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 開園 10周年記念事業について 

 本郷ふじやま公園運営委員会 事務局長 辻 登 

お蔭さまで本郷ふじやま公園は平成 25年２月 15日に開園 10周年を迎えます。 

平成８年栄区の事業計画の一つとして古民家と里山を活かした公園をつくろうとの企画があり

広報よこはま栄区版で区民向けに「あなたのアイディアを活かしませんか」の公募がありました。

企画に賛同した市民と横浜市とで古民家活用の協議をかさね平成 15 年に本郷ふじやま公園とし

てオープンしました。その後多くの会員の参加がありボランティアによる体験教室をはじめ諸行

事が毎年開催され今日に至っています。 

公園を支えていただきました会員の皆様に心よりお礼を申し上げます。 

この 10 周年を祝い記念事業を計画いたしました。事業は皆さんと共に創り心に残る事業にした

いと思います。 

＊事業の目的 未来に向けて地域に貢献できる公園として『生きている古民家で「ふるさと体

験」』の理念を基に来園者の増加につながる事業を行います。 

関係者の皆様と来園者の方々に感謝し私たちも楽しめる事業にします。 

＊事業の進め方 ご承知の通り３月に事業推進のためプロジェクトチームを立ち上げました。

各々のセクションで懇親会・イベント・記念品・公園のあゆみ・公園パンフレット・古文書釈

文集などの企画案がでておりそれぞれ検討いただいております。 

毎月 15 日をプロジェクト会議の日とし各セクションで検討いただいた案を持ちより記念事業

に相応しい行事とすべく具体的に協議し実施します。計画の進捗状況は折に触れてお知らせを

いたします。 

この事業は会員の皆様とともに行いたいと思います。ご協力をお願いいたします。 

お問合せ 本郷ふじやま公園事務所 電話 045-896-0590 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

端午の節句が過ぎた公園は、大空を悠々と泳いでいた鯉幟が降ろされ、新

緑が目に眩しく感じる瑞々しい季節を迎えた。そんな季節に誘われるよう

に里山散策に来てみたが、サラサラと山を渡る風にふと歩みを止め上空を

見上げてみると、輝きを増した青空が竹林を押しのけるようにぽっかりと

口をあけていた。 

この５月の空を舞台に繰り広げられる金環日食やスカイツリーの開業に、

いま日本中が熱くなっている。人は古くから鳥に憧れ、高さへの挑戦を繰

り返してきたが、そんな空への熱い思いは、九ちゃんが教えてくれたよう

に空の上に幸せがあることを誰もが感じ取っているからかもしれない。 

竹林の丸い空から、天に向かってまっすぐに伸びようとしている生まれた

ばかりの若竹をやさしく包むように５月の陽が降り注いでいた。 
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◆竹林整備(筍掘り) 
４月 15日(日)、前日が雨天で

順延された竹林整備(筍掘り)

が行われました。長靴・軍手

など思い思いの身支度の 75

家族 100 名を超える一般応募

の皆さんとスタッフ 16 名が

各班に分かれて竹林に入りま

した。大部分の方々が初めて

の体験だったことや、例年に

ない寒さのため大きいものが少なかったため、初めのうちはいささか手間取ったようでした。そ

のうち｢掘れたよう！｣などの歓声が上がるようになり、それなりの収穫がありました。一家族当

て数本のお土産となり、楽しい一時だったことでしょう。 

◆炭焼き広場の土留め工事 

炭焼き広場の農園側からの入

口から入った左側の山が従来

から少しずつ崩れてきていま

した。そのため、雨降りの日

には土砂が広場に流れ込み、

滑りやすくなっていました。

そこで山際に高さ約１m、長さ

約 10m の偽木の土留め工事が

完成しました。これで農芸部

会や里山部会のボランティアの皆さんの作業環境と安全が改善されることでしょう。 

 

 

 

古民家 Q&A 雨落ち  

Q：古民家の軒下にある石を敷詰めたものは何ですか？ 
A：雨落ち(あまおち)と云います。建物の屋根から雨だれの落ちるとこ
ろ。軒下の真下にあたる部分。現代の通常の家屋では屋根に降った

雨は軒先に集める軒樋と流下する縦樋や鎖樋で処理されます。（これ

らを総称して雨落としと云います）。しかし樋は枯葉がつまりやすい

ため、軒先の雨を自然に落して地上で処理する方法がとられます。

この場合、雨水が跳ねないように、地面が掘られないように雨水の

落ちる場所に玉砂利や小石を敷き、その下に排水路を作ります。こ

れが雨落ちです。ふじやま公園の古民家の軒下に径４～10 cm の玉
砂利を深さ 10～15 cm 自然の形に敷き込んでいます。幅は建物側に

約 35 cm、外側に約 15 cm になっています。雨水は雨落ち内の透水

管を通って園内の排水管に排水されます。雨落ちは樋と違って上品

さを醸しだします。 
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横浜市歴史博物館で小岩井家の資料展示会 

