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本郷ふじやま公園
運営委員会発行

☆本紙のカラー版をホームページ｢本郷ふじやま公園｣にてご覧いただけます

大震災と計画停電に伴う公園行事について
本郷ふじやま公園運営委員会長

保坂順弥

この度の東日本大震災により、亡くなられました方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の震災の甚大さを憂慮しまして公園で予定しておりました「お花見会」を中止とさせていた
だきました。
また関東地区で実施されています計画停電も当分継続される予定でおります。公園としまして震
災の被害に滅入ることなく心休まる行事は開催させていただく予定でおりますが、諸般の状況に
より行事や体験教室を中止させていただくこともありますのでご了承ください。なお 計画停電
中（1 グループ−Ｅ）は設備の機能低下により閉館とさせていただく場合もありますのでご理解
ご協力をお願いいたします。
お問い合せは下記事務所にお願いいたします。
公園開館時間

通常
午前 9:00〜17:00
休館日 毎月第一水曜日（休日の場合開館し翌日休館）
計画停電日 停電時間中（毎日異なっています）閉館する場合があります
（1 グループ−Ｅ）
お問合わせ先 本郷ふじやま公園事務所
大きなランドセルを背負っ
電話 045-896-0590
た新入児童やコートを手にし
た人々の姿が目立ってくる４
月。ふじやま公園は、新緑の
木々の間に白やピンクの桜が
咲き、竹林では筍が頭を出し、
１年のうちでも心がもっとも
高揚する季節を迎える。
今年は大震災の状況を考慮し
て花見会は中止となったが、温
かさに誘われて桜を見に来る
家族連れが多く見受けられる。

『ふじやまだより』は本号で創刊 100 号を
迎えました。
(準備号を入れると 101 号になります)
本郷ふじやま公園古民家ゾーンの PR と行事や
体験教室の案内などで、地域の皆さんとの交流
を深め，かつボランティア会員の情報交換に少
しでもお役に立てればと努めてきました。
創刊以来月１回のペースを崩すことなく、発行
できましたことは皆さんのご支援の賜物とお
礼申上げます。これからも次の 100 号に向けて
御指導、御協力をお願いいたします。

被災地にも、わらべうたが聞こえる青空の下で、
からまつが芽を吹き、白いこぶしの花が満開と
なる。そんな北国の春が一日も早く復活するよ
うみんなで祈りたい。
公園で写生をしている子供の目の先には、厳し
い環境のなかでも草食動物から身を守る知恵を
身につけ、しっかりと生き残ってきたアセビ（写
真）がひそやかに白い花をつけていた。
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◇花びら舞う公園の桜
オオシマザクラ、ヤマザクラ、カンヒザクラ、シダレザクラ
獅子舞や昇龍などで賑わいをみせる
花見会が、今年は中止。焼きしいたけ
も花見団子も･･･。一堂に会するイベン
トがなくても、何事もなかったように
公園の桜は、はらはらと淡い花びらの
舞をみせてくれています。
鍛冶ヶ谷方面から上ると、古民家長
屋門を過ぎたあたり、右の山はだに咲
くオオシマザクラやヤマザクラの大樹。まさに公園の象徴ともいえ
る雄雄しさです。オオシマザクラは、その名が示すように伊豆大島
が原産。葉は、桜もちの葉としてお馴染み。ヤマザクラは、赤みを
帯びた葉が特徴です。
元大橋側正門では、カンヒザクラが、３月、一番のりで濃いピン
クのつぼみをつけます。その近くでは、シダレザクラが、ひとえの小さな淡いピンクの花をつけ
ています。桜が醸し出すその優雅な風情に、こころを癒される人は少なくありません。
花びらがひとひら、髪にひらりととまってくれました。気づかないふりして、そのままそのま
ま･･･。

◇シイタケ栽培が始まる〜農芸部会
3 月 28 日、風もなく暖かい日差しの中で
シイタケ菌の打ち込みが行われました。２月
中旬、公園内から原木を選び伐採、今年は
35 本の原木を用意。直径 15ｃｍ前後の原木
は長さ 90〜100ｃｍに玉切りし、切り口に細
かいひび割れが入ったことで乾燥を確認、ド
リルで千鳥状に穴を開け一本に約 30 個、合
計 900 個の「棒駒菌」を打ち込みました。
（主
にコナラの木でシイタケ菌が入ることで“ホダ木”と言われます）
ホダ木はシイタケ菌を早く活着させる為、合掌に組みネットで覆いまし
た。４月頃から気温が上がるのを目安に、適度な風通しと湿度の高い所へと伏せ込みます。シイ
タケの採取は、二夏経過後の秋から採取されます。ホダ木は３〜５年位が寿命です。

内蔵の宝

お櫃
昔からご飯の保存にはさわら、ひのき、杉などの木材で作られ
たお櫃（おひつ）が使われてきました。これらの材木は繊維がき
め細かく丈夫で、湿気に強く、水分や空気を適度に通します。ま
た、雑菌の繁殖もおさえる効果があるといわれています。
使用前にさっと水で濡らして炊き立てのご飯を移すと、適度に
水分を調節し、ほのかな木の香りがうつり、冷やご飯になっても
美味しく食べられます。昔は多くの家庭で使っていました。今で
は職人さんが作っている木材の本格的なお櫃の価格は電気炊飯
器よりも高いものもあるようです
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おはぎ派？

