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☆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

１０周年記念事業開催
２月 15 日、本郷ふじやま公園は開園 10 年を迎えました。
式典・式事のほか、年間の定例的な各種催事、すでに実施された落語会、３月の体験教室作品展、
郷土料理のお披露目などこれからもたくさんのイベントが企画されています。
石碑が建立されました
旧小岩井家住宅主屋及び長屋門は、横浜市指定有形文化財に指定されています
が、今回 10 周年を記念して石碑が建立され除幕されました。石碑正面には、
「横
浜市指定有形文化財 旧小岩井家住宅 主屋並びに表門」裏面には文化財として
指定された番号と年月日「建第十三号い 平成十四年十一月一日」と刻まれてい
ます。
古民家と富士山をイメージしたふじやま公園シンボルマークが決まりました
50 点を超える応募作品のなかから、本郷中学校１年生の作品が選ばれました。古民家と富士
山と竹林を図柄とした可愛い作品ができあがり、式典で表彰式が行われました。
今後、公園が発行するパンフレットなどに使用されます。
孟宗竹のみち
散策路愛称が決まりました
杉の木坂
ふじやま公園には、頂上の富士塚に向かう
主な５本の散策路があります。それぞれの散
策路愛称を募集したところ二十数種の案が寄
小笹のこみち
せられ、散策路ごとにふさわしい愛称が選ば
れました。来園された皆さんに、新たな散策
路マップを差し上げています。
コナラくろう坂
富士塚へのみち

今年の寒さはことのほか厳しい。鍛冶ヶ谷口に続く坂道には、成人式の日に降った雪が
10 日間も凍り付いていた。そんな寒さにも負けじと、この時期まだ冬眠しているはずの
リスが長屋門付近に出現。どこで拾ったのか、どんぐりを咥えている。
公園では、毎年ミズキやケヤキの樹皮がかじられるなどの被害が出て
いるが、犯人はこの愛くるしい姿をした台湾リスなのだろうか。お隣
の鎌倉市では、被害が増えたため、駆除に乗り出しているようだ。
ふじやまでは、その後も２〜３のミニ集団が枝から枝へ飛びまわって
いる姿が目撃されている。市民生活や生態系への影響があると目の敵
にされる中では、安眠をむさぼっている場合ではないということなの
だろう。
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雛人形飾りとお茶席
古民家主屋中之間から下・中・上座敷に 10 組の雛人形を飾付けました。
３月 18 日(月)まで、江戸時代後期嘉永年間の内裏雛から昭和時代の段飾
りまで、人形の表情や衣装の変遷やお内裏様の左右の位置など時代の流
れを見ることが出来ます。
３月２日(土)11 時〜13 時の間、お雛様の前にお茶席を設けます。お茶
席券 300 円、30 人限定です。お仲間お誘合せてお出掛けください。

◆文化財防火デーの防火訓練
１月 26 日(土)文化財防火デーを期して本郷ふじやま公園でも古民家を
守る防火訓練が行われました。午前 10 時囲炉裏付近から出火の想定で
火災報知機発報、消防署への通知、初期消火、来園者への周知・避難
誘導。ドレンチャー作動、ホースによる放水、放水銃の操作などを行
いました。今年は都合によって消防車は来ませんでしたが、ボランテ
ィアの皆さんの活躍が目立ちました。後半は来園者も消火器による初
期消火訓練を行い操作の再確認を行いました。日頃の訓練が大切なこ
とを実感しました。

◆七草粥と正月子ども遊び
例年通りの七草粥と正月遊びが１月６日(日)行われました。朝早くから
スイッチを入れた炊飯器のご飯と囲炉裏で焼いた餅が入った七草粥が
１杯 100 円で提供されました。
お粥にはカブ、大根、春菊、水菜、セリ、ミツバが入り、付け合わせには梅干しと大根・人参の
浅漬けでした。調理班の皆さんの工夫で冷めないよう工夫したサラサ
ラお粥、焼いた餅の香りとミツバなどの緑が食欲をそそりました。(ち
なみに大根と梅干しは当公園産です)。前庭では羽根突きが大人にも
子どもにも人気でしたが、思ったように出来ず、あちこちで笑い声が
あがっていました。片方ではコマ回しが上手なお母さんがいてこちら
には賞賛と歓声が上がっていました。JCN の取材もあり、天候にめ
ぐまれ、穏やかで楽しい半日でした。

古民家 Q&A

結界

Q：能管コンサートの時 舞台と観客席の境の竹製の柵は？
A：一種の結界(ケッカｲ)です。結界とは仏教で一定の場所を決定して
聖なる目的のために利用することです。｢界を結する｣の意で、自分
の修行や何かの目的で修法を行う時に、その妨げをする有形無形の
ものが入って来ないように、その場所をなんらかの方法で区切って
しまうことです。いわばある種の力の及ぶバリアをきっちりと決め
て、その力の邪魔をする他の要素が入って来ないようにすることです。神道では鳥居や注連縄、
また道祖神なども結界と言えます。今では広く聖と俗、日常と非日常、舞台と観客席などの境
を結する(形成する)場合に用いられます。茶道において留め石は顕著な例です。更には家屋の
襖、障子、衝立、縁側、暖簾も結界と言えます。
能管コンサートに於ける青竹で組上げた結界は舞台(彼岸)と観客席(此岸 ｼｶﾞﾝ)を分けてい
ます。また年末餅つき会の臼の周りの笹竹と注連縄も結界です。
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高札？新しい掲示板がお目見え
皆さんお気づきでしょうか。２月上旬、来園者に対する“お願い”を書い
た新しい掲示板が長屋門前に設置されました。
この掲示板は、時代劇などに出てくる高札のような形をして天井部分は胴
で覆われた立派なもの。古民家とよく調和しています。掲示板に目を留め、
注意事項を守っていただくことを願っています。

