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新年おめでとうございます新年おめでとうございます新年おめでとうございます新年おめでとうございます    

本年も本郷本年も本郷本年も本郷本年も本郷ふじやま公園を宜しくお願いいたしますふじやま公園を宜しくお願いいたしますふじやま公園を宜しくお願いいたしますふじやま公園を宜しくお願いいたします        事務局長  辻 登    

 

今年は富士山の美しい元旦でした。長屋門の前にあるケヤキ広場からの眺めは格別です。本郷

ふじやま公園は 2 月に開園 7 周年を迎えます。この間ご来園頂きました多くの皆さまにお礼を申

し上げますと共に、本郷ふじやま公園に深いご理解とご協力を頂いております地域住民の皆さま

に心より感謝を申し上げます。 

公園には多くの竹があり公園の行事には欠かせない素材としていろいろな催しに活用してき

ました。長屋門前の門松もここの真竹で作りました。籠は竹を編むことで変化自在な形や彩りを

なします。竹を編むことは人々との交流に似て縦と横が重なり合って姿が現われ、編むことで美

しいフォルムと強固な籠を生みます。これからも公園は竹を編むように人と人との重なりを大切

にして交流を深め“人”との輪を広げたいと思っております。 

関係者の皆様のお力添えとご協力をお願いいたします。また公園ではボランティアを募集して

おります。ご希望の方は公園事務所までご連絡下さい。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

来園者数：1,864 名  

(来園日)     (団体名)    (人数・内数) 

1 日(火)：中野保育園 ··············· 15 名           

6 日(日)：小菅ヶ谷西谷戸町内会 ······ 8 名 

9 日(水)：桂台小学校３年生 ········  64 名 

10 日(木)：鎌倉女子大初等科 ········· 86 名 

12 日(土)：いきいき小菅ヶ谷  ········ 12 名  

15 日(火)：山手学院生徒グループ ····· 12 名 

16 日(水)：KF ハイキングクラブ ······· 16 名 

17 日(木)：金沢八景ウォーキングクラブ 13 名 

20 日(日)：新ハイキング横浜支部 ····· 14 名 

：本郷ふじやま公園弓道教室 ·· 8 名 

21 日(月)：本郷小学校２年生 ········  10 名

24 日(木)：中野保育園･･････････････ 60 名 

 

 

☆☆☆☆    ホームぺホームぺホームぺホームぺージはージはージはージは    →→→→        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    →検索→検索→検索→検索    
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 新しい年を迎え、今年も

ふじやま公園から望む富

士山は霊験あらたかな雄

姿をみせてくれた。 

この時期は始終、公園内

の落ち葉を掃き集める作

業がある。 

 落ち葉は土に還り、今度

は底から木々を育てる。家

庭菜園ブームの昨今、腐葉

土作りに挑戦も楽しいか

も。各地では枯葉を集め、

落ち葉プール、落ち葉トン

ネルと子供達を楽しませ

ているようだ。たかが落ち

葉、再利用がたくさんあり

そうだ。 
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古 民 家 の お 正 月 

古民家では、お正月を迎えるために昔のしきたりにしたがって、暮れの内に

色々と準備をします。餅つき、繭飾りつくり、鏡餅つくり、大掃除、正月用生け

花、門松つくり等々です。 

そして、新年を迎えます。新しい年に

なって、羽根つき（1 月 4 日から）、「七

草粥と子ども遊び」（1 月 10 日）等の行

事が開かれました。「七草粥と子ども遊び」の日には、

大勢の家族が集まり、昔懐かしい「七草粥」を頂いた後、

栄区歴史双六、カルタ、羽根つき、コマまわし、おはじ

き、めんこ、けん玉等、昔ながらの子ども遊びをして楽

しい 1 日を過ごしました。子どもたちは、「昔の遊びは

面白いね」「こんどは家でもやりたいな」等と感想をも

らしていました 

                        

古民家 Q&A  羽根突きの羽根 

Q：羽根突きの羽根の黒い錘は何ですか？ 

A：正月遊びの一つである羽根突きの羽根(羽子〔ﾊｺﾞ〕)の錘 は 無 患

子(ムクロジ)という植物の種です。この種は硬く弾力があり、羽子板でつくとよく弾んで気持

ちよい音を出します。羽根には 2 種類あり、「矢羽根」は落ちてくるスピードが速く、「丸羽

根」はくるくる回りながらゆっくり落ちてきます。羽根突きの羽根の飛ぶ様子が子ども病気の

原因となる蚊の天敵であるトンボに似ているので、かつては夏から秋に行われとのことです。

無患子は患う子どもが無いと言うことから縁起がよいので江戸時代には女の子の正月の遊び

となりました。以来、羽根突きは１年の厄をはね、子ども達の健やかな成長を願うものとして、

親しまれてきました。 

無患子の実の皮は水中で揉むと泡を生じ、百年前までは洗剤として使われていたところもあり

ました。 

古民家では正月中、羽子板と羽根を用意しています。皆さんでお楽しみ下さい。 

 

  古民家で防災訓練を行います 

本郷ふじやま公園の古民家(旧小岩井家住宅～江戸後期の建物)は横浜市の有形文化財です。

文化財防火デーに古民家で次の要領で防災訓練を行います。 

日  時：1 月 25 日（月）午前 11 時から 12 時まで    

会  場：本郷ふじやま公園 

訓練内容：放水銃の放水、茅葺き屋根を守るドレンチャーの放水、 

栄消防署の消防車も出動して放水、消火器操作訓練など。 

見学は自由です、ぜひ公園にお越し下さい。 

栄区の文化財を火災から守りましょう 

門松を作った方々と見学者 
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森づくり入門講座体験講座実施される 

