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本郷ふじやま公園
本郷ふじやま公園
運営委員会発行

☆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

ふじやま公園の夏は生き物の宝庫！？
先月きれいに刈り取られたばかりの地面からもう新たな草花が伸びてき
ました。若葉だった木々も今ではしっかりと葉を広げ公園全体を覆い、時に
は日差しから来園者を優しく包んでくれます。夏、公園には小さな生き物が
たくさん現れます。７月中旬から鳴きはじめたアブラゼミ、他にはミンミン
ゼミやツクツクボウシなども見かけます。
バッタと見間違うツチイナゴは褐色の模様があり、クズなど葉の生い茂っ
たところに生息してそれらを好んで食べるようです。そして、最近あまり見
かけなくなったカタツムリ、雨上がり擬木の上にいたところをシャッターチ
ャンスに恵まれました。モンシロチョウ、アゲハ、セセリ、シジミなどチョ
ウの仲間は小雨の中でも平気で活動し、白や黄色の花を好み活発に飛びかっ
ています。
最近とくに増えてきたカラス！先日はビニール袋に近づき持ち去るのを
見かけました。夕方ともなると数えきれない程のカラスがねぐらを求めて公
園の空を舞います。他にはタイワンリス、トカゲ、バッタの類、スズムシ（育
成中）など。雨上がりには色々なキノコも
出現します。花壇ではアサガオやケイトウの花が公園の夏を彩
ってくれます。帽子とお水を忘れずに、昆虫博士を目指して公
園を訪れては如何でしょうか？

「自然」の感覚は難しい。水田や杉林は雄大な緑の広がりを見
せ、現代人を癒してくれるが、これは純然たる自然ではないだ
ろう。さて、ふじやま公園。竹の間引きや、木々の剪定など、
緑を保全するためのさまざまな手段が講じられていて、いわば
管理された自然のようだが、昔から里山はみんなで下草を刈り
込んだりしていたから「自然」はほったらかしと言う意味では
ない。前置きの方が長くなったが、公園で育てられたホウキ草、
カエデ…の苗が管理事務所の横で配られていた。ふじやまで芽
を吹いた｢自然｣をおすそ分けしようと言う趣旨だ。これで、少しそれらしきものを増やしてみよ
うという人が増えたようだ。
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◆楽しい！おいしい！わんこソーメン流し
公園の七夕飾りは 7 月１日から 7 日まで行われ、６日の
「わんこソーメン流し」は大賑わいでした。大きな青竹の
水路は前日、雨の中スタッフが準備したもの。当日は梅雨
の晴れ間となり、残念ながら整理券を手に出来ない人たち
が出るほどの人出で、時間も大幅延長されました。またこ
の日は持ち帰り用の笹竹も用意されたほか、前庭で竹に願
い事の短冊を下げたり、輪投げをしたり、みんなが楽しみ
ました。

部会見てある記 ～工作棟部会～
公園にある竹を利用した遊び道具や、草や木を使って染色や造形がした
い、自分たちの持っているものづくりの楽しさを多くの人々と共に「もの
づくりの場」
「人が集い楽しめる場」にとの想いが実現し、工作棟部会が作
られました。
ものづくりの施設「工作棟」を持つ公園は本郷ふじやま公園の特徴であ
り、緑豊かな里山と古民家に囲まれた原風景のなかの素晴らしい施設となっています。現在、体
験教室は約 20 種。その中でも、毎月第３日曜日開講している子どもを対象とした『子ども工作』
は、講師の工夫で手づくりの楽しさを伝え、親子が目を輝かせるひとときでもあります。
また、七夕まつりの笹飾り、門松づくり、まゆだま飾りなど、工作
棟メンバーによる創意工夫は、さまざまな事業に活かされています。
体験教室はボランティア会員が講師を務めています。たくさんの手
づくりで「楽しい教室」が開講されるよう、現在、体験教室の講師を
募集しています。

工作棟ボランティア講師を募集しています
本郷ふじやま公園には横浜市指定有形文化財である
旧小岩井家住宅がある古民家ゾーンがあります。自然
豊かな里山に囲まれた古民家ゾーンの一角に工作棟
(遊友工房)があります。ここではいろいろなものの手づ
くりを楽しめる場所です。只今次の要領で、モノ作り
を指導して頂ける講師を募集しています。
◎講師はボランテイアとしてお願いします
◎初心者対象の体験教室です
◎ご自分の特技を生かしてご指導ください
◎地域交流の場を築ける機会としてご参加ください
◎指導の時間は１授業４回まで、１回当り２～３時間です
応募をお待ちしています。ご希望の方は公園運営委員会（管理事務所）までお問合せください。
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スズムシを育ててみたい方募集中！

数に限りがあるのでお早めに

秋の夜長をリーンリーンと美しい音色を奏で、私たちを楽しませてくれるス
ズムシが今年もたくさん孵化しました。スズムシを育ててみたいという方は事務
所まで。小さい時から丹精を込めて育てたスズムシの第一声を聞いたときの感動はまた格別です。
“スズムシの育て方マニュアル”もついているので、初心者の方も安心して育てることができ
ます。夏休みの自由研究にも最適です。お持帰り用の入れものは公園で用意しています。