10 周年プロジェクトニュース
10 周年式典が盛大に実施されました。
３月 20 日からは、工作棟体験教室作品展が、４月７日（日）には花見会が行われます。今年の
花見会は、食べ物や演芸・富くじなどたくさんの出し物が企画されています。その後も家族で楽
しむ竹林整備と続き、11 月の大茶会まで 10 周年のイベントは盛りだくさんです。

昇龍巡行がふじやま公園にも
当公園の行事に何回か演奏を披露した若手の和太鼓集団昇龍が
２月から３月にかけて巡行を行い、３月 16 日(土)13 時からふじや
ま公園にもやってきます。この巡行は｢何か新しいことにチャレン
ジしたい｣、日頃お世話になっているところへ出向いて｢感謝を伝え
たい｣との考えで計画したとのこと。演奏を聴きにきた人達に和太
鼓を体験してもらう｢ワークショップ｣も計画しています。早春のひ
と時を和太鼓でお楽しみください。(入場無料 雨天中止)

オオイヌノフグリ

24 年花見会での演奏

ゴマノハグサ科

寒い北風の吹く日だまりに、地面に這いつくばるようにコバルトブル
ーの小さな花が咲き春の訪れが近いことを感じさせる植物の一つ。明
治初期、日本に渡来したヨーロッパ原産の帰化植物。日本全土に分布
し花期は２〜５月、花弁は４枚、雄しべは２本、朝、開花して夕方に
は閉じて落下してしまう。他の草と競り合いながら茎は 10〜30cm 生
育する。同属にイヌノフグリがある。花言葉は忠実、信頼など。

25 年 3 月度ボランティア活動予定
部 会・事 項

日

程

事務局会議

１日(金)

農芸部会 部会
作業

18日(月)
月曜日 木曜日

里山部会 作業

部 会・事 項

日

程

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）

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)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

2月24日(日)

ふじやまだより編集会議
印刷

9日(土)
13日(水)

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
｢ふじやまだより｣を編集する人を募集します。まずは編集会議を見に来て下さい。
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楽しい教室のお知らせ
教室名
植物画教室

布ぞうり作り

2013 年 2 月 16 日(土)
奮ってご参加ください お待ちしております。

日
時
内 容
参加費
4月1日(月) 13時〜16時
生涯、楽しめる趣味を持ち 無料
5月6日（月）
〃
ませんか？
6月3日（月）
〃
（初日に持参品説明します）
7月1日（月）
〃
全4回
4月9日（火）10時〜15時
一日で一足完成します
500円

木版画教室

４月6日（土)13時〜16時
気軽に楽しめる趣味を作り
5月4日（土）
〃
ませんか？
6月1日（土）
〃
7月6日（土）
〃
全4回
粘土で作るブロ 4月19日(金)13時〜15時
春らしくかわいいすずらん
ーチ(すずらん）
の花
押し花
4月24日（水）13時〜16時
春の花壇の風景
（1回コース）
フラ ワー ア レ ン 4月25日(木)１3時30分〜
ナチュラル＆上品な春のプ
ジ
15時30分
リザーブドアレンジ

300円
（板代）

遊布

1,000円

4月26日（金）13時〜15時

500円
2,000円

子供の日 祝い物

2,000円

応募期限
3月25日（月）
12名

3月20日(水)
10名
3月25日(月)
12名

4月10日(水)
10名
3月31日（日）
10名
4月9日（火）
8名
4月13日（土）
12名
3月31日（日）
10名

伝統工芸
4月28日（日)13時〜16時
18cmの平皿に「アジサイ」を 2,000円
「鎌倉彫」を
5月 5日（日）
〃
彫る
彫る
5月12日（日）
〃
全3回
(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

・・・お 知 ら せ・・・
★開園 10 周年記念『工作棟教室作品展』期間中に、一日体験教室を行います。
体験をされたい方は、直接工作棟にお越しください。
時 間：13 時〜15 時 ＊蕎麦打ちのみ 10 時〜15 時
材料費: 300 円〜1,000 円
持参品：なし
３月 26 日（火）
フラワーアレンジ
４月 2 日（火）
押し絵
七宝
３月 29 日（金）
４月 12 日（金）
粘土工芸
遊布
３月 30 日（土）
押し花
４月 14 日（日）
造形遊び
３月 31 日（日）
４月 13 日（土）＊
蕎麦打ち
★ 1 月ふじやま公園来園者数
・開
・入
・休

1,195 名

24 年度累計

18,247 名

館 時 間 : ９時〜17時
館
料 : 無 料
館
日 : ３月６日毎月第１水曜日

・ク リ ー ン ア ッ プ :

３月５日(火) 19 日(火)10 時〜11 時

★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
４

FAX：896-0593

