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４月も半ばをすぎると、ふじやま公園は白や淡いピン

クの桜から目にもまぶしい新緑へと主役が交代。若葉を

揺らしながら里山をわたってくる風が心地よく感じら

れるようになります。 

そんなさわやかな春の風を受けて、青空を悠々と気持

ちよさそうに泳ぐ鯉のぼりの季節がもうそこまできてい

ます。公園では、子どもの健やかな成長を願って、鯉の

ぼりをあげます。 

同じ時期、古民家の座敷には、ひげを生やし鬼や病気

も逃げ出しそうな顔を

した鍾馗（しょうき）様、

優しい顔の桃太郎、子どもが健康に成長してほしいとの願いが

込められた鎧・兜など、多くの五月人形が展示されます。 

天気のよい日には、家族そろって鯉のぼりと五月人形を見に

是非おいでください。爽やかな風に吹かれ、弓道場から“小笹

のこみち”や“コナラくろう坂”をハアハアと息を弾ませなが

ら富士塚まで上り、“杉の木坂”経由で古民家まで散策するのが

お勧め。栄区で一番といわれる16ｍのポールに結わえられた真

鯉や緋鯉が、長屋門の茅葺き屋根の上からあなたを出迎えてく

れます。 

５月人形 ４月 17 日(水)～５月 13 日(月) 

鯉のぼり ４月 19 日(金)～５月 15 日(水) 荒天中止 

端午の節句呈茶席 古民家座敷でお茶をどうぞ 

                    ５月４日(土)11 時～13 時 30 席 300 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気に育て子どもたち！ ～ふじやまの端午の節句～ 

 

☆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 

テレビなどメディアの力も手伝ってか公園を訪れる人がグンと多く

なった。開園 10 周年記念のさまざまな行事は、地域の皆さんにも好

評だ。今年は、桜の開花が早く、花見会まではぜひ頑張って欲しい

と願っていたが、春の嵐の影響で残念ながら花見会は中止となって

しまった。鍛冶ケ谷口から長屋門に入る手前右にシジュウカラの巣

箱がかけられた。鳥の巣箱は、人間の家とは異なり主に雛を育てる

ことに使われ、親鳥はそれ以外には帰らないとか。身も心も薄着に

なる春。10 年という年月に想いを馳せながら、ふじやま公園ウオッ

チングと洒落込んでみるのはいかがだろうか。 
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 ◆ふじやま公園でテレビ朝日が旅番組を収録・放映 

２月24日(日)11時頃よりテレビ朝日番組｢路線バスで寄り道の旅｣

のロケ収録が公園で行われました。徳光アナウサーが女優二人を連

れて、品川から三浦半島を目指すのんびりバス路線の旅の途中に、

ふじやま公園に寄り道をしました。古民家のたたずまい、雛人形飾

り、梅林からの富士山眺望などを 20 人近いスタッフで約 1 時間半に

亘って撮影し、３月３日 14 時から放映されました。当公園の放映は

約３分半でしたが、それ以降来園者が急増し週日でも 200 人以上に

なることもあり、ほとんどが徳光さんの番組を観て来ましたとのこと、全国ネットのテレビの影

響力の大きさを実感しています。 

◆小岩井家文書小岩井家文書小岩井家文書小岩井家文書のののの釈文集釈文集釈文集釈文集がががが出来出来出来出来ましたましたましたました    

 古民家歴史部会の有志がいろり塾の時代か

ら小岩井家に残されていた江戸時代後期の文

書を解読してきました。解読点数が 140 点以

上にも達し、数年前からこれらの釈文(草行書

体の字を活字に直したもの)集の刊行を計画し

ていました。10 周年を期して、その一部をま

とめることとし、３月末にその第１集 『相模國鎌倉郡鍛冶ヶ谷村 小

岩井家文書 村政編』(A4 版 80 頁 収録文書 18 点)が出来上がりまし

た。内容は年貢の割付、鍛冶ヶ谷村の当時の村の様子をまとめた村明細帳、村人の農業の合間の

副業を記録した農間商内之者書上帳、ペリーなどの異国船来航に活躍したことへの表彰の記録な

どです。これらは地域のかつての生のすがたを知る手掛かりにもなる貴重なものです。興味のあ

る方はぜひ手に取ってご覧ください。 
１冊 2,000 円で頒布します。管理事務所へお問合せください。 

 

古民家 Q&A 草履と草鞋 

    
QQQQ：：：：体験教室作品展で展示されていた草履(ゾウリ)と草鞋(ワラジ)の違いは？ 
AAAA：：：：いずれもイネ藁、イグサその他の繊維を編んだ台部に鼻緒を取付けた鼻緒

履物類です。いずれもかつては身近な履物として日本人の足に馴染んできま

した。草履は、鼻緒と台部の二部から構成され、草鞋は足をのせる台と踵う

けとめるかえしと着装のための紐と紐を通す輪の四部からなります。 
草履は労働用・日常用の履物として広く着用され、台部の構造から裏無草履・

ゴム裏草履などいくつかの種類があります。 
草鞋は一般に長時間の労働や旅行などの遠距離歩行のために使用されまし

た。濡れた石の上や山道でも滑らない特徴がありますが、耐久性は低く、旅

では１日１足が普通でした。江戸時代の鍛冶ヶ谷村の農民の副業に草鞋作り

がありますが、東海道を行き来する旅人に供されました。 
草履は文字通り草の履であり、かつてはジョウリとも発音され平安時代の

浄履と呼んだ名残です。草履は素足を保護し清浄に保つ生活用具でした。底

が柔らかく、地面の感触が直に伝わり複雑な地面でもしっかりとらえること

ができます。神経が集中する足裏を刺激し血行を良くし健康を保つと云われ、

布ぞうり教室は人気があります。 
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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 

