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事務局長  辻    登 

明けましておめでとうございます。皆様にはご健勝にて新年をお

迎えのこととお慶び申し上げます。本郷ふじやま公園は 2 月 15 日

に開園 10 周年を迎えます。皆様に愛される公園として立派で誇れ

る公園として育ってきました。 

これには近隣の皆さま方のご理解とご協力、来園者の心温かいご

支援あってのこととお礼申し上げます。行政の適切なご指導あって

のことと感謝いたしております。そして運営委員会の委員の皆さま

を初めとした登録会員皆様の絶大なるご協力あってのことと深く

お礼申し上げます。 

平成 15 年開園のあの時があり今があります、そして次なる時に

向って心新らたに飛躍する時でもあります。 

昨年 4 月に立ち上げました 10 周年記念行事実行委員会（10P プ

ロジェクトチーム）では、記憶に残る開園記念事業を行うべくそれ

ぞれが取り組んでおります。イベントでは開園記念日、お花見の会、大茶会などの開催に向け企

画中です。記念出版物としては「公園のあゆみ」、「公園案内パンフレット」、「開園記念品」など

記念事業に相応しいものづくりに取り組んでおります。 

2月 15 日（金）の開園記念日は、式事のあと“みんなで搗こうお餅つき”「開園記念祝い餅つ

き会」を実施いたします。来園者のみなさまと公園事業に関わっていただいた方々、そしてこの

公園を支えていただいた会員の皆さんでお祝いをしたいと思います。ご家族お揃いでお出かけい

ただきみんなで祝いましょう。 

 平成 25 年は次なる時の夢に向けての飛躍の年、皆様とご家族のご健勝をお祈りいたしますと

ともにますますのご繁栄をお祈りいたします。 

 

 

本郷ふじやま公園 開園 10周年記念式典式次第 
  日 時：平成 25年２月 15日(金) 10 時から 

  場 所：本郷ふじやま公園古民家ゾーン 

  式次第：１．関係者挨拶 

      ２．シンボルマーク作品賞贈呈式 

      ３．横浜市有形文化財指定石碑 除幕式  旧小岩井家住宅主屋及び表門  

  式事後、祝い餅つき会を行います。搗きあがった紅白祝い餅を無料進呈します。11時 30 分

より順次引換を行います。 

紅白餅の引換券は９時 50分より発行します(先着 200 名様限定)。 

 祝！開園 10周年記念の年 

・・・あの時に感謝し次なる時を目指して・・・ 

☆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 
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◆年末餅つき会 
  ～栄区長もお餅つき おいしいお餅が搗きあがりま

した～ 
 
例年といささか変わったふじやま公園の年末餅つき会

が 12月 23日(天皇誕生日)、古民家前庭で行われました。
一つは尾仲栄区長が早々に来園し皆さんと一緒に餅つき

をしたり、子どもたちと羽根突きやコマ回しを年末のひ

と時を楽しんでいました。 
もう一つの変わったことはみどりヶ丘の民謡演奏グル

ープの演奏でした。三味線・笛・太鼓・尺八・鉦・唄の

編成で６曲 11回の演奏で餅つきを盛上げました。搗きあがった餅はアンコと黄な粉をまぶした
二色餅にして販売しました。予定の 150食が 30分を待たずに売切れ更に 10食ほど追加しまし
たが、ご要望にこたえられない人が出ましたことお詫び申上げます。同時に開催された新年の干

支である巳の年賀状版画は子ども

さんに人気でした。 
ミニ正月飾りも予定数がすぐに

なくなりこちらも大好評でした。

少々寒い天候でしたが古民家の前

庭は熱気に満ちていました。 
 

 

◆歳神様を迎えた門松 

お正月、家々の門前に立てる門松は地方や作り手によって色々あるよう

です。12月 28 日（金）長屋門に届かんばかりの門松がふじやま公園スタ

ッフの手で立てられました。真っ青な孟宗竹は荒縄で男結び、そして松（赤

松）、センリョウを添えて孟宗竹を引きたてます。最後にコモで囲み荒縄

で固く締め清楚な門松が完成しました。今年で開園 10 周年を迎えるふじ

やま公園、歳神様が下界に降りてくる目標物となり安息されたに違いあり

ません。門松は 1月 15 日（火）までお役目を果たしました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園開園 10年という節目の年を迎えた。思えば、これまで大勢のボラン
ティアの力で、四季さまざまの催事・行事が行われ、地域の皆さんに愛

