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❀年々華やかな古民家の雛飾り 
 雛祭りをまじかに迎えて、古民家では２月５日から座

敷一杯にお雛様が飾られ、家の中は華やかな雰囲気にあ

ふれています。中には嘉永４年から代々引き継がれてき

たものがあったり、時代によって男雛と女雛の並べ方や

道具類にも違いを見つけたりして飽きません。 
 公園にきたお客さんに聞くと、自分の家では昔から持

ってきたが子どもが大きくなって今は押入れにしまっ

たままだと懐かしそうに言う方もいました。 

 雛飾りは３月３日の休館日を除く３月 15 日までの毎

日飾られています。どうぞおでかけください。 

 

 

 

 

 

 

 

来園者数：2,120 名  

(来園日)   (団体名)           (人数・内数) 

5 日(火)：区民文化センター ·············· 12 名 

7 日(木)：桜井小学校 5年生 ·············· 87 名 

8 日(金)：桜井小学校 5年生 ·············· 87 名 

13 日(水)：元大橋ウォーキング ············ 14 名 

14 日(木)：中野保育園 ···················· 12 名  

15 日(金)：桜井小学校 5年生 ·············· 90 名 

21 日(木)：老人保健施設あさひな ·········· 14 名 

22 日(金)：積水化学 OBグループ ··········· 18 名 

23 日(土)：老人保健施設あさひな ··········· 7 名 

24 日(日)：SSL 同好会 ······················ 2 名 

30 日(土)：葉山ウォッチングの会 ·········· 23 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    

    ◆平成◆平成◆平成◆平成 22222222 年年年年 1111 月来園者数月来園者数月来園者数月来園者数    団体グループ来園状況団体グループ来園状況団体グループ来園状況団体グループ来園状況    
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いよいよ春！ 

ふじやま公園の大地から

も小さな芽がたくさん顔を

出し始めている。春は可愛

らしい小花が多い。花が咲

く前の力強い芽出しを見逃

さないように見てみたい。 

紅梅の側では補助車を外

した自転車に何度も挑戦、

お父さんと子どもで特訓し

ていた。又、子供に縄跳び

を教えるお母さん。富士山

を見ながら気持ちよさそう

に体操をしている人たち。 

この日気温 14 度、不意の

陽気に皆が楽しんでいた。 
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部会事業部会事業部会事業部会事業のののの紹介紹介紹介紹介    (1)(1)(1)(1) 各部会の事業をシリーズで適時紹介します 

古民家歴史部会               古民家歴史部会 木島健司 

古民家歴史部会の２２年度事業概要をご紹介致します。これらは皆様のお力添え無くしては 

推進出来ません、何卒宜敷お願い申し上げます。 

(一) 定例事業 

①定例部会①定例部会①定例部会①定例部会 部会の方向を協議決定します。部会員皆様の参加は勿論、新しく参加する方々も

歓迎します。 

②古文書勉強会②古文書勉強会②古文書勉強会②古文書勉強会 小岩井家文書を中心に解読し市博学芸員の先生にご指導いただいています。

地元の歴史や古文書に興味のある方々の新たな参加をお待ちします。 

③歴史探訪③歴史探訪③歴史探訪③歴史探訪 郷土の旧蹟史跡を現地で探り歴史認識の涵養に努めています。 

④蒐集民具の維持管理④蒐集民具の維持管理④蒐集民具の維持管理④蒐集民具の維持管理 民具の蒐集と展示・公開をしています。整理が追いつかず苦慮してい

ます、興味をお持ちの方に手を挙げて頂けませんか。 

⑤茶道体験教室⑤茶道体験教室⑤茶道体験教室⑤茶道体験教室 現在は裏千家池浦宗孝先生にご指導頂いています。 

⑥ふじやま文庫⑥ふじやま文庫⑥ふじやま文庫⑥ふじやま文庫 手持ち書籍や資料の整理と合本作成とカード化による一般公開の推進を考え

ています、図書管理に興味のある方手を挙げて頂きたくお願いします。 

(二) 季節行事 

 皆様にお馴染みの下記の季節行事を多くのボランティアとともに盛会裏に行っています。 

一層の発展と継続のために更なる皆さんの参加をお願い申上げます。 

①①①①端午の節句(4月～5月) ②②②②七夕(7月) ③③③③お月見(10月) ④④④④障子張り(12月) ⑤⑤⑤⑤煤払大掃除

(12月) ⑥⑥⑥⑥繭玉飾り・正月飾(12月) ⑦⑦⑦⑦七草粥(１月) ⑧⑧⑧⑧雛祭り(2月～3月) 

 

 

 

古民家 Q&A  ハッピ（法被）とハンテン（半纏・半天） 

QQQQ：：：：パッピ(法被)とハンテン(半纏・半天)との違いは？ 

AAAA：：：：法被は能の男装束、武家の装束を源流にし、江戸初期に

は武士、僧侶、お金持ちに限定されていました。江戸後期、

庶民は半纏が広まりました。現在では法被も半纏も区別な

く、衣類の名称として使われています。しかも通常目にし

たり、着用されているのは半纏です。法被は丈が長く(尻

まで)、脇が空いて襠(ﾏﾁ)があり、広い裾、袖が長く、胸紐

が有り、襟を反してして着ます。半纏は丈が短く(尻の上)、脇に襠

がなく、袖が短く、袖口が小さく、胸紐が無く、襟を反しません。

法被は礼服・モーニングに相当し、半纏は仕事着・実用着に相当し

ます。半纏の一つである印半纏は木綿製、江戸後期から職人の間で

用いられ、雇主が使用人や出入りの者に支給して着用させました。 

 旧小岩井家の主屋と内蔵とつなぐ廊下に飾っているのは小岩井

家の名が入った印半纏です。(右上画像は｢守貞漫稿｣より引用) 



