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今年は 3 月にはいると早速春一番が吹き、あたり一面に梅の香が漂い、暖かさにつられるよう

に桜の蕾も膨らみはじめるなど、公園一体は春らしさが感じられ

るようになってきました。 

桜前線北上中という記事が新聞をにぎわすようになると、ふじ

やま公園でもそろそろお花見の準備に。今年は 4 月 7 日（日）に

開催します（10 時～13 時、雨天中止）。開園 10 周年の今年は、

記念事業として江戸時代に神社などで盛んに行われていた富く

じにならって、錐で番号札をついて当選者をきめる抽選会など 10

周年ならではの楽しいイベントを用意しています。 

＜＜＜＜出し出し出し出し物物物物＞＞＞＞    

獅子舞、昇龍太鼓、居合い抜き、安来節など 

＜富くじ＜富くじ＜富くじ＜富くじ風大抽選会＞風大抽選会＞風大抽選会＞風大抽選会＞    

１２時半から：お米など豪華景品が当たります（空クジなし）。 

＜出店＞＜出店＞＜出店＞＜出店＞    

甘酒、おでん、五平餅、じゃがバター、綿菓子、ポップコーン、 

そばぜんざい、焼きしいたけ、茶席など 

はらはらと舞い散る桜の花びらの下で芝スキーに興じ、獅子舞いや居

合い抜きにびっくりし、おでんや綿菓子を食べながら抽選会に一喜一憂

したことが、ふじやまの 10 周年の思い出としていつまでも皆さんの心

に残るよう願っています。大勢の方の来場をお待ちしています。 

 

 

 

年間を通じ工作棟で開かれている体験教室参加者の作品と先生の教

材作品を、３期に分けて古民家主屋に展示します（展示時間 10 時から 

16 時）。古民家の醸し出す和の雰囲気と見事に調和した作品を見れば、 

これから開催される体験教室に参加したくなること間違いなし！では。 

 

１期 ３月 20 日（水・祝）～３月 25 日（火） 

      布細工、鎌倉彫、布ぞうり、フラワーアレンジメント 

２期 ３月 28 日（木）～４月 ４日（木） ４月３日を除く。 

   押し絵、造形遊び、七宝、銀粘土、押し花 

３期 ４月 ９日（火）～４月 15 日（月） 

   遊布、創作人形、篆刻、子ども工作、粘土工芸、蕎麦 

記念事業も佳境に そのⅠ ふじやま公園のお花見 

 

☆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 

記念事業も佳境に その２  江戸時代の古民家に飾る体験教室作品展 
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◆10 周年記念式典開催 

今にも降り出しそうな曇り空のもと、2 月 15 日に開園 10

周年記念式典が開催されました。会長挨拶に続き、クス玉割

り、シンボルマークを作った地元中学生の表彰、文化財記念

碑の披露など盛りだくさんのメニューが無事終わったあと、

降り出した雨のため餅つきは古民家の土間に移動して行わ

れました。 

このため、折から

ひな飾りを見学しに

来ていた 20 名以上

のインターナショナ

ルスクールの保護者

の皆さんも、初めて

の餅つきに飛び入り

参加。英語やフランス語が飛び交うなか、10 臼を搗き上

げる間狭い土間は熱気であふれていました。 

地域の人々や外国人が集い、多くの人から祝福されな

がら、ふじやま公園は次の１０年へむけ、さいさき良い

スタートを切ることができました。 

◆ひな飾りとお茶席 

“あかりをつけましょぼんぼりに お花をあげましょ桃の花～”

