楽しませてくれること
請合いです。
又、畑周りを飾る食用菊も株分けして整理、スペースを広げ植え替
えました。サトイモの根元には肥料と乾燥防止を兼ねて畳を解したワ
ラが敷かれました。一方、サツマイ
モは追肥と土寄せを行い秋まで成
長を待ちます。
トマト、胡瓜、インゲン、ピーマン等も次々と実を付けは
じめました。
古民家内にある大きな甕の中ではスズムシも孵化、週一回の
水やり（霧吹き）と、もぎたての胡瓜を食べて日々成長、秋
には美しい音色を聞かせてくれることでしょう。
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7 月 1 日にふじやまのボラン
ティア 1７名で、屋根にも届
きそうな竹に七夕飾りやヨー
ヨー釣り作りなどの準備をし
また。本郷小学校と桜井小学
校の生徒さんに書いてもらっ
た七夕のお願いは、約 900 枚
もあり、この飾りは他を圧倒するほどの迫力がありました。
７月４日からの期間中は来園者の長蛇の列に驚かされました。七夕の短
冊は親子づれ，若いカップル，熟年の夫婦に大人気で、短冊を吊下げる場所を探すのに苦労する
ほどでした。一方，布ぞうりやゆらりトンボも人目を引きました。
短冊を書いてくれた小学校の生徒さんや前々から準備をしてくれた皆さんに感謝します
・かいものの時はエコバックをもっていこう(３年)

・いちりんしゃがもっとじょうずになりたい(２年)

・ごみを分別する。水をむだに使わない(４年)

・ようち園の先生になれますように(２年)

・ゴミがおちていたら必ず拾おう(４年)

・一軒家の二階だてにすみたい(４年)

・リサイクルできる物はゴミとして捨てない(６年)

・すきなことをしながら友達と笑えますように(５年)

・水を大切に使う。リサイクルに協力する(６年)

・サッカー選手か弁護士になれますように(５年)

(桜井小学校)

(本郷小学校)

ネジバナ（ラン科）

“古今集”にも詠まれ、江戸時代にはモジズリの名で呼ばれていま
した。
５月から８月頃、10～40 センチの花茎にピンクの小花を螺旋状に（右
巻き、左巻きもあり）巻きながら咲きます。
ラン科には珍しく芝生や都市の公園で見ることが出来、芝刈りや踏
み付けにも強い一方、ネジバナ単独の鉢植え栽培は難しいようです

キャンドルナイト in さかえ
日時 ７月１８日（土）午後７時～９時 場所 ＪＲ本郷台駅前広場（雨天順延）
ふじやま公園も竹を円錐形に組んでランタンを１５０ヶほど手作りして飾ります
皆さまお誘いあわせてお出かけ下さい

平成 21 年 8 月公園ボランティア活動予定
部会・事項
事務局会議
農芸部会 部会
作業

日
時
7日(金)
17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
9日(日)
2日(日)23日(日)
－

里山部会

1日(土) 8日(土)
15日(土)
26日(水)
適時

囲炉裏守 囲炉裏焚き
クリーンアップ

2日(日)13日(木)
16日(日)
4日(火)18日(火)

ふじやまだより編集会議
印刷

8日(土)
14日(金)

作業

工作棟部会 部会
子ども工作準備
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

9日(日)
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楽しい教室のお知らせ
教室名
夏の植物観察

奮ってご参加ください。お待ちしております。

日時
8月16日(日) 10時～12時
(雨天中止)

作 っ て 遊 ぼ う 8月16日(日) 10時～12時
～子ども工作
13時～15時
の日
木版画教室
9月5日(土)
13時～16時
10月3日(土) 同上
11月7日(土) 同上
12月5日(土) 同上
植物画教室
9月7日(月)
13時～16時
10月5日(月) 同上
11月2日(月) 同上
12月7日(月) 同上
鎌倉彫｢ぶどう 9月11日(金)
文｣を彫る
9月25日(金)
10月9日(金)
10時～12時30分
炭 焼 き 体 験 教 9月12日(土)
9時～12時
室
9月13日(日)
8時～17時
9月19日(土)
9時～12時
ビーズ工芸
9月15日(火)
13時～15時
銀アート
9月17日(木)
（銀粘土）
13時～16時
押し花
9月18日(金) 13時～16時
寺 子 屋 シ リ ー 9月19日(土)
ズ
10時～12時
初 心 者 茶 道 体 9月19日(土)
験教室
13時～16時
粘土工芸
9月25日(金) 13時～16時
（奴凧人形）
10月9日(金) 同上
10月23日(金) 同上
里 山 の そ ば 打 9月26日（土）
ち塾
10時～12時
布ぞうり作り
9月27日(日) 10時～15時

内容
夏季に花を咲かせる植
物を中心に観察しま
す。
ストローでジャバラを
作る？(マジック)

材料費
無料

無料

当日受付10時～11時
13時～14時(各12名)

年賀状を木版画で出し
てみませんか

300円

8月31日
(全4回)

生涯楽しめる趣味にな
ります。

無料

8月31日(月)
(全4回)

18cmの平皿に秋のぶど
うを彫ります。

2,000円

8月25日(土)
(全3回)

自分の手で竹炭を焼い
てみませんか

無料

スワロスキーのかわい
いネックレス
透かしの球体のペンダ
ントトップ
コースター作り
土は資源、この温もり
を
古民家で茶道を楽しん
でみませんか。
お正月には奴凧人形を
飾ってみませんか

1,800円
2,350円
2,000円
無料
500円
1,500円

応募期限
申し込み不要；古民家
前集合、筆記用具持参

9月5日(土)10名（窯詰
め火入れ窯出し3回と
も参加できる方）
9月5日(土)
10名
8月25日(火)
6名
9月10日(木)
8月31日（月）
先着20名
8月31日(月)
10名
9月10日（木）
10名

初心者でも美味しいお
700円
9月10日（木）
そばが打てます。
（3人分）
6名
一日で一足完成しま
500円
8月31日（月）
す。
（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

・開館時間
・休館日
・クリーンアップ

： 9：00～17：00・入館料：無料
： 8 月 5 日（水）
： 8月4日（火）18日（火）10時～11時

★ふじやま公園運営委員会
〒247－
47－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－２０ TEL：
TEL：896896-0590 FAX：
FAX：896896-0593
４
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