ぼた餅派？

大震災の影響で今年の花見会は中止となりましたが、準備の段階で突如「おはぎ・ぼたもち論
争」が沸き起こりました。それは、花見会で販売する品目におはぎとあったことを見つけたある
スタッフが、「春はぼたもち（牡丹）、秋がおはぎ（萩）」が正しいのではと言い出したことから
始まりました。
「おはぎ・ぼたもち」は小豆の赤い色が災難や邪気をはらうことから
先祖の供養と結びつき、お彼岸に食べるようになったといわれています
が、名前の由来についてはこの季節の花説のほかに「こし餡、つぶ餡、
黄な粉餡」という餡の違い説、「ご飯と餅」という米の搗き状態説など
が披露されましたがどれが正解かわかりません。そこで、早速インター
ネットで調べたところ、最近話題の「ヤフー知恵袋」では、季節の花説
ウィキペディアより引用
をベストアンサーとしていましたが、他のサイトでは諸説紛々です。近くの商店街では一年中「お
はぎ」といっている店もあるし、一概には言い切れないというのが正解かもしれません。関西で
は「ぼたもち」とは言わず、東海地方では黄な粉でまぶしたものを「おはぎ」というようです。
ちなみに、全国的に「おはぎ」は棚から落ちてこないようで、幸運の代名詞として使用する場
合は「ぼたもち」というのが正解のようです。
シャガ
アヤメ科
本州から九州に分布する常緑多年草。中国か物ら持ち込まれた植物と
され、日陰を好み群生することが多い。花は径４〜５ｃｍ、上部で分
枝して花びらの縁は細かく切れ込み中央部に黄色の斑点や淡い紫色
の斑点がある。花は朝に開いて夕方にはしぼむ。公園では長屋門の正
面に群生している他この時期、園内の至る所で見かける。

『いろり辺雑記』から

(原文のまま)

今日も仕事前に息子と散歩。
息子は、「お山の公園に行く」といい、ここが大好きです。私も、ここが全部山だったころ、
よく遊びました。木や草がぼうぼうとしていましたが、それはそれで楽しかった

平成 23 年 5 月ボランティア活動予定
部会・事項

日

部会・事項

日

事務局会議

6日(金)

古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

8日(日)
1日(日)22日(日)
5日(木)

農芸部会 部会
作業

16日(月)
月曜日 木曜日

里山部会

14日(土)21日(土)
22日(日)

囲炉裏守 囲炉裏焚き

1日(日)12日(木)
15日(日)

工作棟部会 部会
子ども工作準備

25日(水)
適時

クリーンアップ

3日(火)17日(火)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

4月30日(土)

ふじやまだより編集会議
印刷

7日(土)
11日(水)

作業

程

程

登録ボランティアを募集しています。公園事務所(TEL 896-0590)へご連絡ください。
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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

日
5月15日(日)

5月押し花

5月28日(土)

奮ってご参加ください。お待ちしております。
時

内容
おはなし笛をつくります

10時〜12時
13時〜15時
13時〜16時

参加費
無料
当日受付

5月らしい押し花
18cm×10cm
折り紙手芸
6月6日(月） 10時〜12時30分 三角パーツを組み立て
(全3回)
7月4日(月)
同上
今年の干支のウサギを
8月1日(月)
同上
作ります
創作人形(うさぎシ 6月10日（金） 13時〜16時
粘土で作るうさぎのレリ
リーズⅠ)
24日(金) 同上
ーフ
(全3回)
7月 8日(金) 同上
絵手紙もどき
6月14日(火) 13時〜15時
季節の移ろいを方寸の
(全2回)
7月19日(火) 同上
中に予感しよう
ビーズ工芸
6月17日(金) 13時30分〜
アラカルト ネックレス
16時
6月分初心者
6月18日（土） 13時〜16時
古民家で茶道を楽しん
茶道体験教室
でみませんか。平服で
お気軽にお越しくださ
い
造形遊び
6月21日(火) 10時〜12時
コケ玉を作り竹筒に飾
る
6月押し花
6月23日(木) 13時〜16時
夏の花を涼しそうに押
し花絵額にする18cm×
10ｃｍ
遊布
6月29日(水) 13時〜16時
布絵で夏かざり

応募期限
10時〜11時
13時〜14時
先着各12名
2,000円 5月20日(金)
900円 5月26日（木）
10名
1,500円 6月3日(金)

無料 5月31日（火）
10名
2,000円 5月24日(火)
10名
500円 5月31日(火)
10名

300円
2,000円

1,000円

6月10日(金)
10名
6月15日(水)
10名
6月10日(金)

(1)持参品：返信はがきで連絡します。(2)定員：12 名。応募者多数のときは抽選
(3)応募要領：往復はがきに、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・・・
★３月度の教室で電気を使わなくてもできる教室は通常どおり実施されておりますが
４月度の教室の中で計画停電により一部中止する教室もあります

★端午の節句飾り
日

時：4 月 20 日(水)〜5 月 16 日(月)

★３月ふじやま公園来園者数 2,028 名
・開 館 時 間 :
・休
館
日 :
・クリーンアップ :

累計

24,533 名

9：00〜17：00
入館料：無料
5月6日(金)
5月17日(火）10時〜11時

★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

