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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

育て！元気な子どもたち

～鯉のぼりと五月人形～

ふじやま公園は目にもまぶしい新緑でいっぱい。もう梅やサクラの
花や、雪が降った頃のことなんかすっかり記憶の外。どこから来るの
か、山の斜面を吹き上がってくる薫風が、さわやかに鯉のぼりを泳が
せる季節になってきました。
４月 16 日（水）から、古民家主屋では五月人形が展示されます。５
月５日は昔から端午の節句、現代ではこどもの日です。３月３日の桃
の節句は女の子のお祭りで、華やかな雛人形が飾られますが、端午の
節句は無骨な武者人形。でも、まるでナマハゲのようなひげを生やし
た鐘馗（しょうき）、薙刀を振りかざした弁慶など勇ましい人形にま
じって笑顔のやさしい桃太郎もあり、ど
れも子どもたちの健康と健やかな成長
を願いがこめられているものばかり。展示は５月 26 日（月）まで
です。
この展示に先立って見られるのが、鯉のぼり。そして、ここで
見ものなのが鯉のぼりそのものではなく、はためかせているポー
ル。栄区一の 16m の高さで泳ぐ鯉のぼりを二人で見上げれば栄区
一の幸せカップルになれるという新レジェンド（伝説）がささや
かれているというからこれは恋のぼりか…。
ひな祭りに続いての呈茶会も５月３日（土）に行われます。11 時から 13 時ま
でで、先着 30 名、300 円。

もう火が恋しい季節ではなくなったが、チロチロ燃
える炎を見ていると、何だか心安らぐ気がする。そこに昔話が
加わるとすっかり気持ちが癒される。まさに古民家の本領発揮と
いうところだ。いろり端昔話の会は 3 年目に入って、月 1 回が定
着してきた。ケアプラザや図書館などでもう 30 年の経験を持つベ
テランボランティアさんの話は、民話からグリム童話まで実に幅
広い。その上いろりの煙が屋根のカヤにしみこんで害虫を防いで
くれるのだから、ちょっといいことずくめ過ぎる？
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◆楽しいお花見の会
昨夜来の雨も朝方には上がり、２年ぶりとなるお花見の会が４
月６日に開催されました。来場者のお目当ては、全国でもトップ
クラスといわれる地元本郷中学校のブラスバンドの演奏、何年か
ぶりに復活した富くじ抽選会、そして模擬店の食べ物といったと
ころだったでしょうか。最後に昇龍太鼓で会場は盛り上がり花
見の会はお開きとなりました
が、終わった途端にまた雨が。
片づけをするスタッフも“何
とかもってよかった。”と胸を
なでおろしていました。

◆第４回能舞・能管コンサート
公園の大島桜もほころび始めた３月 29 日宵、第四回能舞・
能管コンサートが古民家主屋で行われました。恒例のボラン
ティア手製の行灯 100 基余りが前庭に飾られ、板の間には老
松を描いた鏡板、右手に若竹と梅の枝、左手に青竹の衝立と
舞台空間が整えられました。金剛流熊谷眞知子能楽師、一
曾流根岸啓子能笛奏者をはじめとしたに皆さんによって謡、
能舞、能笛が上演されました。今回はふじやま公園十周年に因み、鎌倉時代の当地に由来する
創作能｢ふじやま｣が初演されました。百人余りの観客は幽玄の世界に魅了されていました。コ
ンサートに先立ち希望者には里山の手打ちそばがふるまわれ、皆さん堪能していました。

◆部会見てある記～クリーンアップ～

“雛人形の片づけ”

ひな祭りが終わった翌週の３月 11 日、雛人形の片づけが行わ
れました。当日集まったのは、クリーンアップのメンバーを中心
に総勢 13 名。誰が指示を出すというわけではありませんが、適
度におしゃべりを交えながらチームワークよく整然と片づけが
進んでいきます。雛人形が番号を記した箱に入ると次は雛段の片
づけです。こちらは数少ない男性助っ人の腕の見せ所でしたが、
雛段の支えの金具がうまく折りたためず悪戦苦闘の連続。それで
も３時間程度で片づけがすべて終了したのがちょうどお昼休み
の時間。メンバー手作りのぼた餅に舌鼓をうちながら話が弾んでいました。
来年また古民家が雛人形で華やかに飾られ、来園者の笑顔と出会えることができるのもこうし
た地道な作業があればこそ。参加者の一人は“古民家を大切に守りながら、日本の家庭で行われ
てきた昔ながらの行事を若い人に伝えていくことがこのグループの役割です。”と語ってくれま
した。クリーンアップは、毎週第１、第３火曜日の主屋の清掃をメインに、梅干しづくり、雛人
形や五月人形の飾りつけ、四季折々の行事の手伝いなどの活動を行っています。興味のある方は
ちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。
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◆25 年末のアンケート結果(その１)
昨年末餅つき会の 12 月 22 日来園された皆さんに、本郷ふじやま公園の利用状況に関するア
ンケートを行いました。その結果の概要をお知らせします。
用紙配布数：75 枚
回答数：27 枚
回答率：36％
来園時の連れ
平均３人の家族・友人連れでした