 栄区役所主催の｢森づくりの最初の一歩となる基礎知識の習

得を目指す入門講座｣の体験講座が本郷ふじやま公園で開催さ

れました。12 月 12 日、竹林・雑木

林の管理の一環として杉の木の間

伐を行いました。応募者とスタッフ

約 20 名が２組に分かれて、ふじやま頂上近くで直径約 25cm・高さ

15ｍ以上の杉を３本伐採しました。間伐が大切なことと、大変な作

業であることを実感したひと時でした。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 22222222 年年年年 2222 月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定月ボランティア活動予定    

部会・事項 日  時 部会・事項 日  時 

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) 28日(日) 

4日(木) 

農芸部会 部会 

     作業 

15日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 

 

13日(土) 14日(日) 

20日(土) 28日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 7日(日) 11日(木) 

21日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

24日(水) 

適時 

クリーンアップ 2日(火) 16日(火) 

ふじやまだより編集会議 6日(土)  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 6日(土)         印刷 12日(金) 

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

初めて来て、感動しました。家を歩いている間中足がふるえて、こういう家がなくな

ってしまったことが悲しくなりました。こんな家に住んでみたいと思いました。 

 

 

 
 

 

 

 冬に光沢のある赤い実と緑色の葉のコントラストが美しいマンリョウ。正月用の

縁起木としてセンリョウと共によく使われます。 

関東より南の広い範囲に分布し暖かい所では２メートル位に伸びることも。７月

頃、小花をたくさん付け実となり晩秋から赤く色づきます。 

 基本の赤実の他、白や黄実などがあり又、葉は斑入りの園芸品種もあります。 

     

 

マンリョウ （ヤブコウジ科） 
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楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ楽しい教室のお知らせ 奮ってご参加ください。お待ちしております。 

教室名 日時 内容 材料費 応募期限 

寺子屋第17シ

リーズ 

2月20日(土) 

10時～12時 

江戸のエコ生活（もっ

たいない精神） 

無料 先着20名 

 

作って遊ぼう

～子ども工作

の日 

2月21日(日) 

  10時～12時 

      13時～15時 

ペーパーグライダー 無料 先着各12名 

ビーズ工芸 3月４日(木) 

   13時30分～15時30分 

淡水パールのチョー

カー 

1500円 2月24日（水） 

 

染色教室 3月11日（木） 

13時～15時 

ストールを「藍」で染

めてみましょう 

2200円 2月23日（火） 

炭焼き体験教

室 

3月13日(土) 9時～12時 

3月14日(日) 8時～17時 

3月20日(土) 9時～12時    

自分の手で竹炭を焼

いてみませんか 

無料 3月10日(水) 

窯詰め、火入れ、窯

出し、３回とも参加

できる方 10名 

布細工 3月19日(金) 

3月25日(木) 

13時～16時30分 

お地蔵さまを作りま

しょう 

700円 3月5日(金) 

    全２回 

第50回初心者 

茶道体験教室 

3月20日(土) 

      13時～16時 

古民家で茶道を楽し

んでみませんか 

500円 

但し教材費 

2月28日(日) 

    先着10名 

押し花 3月23日（火） 

13時～14時 

春の花を押し花額に

デザインする 

18cm×10cm 

2000円 3月16日(火） 

先着10名 

里山のそば打

ち塾 

3月27日(土) 

10時～12時 

初心者でもおいしい

そばが打てます 

700円 3月10日(水) 

6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お知らせ・・・・・・・・・・・・    

◆◆◆◆｢ふじやま公園｢ふじやま公園｢ふじやま公園｢ふじやま公園    開園開園開園開園7777周年記念もちつき大会｣周年記念もちつき大会｣周年記念もちつき大会｣周年記念もちつき大会｣        

日時：日時：日時：日時：2222月月月月15151515日日日日((((月月月月))))    10101010時～時～時～時～12121212時時時時    雨天実施雨天実施雨天実施雨天実施                場所：中庭又は母屋土間場所：中庭又は母屋土間場所：中庭又は母屋土間場所：中庭又は母屋土間        

◎ みんなで搗こうお餅つき 10時開始 先着200名様 紅白祝い餅進呈(限定)  

10時から紅白餅引換券発行  11時から引換開始 

◆｢◆｢◆｢◆｢古民家の雛飾り古民家の雛飾り古民家の雛飾り古民家の雛飾り｣｣｣｣ 

日時日時日時日時：：：：2222月月月月5555日日日日((((金）～金）～金）～金）～3333月月月月15151515日日日日((((月）月）月）月）    9999時時時時30303030分～分～分～分～16161616時時時時30303030分分分分    

                        但し3月3日(水)は休館日のためお休みします  

古民家座敷にお雛様をいっぱい飾ります。皆様お出かけください。 

 

    

    

    

    

        ◆◆◆◆    ボランティアを募集していますボランティアを募集していますボランティアを募集していますボランティアを募集しています    ご希望の方は公園事務所までご連絡下さいご希望の方は公園事務所までご連絡下さいご希望の方は公園事務所までご連絡下さいご希望の方は公園事務所までご連絡下さい    

    

★★★★ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会ふじやま公園運営委員会    〒〒〒〒222247474747－－－－0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷 1111----20202020    TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590  FAX0590  FAX0590  FAX0590  FAX：：：：896896896896----0593059305930593    

・開館時間     ：  9：00～17：00・入館料：無料 

・休館日      ： 2 月 3 日（水） 

・クリーンアップ  ： 2月2日（火）16日（火）10時～11時 