本郷ふじやまだより 第 86 号 2 月 15 日（月） 

 

3 

文化財防災訓練が行われる 

 １月 26 日は文化庁と消防庁が推進する文化財防火デーです。ふじやま公園

でも 25 日(月)に防災訓練が行われました。当日の訓練は公園のボランティア

や来園者による消火器使用、火災発生による消防署への連絡、来園者を含め

た避難、消防署員との合同消火作業、放水銃による放水、更に防火設備の点

検と操作の確認と多彩な内容でした。参加の皆さんは日頃の防災に対する関

心・訓練・整備の重要性を再確認したひと時でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

平成平成平成平成 22222222 年年年年 3333 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) 

休会 

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 

31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 7日(日)  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 2月28日(日)         印刷 13日(土) 

 

『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))))    

散歩気分でぶらりと立ち寄りましたが、実に、心やすまる一時でした。 

ぜひ、次世代へ伝えていきたいです。 

 

 
 

 

 

 日当たりの良い場所を好み冬から初春にかけて白や黄色、オレンジ色の花を咲

かせ、香りが良く育てやすく世界中に親しまれている植物です。一重のニホンズ

イセンは室町時代に中国から渡来してきた原種といわれ、雪の中でも春の訪れを

告げることから別名、雪中花ともいわれます。 

 特にヨーロッパでの栽培の歴史が古くイギリスの国花の一つにもなっていま

す。 

 

スイセン  （（（（ヒガンバナ科）））） （ヤ
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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18シ

リーズ 

3月20日(土) 

10時～12時 

どっこい生きてる(最終

回) 

無料 先着20名 

作って遊ぼう

～子ども工作

の日 

3月21日(日) 

 10時～12時 

 13時～15時 

クラフトでボールを作っ

て遊ぼう 

無料 先着各12名 

植物画教室 4月5日(月)13時～16時 

5月3日(月) 同上 

6月7日(月) 同上 

7月5日(月) 同上 

生涯楽しめる趣味を作っ

てみませんか 

無料 3月27日(土) 

押し絵 4月6日(火)13時～16時 

4月13日(火)同上 

節句用に“かぶと”を作

ります 

1,500円 3月25日(木) 

竹林整備 

（筍堀り） 

4月10日(土) 

10時～12時 

雨天の場合は翌11日(日) 

危険な場所もありますの

で小学生以下の幼児の参

加はご遠慮ください 

無料 3月31日（水） 

25家族(１家族

4名まで) 

篆刻 4月11日(日)13時～15時 

5月9日(日) 同上 

6月13日(日) 同上 

誰でもできる篆刻 500円 3月14日(日) 

3回コース 

 

布ぞうり教室 4月14日(水)10時～15時 1日で1足完成します 500円 3月31日(火) 

第51回初心者 

茶道体験教室 

4月17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 

3月28日(日) 

  先着10名 

木版画教室 

 

4月17日(土)13時～16時 

5月15日(土) 同上 

6月19日(土) 同上 

7月17日(土) 同上 

初心者から親切に教えま

す 

500円 3月27日(土) 

押し花 4月23日(金)13時～16時 春の花を押し花額にデザ

イン 18cm×10cm 

2000円 4月16日(金) 

（１）持参品：返信ハガキで連絡します。（２）定員：特に指定がなければ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・・・・・・・・・・・・    

    

♦ふじやまふじやまふじやまふじやま公園公園公園公園のののの山桜山桜山桜山桜をををを愛愛愛愛でるでるでるでる花見会花見会花見会花見会        

        日日日日    時時時時    4444月月月月3333日日日日((((土土土土)10)10)10)10時～時～時～時～15151515時時時時    雨天の場合は雨天の場合は雨天の場合は雨天の場合は4444月月月月4444日日日日((((日日日日))))に順延に順延に順延に順延    

        催し物催し物催し物催し物    枯流れの庭で茶会、竹工作、遊戯、おにぎり、いなり、団子、鍋物 特設舞台で

の演芸など。皆様お誘い合わせておでかけください。 

   

・開館時間     ：  9：00～17：00・入館料：無料 

・休館日      ： 3 月 3 日(水） 

・クリーンアップ  ： 3月2日(火）16日(火）10時～11時 

◎訂正とお詫び◎訂正とお詫び◎訂正とお詫び◎訂正とお詫び    第 84 号第１面 昔の本郷の年始年末記事中の大谷友太郎さんは大谷智太郎さんでした。 

★★★★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１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０栄区鍛冶ヶ谷１－２０    TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590  FAX0590  FAX0590  FAX0590  FAX：：：：896896896896----0593059305930593    

 