される公園となってきた。開園までの準備期間は、「いろり塾」という何

とも暖かいネーミングだったようだ。最近では、いろりを囲んで昔話を

聞く会も開かれ好評とのこと。公園の冬はどこかしら寂しげであるが、

いろりのぬくもりや真っ白に雪をいただいた富士を仰げば、その趣き深

さに心が温かくなる。 
散策路それぞれに愛称がつけられた。シャキシャキと霜柱を踏みしめな

がら散策を楽しむのもオツなもの。梅林の水仙も春はすぐそこ…と教え

てくれている。 
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10 周年プロジェクトニュース 

いよいよ、来月２月 15 日でふじやま公園は 10 周年を迎えます。これまで、様々な角度から、

記念の式典式事に関するスケジュールを組み立ててきました。文化財碑の建立や公園あゆみの作

成等のほか、みなさんに考えていただいた散策路愛称は散策マップとして、シンボルマークは各

種広報媒体としてお目見えすることとなります。 

 また、３月から４月にかけての体験教室の作品展の開催、４月の花見会、６月郷土料理、11

月の大茶会等、イベント企画が盛りだくさんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ４日(月) 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) 

13日(水) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ 1月29日(火) 

25 年 2 月度ボランティア活動予定 

ウラジロ  ウラジロ科 

 新年を迎えるお正月のしめ縄や鏡餅などのお飾りに欠かせないウラジロ。日

本では東海地方から南の暖地に分布している。東京都以北では非常に少な

い。常緑のシダで葉の裏面が粉をふいたように白いことが名前の由来。山の

乾いた崖地に群生して 2m位になる事も。地下茎から葉柄を伸ばして一対の
羽片を出し、翌年は 2枚の葉の分岐点から葉軸が伸び更に新しい葉ができ積
み重なる。このことから子孫繁栄を意味し、めでたいお正月飾りとして用い

られるように。 
 

 
 

 

『いろり辺雑記』から (原文のまま) 
 

昔の豪農の館みたいですね。私の実家は遠かったのですが、このような家があり

ました。現在は？と思いますが。 
懐かしいものがたくさん見られました。昔の人のご苦労もありましたでしょうが、

精神的には自然が美しく良い面もありますね。現在の私たちの生活にも少しは残

っていれば、人生しあわせだろうと思います。 
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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)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  

(2)応募者多数のときは抽選  (3)持参品：返信はがきで連絡します。 

 

 

 

★ 開園 10 周年記念 体験教室作品展 

 “江戸時代の古民家”に体験教室に参加された方の作品と先生方の教材作品を展示いたします。 

  古民家を眺めながらゆっくり作品をご覧ください。 

 日 程:３月 20 日(木)～26 日(火)   布細工、鎌倉彫、布ぞうり、フラワーアレンジ、 

    :３月 28 日(木)～４月４日(木) 押し絵、造形遊び、七宝、銀粘土、押し花 

    :４月９日 (火)～15 日(月）  遊布、粘土工芸、創作人形、篆刻、子ども工作、 

里山のそば打塾など 

 時 間：10 時～16 時     

会 場:古民家主屋 

        期間中に体験教室もあります。詳細は来月号でお知らせします。 

  

★ 12 月ふじやま公園来園者数 1,623 名    24 年度累計 17,048 名 

 

 

 

 

 

 

★ 本郷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  

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

親子工作 2月17日(日) 10時～12時 

         13時～15時 

竹トンボを作って庭で遊ぶ 

（受付一時間前） 

無料 

 

10時～11時 

13時～14時 

各12名 

布ぞうり作り      3月12日（火）10時～15時 

    

一日で一足完成します 500円 

 

２月20日(水) 

12名 

草木染 3月14日（木)13時～16時 シルクのストールを春色に

染めましょう 

2,000円 

 

2月27日(水) 

12名 

親子工作 3月17日(日)10時～12時 

           13時～15時 

巣箱作り（小学校３年生以

上） 

無料 3月2日(土) 

各5名 

いろり端 

むかし話の会 

3月21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15名 

押し花       3月22日（金)13時～16時 春の押し花絵額 

18ｃｍ×10ｃｍ額 

1回コース 

2,000円 2月28日（木） 

先着10名 

 

里山の 

そば打塾 

3 月 23 日（土)10 時～12 時 初心者大歓迎、初めてでも 

美味しいそばが打てます 

試食、持ち帰りあります 

８00 円 3 月 12 日（火） 

 6 名 

・・・お知らせ・・・ 

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : ２月６日(水) 

・クリーンアップ : ２月５日(火)、19 日(火)10 時～11 時 