男性：33％

行事の情報元 ふじやまだより：44％ 栄区広報紙：22％
次号では公園行事全般について紹介します。

女性：67％

口コミ：15％

その他：19％

◆炭焼き体験をした桜井小学校の５年生から礼状が届きました。
炭焼き体験をした桜井小学校の５年生から礼状が届きました。
○私たちは、炭焼き体験というきちょうな体験ができました。家族
に「こんなことしたよ」と教えようと思いました。炭作りってむ
ずかしいですね。竹を切ったり竹をわったりするのがむずかし
かったです。でも、力仕事の竹を運ぶ作業が楽しかったです。三
年間ありがとうございました。
○炭焼きを教えてくださりどうもありがとうございました。とても
きちょうな体験でした。とくに、竹切りが楽しかったです。完成品がたのしみです。また、学
年でふじやま公園に行けたらいいなと思います。

ウラシマソウ さといも科
山林の緑地や竹やぶなどに生え、北海道、本州、四国に分布する。
４月～５月、太い花穂が芽をだし、やがて蛇が頭をもたげたような
紫褐色の花を伸ばす（仏炎苞）。花から伸びる糸状の附属体は 60
㎝にもなり、これを浦島太郎の釣り糸に見立てたのが名前の由来。
草丈 50 ㎝、葉は 15 片程の鳥の足状に分裂する。雌花と雄花は別々
の株につき、訪れた昆虫は雄花にくらべ雌花の出口が狭く、探して
いるうちに受粉がされる。秋、雌株にトウモロコシ状の赤い実を付
ける。実は有毒なので注意！

26 年５月度ボランティア活動予定
ボランティア活動予定
部 会・事 項

日

程

部 会・事 項

日

程

11 日(日)

事務局会議

２日(金)

古民家歴史部会 部会

農芸部会 部会

19 日(月)

古文書解読勉強会

４日(日) 25 日(日)

月曜日 木曜日

歴史探訪

７日(水)

作業
里山部会 作業

10 日(土)

17 日(土)

囲炉裏守 囲炉裏焚き

当分の間 休みます

７日(水)

クリーンアップ

6 日(火)

親子工作準備

適時

ふじやまだより編集会議

４日(日)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

25 日(日)

25 日(日)
工作棟部会

部会

印刷

20 日(火)

10 日(土)

登録ボランティアを募集しています。公園事務所(TEL 045-896-0590)へご連絡下さい。
3

ふじやまだより

第 136 号

2014 年 4 月 15 日(火)

体験教室のお知らせ

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

教室名
子ども工作

日
時
5月18日(日) 10時～12時
〃
13時～15時

布細工
（全2回）
粘土工芸
（全3回）

6月12日（木）13時～16時30分
6月24日（火）13時～16時30分
6月19日（木）13時～16時
6月26日（木）
〃
7月 3日（木）
〃

内 容
クラフトボール

参加費
無料

応募期限
受付10時～11時
13時～14時
先着 各10名
700円
5月31日（土）
抽選 12名
1,200円
6月１１日（水）
抽選 6名

壁飾り
部品を取り換えて楽しめます
蓋つきボックス
自然乾燥で軽くて丈夫で壊
れにくい、小物やハガキ入れ
に使用
七宝
6月20日（金）13時～15時
彫金板にすきな色をのせて 500円
5月31日（土）
ブローチを作ります
抽選 10名
初心者茶道 6月21日（土）13時～16時
日本の「おもてなしの心」を体 500円
5月31日（土）
体験教室
験してみませんか
抽選 10名
（持参：白いソックス）
押し花
６月2７日(金)13時～16時
ファイルブック作り
1,000円 5月26日（月）
押し花をデザイン
抽選 10名
遊布
6月30日（月)13時～15時30分 古布で袋物
1,000円 6月15日（日）
ウールの着物で大きめバック
抽選 10名
(1)応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）
(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
応募期限までに本郷ふじやま公園へ
本郷ふじやま公園へ
(2)応募者多数のときは抽選
(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。
(3)持参品：返信はがきで連絡します。

・・・お知らせ・・・
★ いろり端むかし話の会 いろり端で身近に伝わる昔話を楽しんでみませんか
日 時：５月 18 日(日) 10 時 30 分～11
分～11 時 30 分
場 所：古民家主屋いろり端
定 員：15
員：15 名 当日先着順
★ 端午の節句 五月人形飾りと鯉のぼり
五月人形を古民家主屋座敷に飾り、鯉のぼりを前庭に掲揚します
五月人形を古民家主屋座敷に飾り、鯉のぼりを前庭に掲揚します
日 時:４月 23 日(水)～５月 26 日(月)
★ 端午の節句 呈茶会
日 時:５月３日(
５月３日(土) 11 時～15
時～15 時
300 円 先着 30 名
★ 3 月ふじやま公園来園者数
・開 館 時 間 :
・入
館
料 :
・休
館
日 :
・ク リ ー ン ア ッ プ :

2,739 名

場 所:古民家主屋

25 年度累計

22,817 名

９時～17時
無 料
５月７日(水) 毎月第１水曜日
５月６日(火)20 日(火)10 時～11 時

本郷ふじやま公園運営委員会
〒247－
247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－20
栄区鍛冶ヶ谷１－20

TEL：
TEL：045045-896896-0590
４

一斉清掃

FAX：
FAX：045045-896896-0593