お茶席から美しい歌声が流れました。ひな飾りを前にされてか、ご

く自然に・・・。表千家のお茶が点てられ、お菓子は淡い黄緑色の

「菜の花」、茶花は白いツバキの「カモホンアミ」、ほんのりピンク

色のツバキ「あけぼの」、そして「アオモジ」の枝物で春を表現。 

小さな男の子が「お茶が美味しい！」と絶賛。また、「とても雰

囲気のよいところで美味しくいただきました」という声も。３月２

日（土）梅の香りとひな飾りに囲まれ 30 名の方々が茶の湯の文化

に触れ楽しまれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 東日本が本郷ふじやま公園を紹介 

 
２月末から３月初めの歌だろうか、俵万智さんの歌に“「寒いね」

と話かけると「寒いね」と答える人のあたたかさ”がある。こ

の時期２月が短く３月の声を聞けば寒気も緩む。公園では２月

中旬の暖かい日、紅梅、白梅の花が一斉に開花した。 

開園 10 周年に名付けられたそれぞれの小道にも知ってか知ら

ずか日差しを受け明るさが増してきた。そして樹木の芽も灰色

だった色からうっすらと緑色に変わり花の咲く準備をしてい

る。地中に眠っていた虫たちも目覚めて厳しい生存競争のはじ

まり？古民家の前庭では元気な子どもたちが昔遊びをする日が

増えた。 
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 JR 東日本が本郷ふじやま公園を紹介 

 
JR 東日本横浜支社の広報誌｢ヨコハマネット｣ではシリーズ“駅からのまち歩き”で各駅周辺の

見どころを紹介しています。No.118 ３月号は“豊かな自然に親しめる街”として本郷台駅を

とりあげ、当公園を、里山があり古民家とともに往時の原風景を残す緑豊かな公園、と紹介して

います。春に向けて来園者が増えるかも。 

10101010 周年プロジェクトニュース周年プロジェクトニュース周年プロジェクトニュース周年プロジェクトニュース 

２月 15 日、10 周年記念式典が実施され、その中で指定有形文化財の石碑除幕やシンボルマー

クの披露、紅白の餅つきが和やかに行われました。 

今月末には、古文書を解読した「小岩井家文書 村政編」の釈文ができ、有償でお求めいただ

けます。また、本郷ふじやま公園のあゆみについては、６月に発刊予定としており、近隣図書館

に配架しますので、ぜひお手にとってご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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) 

4 日（木） 

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)  20 日(土) 

28 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 

24 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 

        印刷 

6 日(土) 

14 日(日) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ ３月 31 日(日) 

22225555 年年年年４４４４月月月月度度度度ボランティアボランティアボランティアボランティア活動予定活動予定活動予定活動予定    

ハコベハコベハコベハコベ        ナデシコ科ナデシコ科ナデシコ科ナデシコ科    

春の七草の一つ。春から夏にかけて盛んに繁殖する。道端や田畑に生え 

日本全土、アジア、アフリカ、ヨーロッパの温帯に広く分布する。茎は 

柔らかく地表を這い、花弁は白色で中央が深く裂けている。昔から血の 

道を司る薬草の植物として用いられた。また塩ハコベは元祖歯みがき粉 

として使用。子規の句に「カナリアの餌に束ねるハコベかな」と詠まれ 

たように小鳥が好む花としても親しまれている。区別がつきにくいミド 

リハコベやコハコベがあるが、なかなか判断が難しい。 

 

 

 

『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))))    

 
スゴイものがいっぱいあった。／昔のおうちは広くていいな／知らないものが

あっていっぱい学べてうれしかった／いろんなお道具があって楽しかった／ 

初めてかまどやおかまを見てうれしかった／竹でフ～ってやって楽しかった／ 

七草が見られてよかった         〈１／２９（火）港南台保育園〉 
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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。 

(1)(1)(1)(1)応募要領：応募要領：応募要領：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    

応募期限までに応募期限までに応募期限までに応募期限までに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へへへへ        

(2)(2)(2)(2)応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選応募者多数のときは抽選        (3)(3)(3)(3)持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。持参品：返信はがきで連絡します。    

                                        ・・・お・・・お・・・お・・・お    知知知知    らららら    せ・・・せ・・・せ・・・せ・・・    

★筍掘り★筍掘り★筍掘り★筍掘り    家族で筍掘りを楽しみましょう家族で筍掘りを楽しみましょう家族で筍掘りを楽しみましょう家族で筍掘りを楽しみましょう((((危険な個所があり、未就学児は御遠慮下さい危険な個所があり、未就学児は御遠慮下さい危険な個所があり、未就学児は御遠慮下さい危険な個所があり、未就学児は御遠慮下さい))))    