タケニグサ

ケシ科

本州、四国、九州に分布する。草丈１～３m になる最大級の多年草。
全草が有毒。山地や林道など日当たりの良いところに群生する。茎は
中空になっていることから竹に似ている「竹似草」が名前の由来説。夏、
径１㎝程の白色の花を多くつける。葉はキクの葉のように不規則な裂状
になって大きくなる。葉裏が真っ白なのが特徴。秋、扁平な形をした果
実の中は細かい種子となりサラサラとした音をたてる。丈、葉の大きさ
から海外では庭園に植えられているとか。

工作棟の改装工事を行います
開園以来、体験教室にご参加戴きありがとうございます。
長年ご不便をおかけしましたが、この度冷暖房設備を設置することになりました。この工事に
伴い若干の改修工事もおこないます。
次の期間、工作棟の改装工事を行いますので体験教室を休講します。安全には十分注意しま
すが、来園の皆さんもお気をつけ下さい。
これまで工作棟にありました竹トンボ、コマ、竹馬などの置き場は長屋門納屋に変わります。
工事期間：７月 10 日～８月 31 日
教室は９月から再開します。

26 年８月度ボランティア活動予定

部 会・事 項

日

程

部 会・事 項

日

程

事務局会議

８日(金)

古民家歴史部会 部会

10 日(日)

農芸部会 部会

18 日(月)

古文書解読勉強会

休みます

作業

月曜日 木曜日

歴史探訪

休みます

里山部会 作業

作業は休みます

囲炉裏守 囲炉裏焚き

当分の間 休みます

工作棟部会

13 日(水)

クリーンアップ

５日(火) 19 日(火)

適時

ふじやまだより編集会議

８日(金)

部会

親子工作準備
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作打合せ

印刷

31 日(日)

11 日(月)

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。
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体験教室のお知らせ
教室名
フラワーアレンジ

手づくりをお楽しみ下さい

お待ちしております。
参加費
2,000円

初心者茶道
体験教室
布ぞうり作り

日
時
内 容
９月25日(木) 13時30分～ ブックケースにプリザでアレンジ
15時30分
９月27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・持帰りがあります
９月４日（木） 13時～16時 来年の干支｢未 ヒツジ｣
９月17日(水) 13時～16時
８月17日(日) 10時～12時 ペットボトルと粘土で貯金箱を
〃
13時～15時 作りましょう 年令に合わせて
古民家主屋と前庭で実施 ヘッド（頭部）は色々です
９月20日(土) 13時～16時 日本の｢おもてなしの心｣を茶道
を通して体験してみませんか
９月26日(金) 10時～15時 一日で一足完成します

伝統工芸
｢鎌倉彫｣を彫る
(全３回)
七 宝

９月７日(日) 13時～16時
９月13日(土) 13時～16時
９月14日(日) 13時～16時
９月５日(金) 13時～15時

2,000円

遊 布

９月29日(月) 13時～
14時30分
９月１日(月) 10月６日(月)
11月３日(月)12月１日(月)
各13時～16時
９月６日(土) 10月４日(土)
11月１日(土)12月６日(土)
各13時～16時
９月19日(金) 13時～16時

里山そば打ち塾

押し絵
(全２回)
子ども工作

植物画教室
(全４回)
木版画教室
(全４回)
押し花

18 cmの平皿に“ひまわり”を
彫ります
指輪を作ります 銅板をあなた
の好きな色で焼成
秋の実を楽しむ

800円

1,500円
無料

500円
500円

600円
1,000円

生涯続けられる趣味を
作りませんか

無料

木版画の年賀状を
作ってみませんか

300円

初夏の押し花絵

応募期限
９月10日(水)
10名
９月12日(金)
６名
８月20日(水)
12名
受付 各終了
１時間前まで
各12組
８月31日(日)
10名
９月10日(水)
12名
８月20日(水)
10名
８月22日(金)
10名
９月10日(水)
10名
８月25日(月)
12名
８月25日(月)
12名

2,000円

８月31日(日)
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・・・・
★ 寺子屋(
日 時：９月 10 日(水) 13 時～15
寺子屋(Ⅴ) 夏から秋へ 環境問題と省エネ
時～15 時 30 分
場 所：工作棟
定 員：15
申込み：往復はがき
締 切：８月 31 日(日)
員：15 名
★６月ふじやま公園来園者数 1,121 名
26 年度累計 7,184 名
・開 館 時 間 :
・入
館
料 :
・休
館
日 :
・ク リ ー ン ア ッ プ :

９時～17時
無 料
８月６日(水) 毎月第１水曜日
８月５日(火) 19 日(火)10 時～11 時 一斉清掃

本郷ふじやま公園運営委員会
〒247247-0009 栄区鍛冶ヶ谷 1-20

TEL：
TEL：045045-896896-0590
４

FAX：
FAX：045045-896896-0593