 横浜市歴史博物館では６月９日から７月８日まで｢相模国鎌倉郡鍛冶ヶ谷村と小岩井家｣と題

して収蔵資料展を開催します。約 150 点の古文書・絵図等を素材として市域南西部における内陸

部の地域性を紹介します。併せて海防関連の役負担など４回の研究講座、担当学芸員による６回

の展示説明会が行われます。本郷ふじやま公園でも協賛行事として６月 20日(水)11 時から旧小

岩井家住宅見学会を行います。是非ご覧下さい。 
研究講座の日時と題目は次の通りです。開催時間：各 14 時～15時、定員：50 人、参加費：各 200円、 

場所：博物館研修室、当日先着順 

第１回：｢鍛冶ヶ谷村と小岩井六郎兵衛｣ ········· ６月 17 日(日) 

第２回：｢戸塚宿助郷と海防関連の役負担｣ ······· ６月 24 日(日) 

第３回：｢御用留にみるペリー来航と横浜開港｣ ··· ７月１日(日)  

第４回：｢寺社・信仰とのかかわり｣ ············· ７月８日(日) 

博物館は市営地下鉄「センター北」下車徒歩５分、問い合わせ：℡ 045-912-7777  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 
事務局会議 １日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 
 歴史探訪 

10日(日) 
3日(日)  24日(日) 
7日(木) 

農芸部会 部会 
     作業 

18日(月) 
月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ９日(土) 16 日(土) 
24日(日) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

工作棟部会 部会 
子ども工作準備 

27日(水) 
適時 

クリーンアップ 5日(火)  19日(火) 
ふじやまだより 

編集会議 
      印刷 

 
９日(土) 
14日(木) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 5月 27日(日) 

『いろり辺雑記』から (原文のまま) 
・今日はイベント出演のため訪れました。イイ天気で桜も咲いている、とても風情のあるなかで

和太鼓の演奏ができるということ、嬉しく思います。 

一打一打気合をこめて叩きます。 

“温故知新”日本の文化・伝統を知ることで、これからの日本を更によくするためのストラテジ

ーを考え、３．11 で示されたような日本人の美しき精神というものを世界中へ発信できれば、

そこには幸せな世の中が待っているのではないでしょうか。viva 昇龍 viva 栄区 viva 日本 

 

平成 24 年 6 月ボランティア活動予定 

北海道から沖縄まで日本各地の雑木林に多くみられる。高さ 10m 程になる。
樹皮は赤褐色できめが細かい。星形に広げた白い花は下向きに垂れて咲き、甘

く香る。清楚な花は下から見上げると緑の葉とのコントラストが美しい。秋に

熟した種子（約 1ｃｍ）の果被にはサポニンを含み苦く喉を刺激する（えごい）、
ことから名前の由来に。品種により淡紅色の花をつけるのもある。庭木として

人気があり、材は将棋の駒など細工物に利用される。花期は５月～６月。 
 

エゴノキ    エゴノキ科 
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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。 

 

 (1)持参品：返信はがきで連絡します。(2)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 

 

 

★ わんこソーメン流し 

開催日時：７月８日(日)10 時～12 時 雨天中止  場所：前庭 

青竹の樋にカップ入りのソーメンをながします 

10 時より食券販売 200 円（150 名様）11時開始～12時 流しわんこソーメン 

10 時～12 時  輪投げ、ヨーヨー釣りの遊びがあります 

笹飾り：持ち帰り用笹飾りは用意しております（無料） 

★ 七夕祭り 

  開催日時：7月 1 日(日)～７月８日（日）10 時～15 時 

期間中古民家縁側に笹竹を立てかけます。来園者の皆様には短冊に願い事を書き 

竹に取り付け、ご一緒に彦星・織姫星に願いを託されては如何ですか 

 

★ ４月ふじやま公園来園者数   3,028 名    24 年度累計 3,028 名 

 

 

 

 
★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 

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

作って遊ぼう～ 

子供工作の日 

６月17日(日)10時～12時 

        13時～15時 

ドリームキャッチャ―を作りま

す 

無料 

当日受付 

10時～11時 

13時～14時 

先着順10名 

いろり端むかし

話の会 

６月28日（木）10時30分～ 

11時30分 

いろり端で栄区や横浜近辺

に伝わる昔話や日本の昔話

を楽しんでみませんか 

無料 

 

先着順15名 

染色 

 

７月３日(火)13時～16時 シルクのストールを藍の生葉

で染めます 

2,000円 ６月25日(月) 

12名 

フラワー 

アレンジ 

７月５日(木)13時30分～ 

           15時30分 

プリザとアートのさわやかアレ

ンジ 

2,000円 ６月20日(水) 

10名 

遊布 ７月12日(木)13時～16時 さらりベスト(ろの着物で) 1,000円 ６月30日(土) 

10名 

布ぞうり作り ７月20日(金)10時～15時 一日で一足完成します 500円 ６月30日(土) 

12名 

7月初心者茶道 

体験教室 

７月21日(土)13時～16時 お茶を楽しみませんか 500円 ６月30日（土） 

10名 

7月の押し花 ７月24日(火)13時～16時 春の花を押し花額にデザイン

する １８×１０ｃｍ 

2,000円 ７月17日(火) 

10名 

寺子屋 

Ｐａｒt-Ⅱ       

７月26日（木）13時～ 

15時30分 

日本人の数へのこだわり 

気になる数のいたずら 

無料 ６月30日(土) 

15名 

・開 館 時 間 :  ９：00～17：00 ・入館料 : 無料 

・休 館 日 : ６月６日(水）  

・クリーンアップ : ６月５日(火）６月19日(火） 10時～11時 

・・・お知らせ・・・ 