    日日日日    時：４月時：４月時：４月時：４月 28282828 日日日日((((日日日日) 10) 10) 10) 10 時～時～時～時～12121212 時時時時    雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延            場場場場    所：ふじやま公園樹林エリア所：ふじやま公園樹林エリア所：ふじやま公園樹林エリア所：ふじやま公園樹林エリア    

定定定定    員：員：員：員：25252525 家族家族家族家族    １家族４名まで１家族４名まで１家族４名まで１家族４名まで        応募多数の場合は抽選応募多数の場合は抽選応募多数の場合は抽選応募多数の場合は抽選    

    応募方法：往復ハガキに住所、氏名、家族名、電話応募方法：往復ハガキに住所、氏名、家族名、電話応募方法：往復ハガキに住所、氏名、家族名、電話応募方法：往復ハガキに住所、氏名、家族名、電話番号に記入し申込みください。番号に記入し申込みください。番号に記入し申込みください。番号に記入し申込みください。    

    締締締締    切：４月切：４月切：４月切：４月 20202020 日日日日((((土土土土))))    

★★★★25252525 年度初心者茶道体験教室講師募集年度初心者茶道体験教室講師募集年度初心者茶道体験教室講師募集年度初心者茶道体験教室講師募集    

詳細は第詳細は第詳細は第詳細は第 124124124124 号号号号((((４月号４月号４月号４月号))))でお知らせします。でお知らせします。でお知らせします。でお知らせします。    

    

★★★★    2222 月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数        2,2,2,2,268268268268    名名名名        22224444 年度累計年度累計年度累計年度累計    20,20,20,20,515515515515    名名名名            

    

    

    

    

    

★ふじやまだよりの編集に参加しませんか、まずは編集会議をのぞいてみてください。★ふじやまだよりの編集に参加しませんか、まずは編集会議をのぞいてみてください。★ふじやまだよりの編集に参加しませんか、まずは編集会議をのぞいてみてください。★ふじやまだよりの編集に参加しませんか、まずは編集会議をのぞいてみてください。    

★本郷ふじやま公園運営委員会★本郷ふじやま公園運営委員会★本郷ふじやま公園運営委員会★本郷ふじやま公園運営委員会        

〒〒〒〒247247247247－－－－0009000900090009    栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－20202020        TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：896896896896----0593059305930593    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

親子工作 4月21日(日) 10時～12時 

        13時～15時 

わりばしと竹の輪で作るケン玉 

無料 

 

受付 各12名 

10時～11時 

13時～14時 

フラワー 

アレンジ 

5月 9日（木)13時30分～ 

15時30分 

プリザーブで母の日アレンジ

（はさみ持参） 

2,000円 

 

4月23日(火) 

10名 

押し絵 5月14日(火)13時～16時 

5月29日（水）    〃 全２回 

「雨ふり」 

1,500円 

4月30日(火) 

12名 

いろり端 

むかし話の会 

5月16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 

当日受付 

先着15名 

七宝 5月17日（金)１3時～15時 

          

銀箔、金箔を使ったブローチを

作ります 

500円 

4月23日（火） 

10名 

寺子屋囲碁 

教室（初級）     

5月18日（土)13時～15時30分 

6月15日（土）   〃 

7月20日（土）   〃  全3回 

親子での黒白囲む春の宵 

無料 

5月10日（金） 

    10名 

 

押し花 5 月 23 日（木）13 時～16 時  木の実の押し花絵額 

18cm×10ｃｍ額 

4 月 30 日（火） 

10 名 

里山の 

そば打ち塾 

 

5 月 25 日(土)10 時～12 時 初心者大歓迎、美味しいそば 

を打てます。自分で作った物 

の試食。持ち帰り有ります 

5 月 12 日（日） 

6 名 

粘土工芸 5 月 31 日(金)13 時～15 時 樹脂粘土で作る小さなお人形

ブローチ 

 500 円 

5 月 12 日（日） 

    12 名 

・開 館 時 間  : ９時～17時  

・入  館  料 : 無 料 

・休 館 日 : ４月３日 (毎月第１水曜日) 

・クリーンアップ ：４月２日(火) 16 日(火)10 時～11 時 