10 周年イベントの最終章である大茶会が、11 月 17 日（日）に開かれることが決まりました。

今年は初めての試みである御家流「香席」が設けられます。 

詳しくは、４面をご覧ください。 

 

＊香道（こうどう） 香りを楽しみ、日常を離れた集中と静寂の世界に遊ぶことを目的とした

芸道で、一定の作法のもとに香木を焚き、立ち上る香りを鑑賞するもの。香あそびというこ

ともある。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 ３日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

12 日(日) 

５日(日) 26日(日) 

２日(木） 

農芸部会 部会 

     作業 

20 日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 11 日(土) 18 日(土)  

26 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 

親子工作準備 

８日(水) 

適時 

クリーンアップ 7 日(火) 21 日(火) 

ふじやまだより 

編集会議 

        印刷 

 

６日(月・休) 

13 日(月) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ ２日(木) 

22225555 年年年年 5555 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    

 

 

 

『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))))    

 
・おひな様がとってもきれいでした。また、来年、見にきます。昔と今のおひな

様の違いが分かって良かったです。昔のくらしなども、とても感じられました。

今とは、全然違うのも改めてわかりました。それに、外のお花などもとってもき

れいでした。（本郷小４年） 
 
・３年生の頃に見た「かまど」や「茶の間」などの昔のことをもう一度知ること

ができてとても楽しかったです。（本郷小４年） 

 

        ホウホウホウホウチャクソウチャクソウチャクソウチャクソウ        ユリ科ユリ科ユリ科ユリ科    

日本全土に分布、平地や丘陵地の雑木林に見られる。高さ 30 ㎝から

50 ㎝の茎を立て、枝を分けた先に１～３個の花を垂れ下げる。長さ

３㎝程の筒状の花は平開しない。花は白色だが先端が緑色を帯びる。

根は細長い地下茎を伸ばして群生する。花のあと、球形の液果が黒く

熟す。アマドコロ、ナルコユリに似ているが有毒。花の形が寺院や五

重の塔の軒に下がっている「宝鐸」に似ていることが名前の由来。 
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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：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・・・    

★ 初心者茶道体験教室講師募集初心者茶道体験教室講師募集初心者茶道体験教室講師募集初心者茶道体験教室講師募集    

        古民家で初心者を対象にご教授いただける方 

   ☆条件 ボランティア(無報酬)講師になります 

       すでに教授の経験のある方、流派は問いません 

       教室開催 毎月第３土曜日 13 時から 16 時まで 

       お道具は講師持込みとなります 

                   受講料は教材費として参加者から 500 円を徴収します 

  希望者は５月 25 日(土)10 時から古民家で説明会と抽選を行いますのでご参集ください 

 

★ 開園開園開園開園 10101010 周年記念大茶会周年記念大茶会周年記念大茶会周年記念大茶会        江戸時代の古民家江戸時代の古民家江戸時代の古民家江戸時代の古民家でででで霜月のお茶席を霜月のお茶席を霜月のお茶席を霜月のお茶席を    

茶席３席(表千家 2 席、裏千家 1 席)、香道席 1 席(御家流)、点心席 1 席  

日 時：平成 25 年 11 月 17 日(日) 10 時から 15 時 場所：古民家主屋・前庭・工作棟 

茶席券：2,500 円 100 枚 

   申込方法：管理事務所窓口、FAX、電話で  締切：５月 31 日(金) 

    

★★★★    ３３３３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    3,3,3,3,956956956956 名名名名        22224444 年度累計年度累計年度累計年度累計    24,24,24,24,452452452452 名名名名        

    

    

    

    

    

★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    栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷栄区鍛冶ヶ谷１－１－１－１－20202020        TELTELTELTEL：：：：896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：896896896896----0590590590593333    

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

初心者 

茶道体験教室 

5月18日(土)13時～16時 

          

古民家で茶道を楽しんでみま

せんか。平服でお気軽におでか

け下さい（白いソックス持参） 

 500円 5月13日(月） 

 10名 

親子工作 

      

5月19日(日)10時～12時 

   〃   13時～15時 

    

ブンブンコマ 

色々な形を回してみましょう 

無料 受付 

各１時間前迄 

 12名 

伝統工芸 

「鎌倉彫」を 

彫る 

6月 8日(土)13時～16時 

6月22日(土)13時～16時 

   全２回 

18㎝の平皿に「日々草」を彫

る 

2,000円 

 

5月25日(土) 

12名 

創作人形 

(おかめ＆ 

ひょっとこ) 

6月14日(金)10時～16時 

 

アンティークの着物地で作る

ユニークな、おかめとひょっと

こ 

1,500円 5月30日(木) 

10名 

布ぞうり作り 6月11日(火)10時～15時 

        

一日で一足完成します 500円 5月25日(土） 

 12名 

押し花 6月20日(木)13時～16時 

      １回コース 

ポケットファイルづくり 1,000円 5月30日(木） 

 10名 

 

・開 館 時 間 : ９時～17時  

・入 館 料 : 無 料 

・休 館 日 : ５月１日   毎月第１水曜日 

・クリーンアップ: ５月７日(火) 21 日(火)10 時～11 時 


