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古民家梅林の紅白の梅が香しくなるころ、主屋座敷には、

大事に守り伝えられた江戸時代後期から現在にいたるまで、

10 組以上のお雛さまが緋毛氈に勢ぞろいして、その豪華さと

風格を漂わせています。 

ひなまつりの起源は、平安貴族の雛遊び（ひいなあそび）

にあるようですが、江戸時代になると現在のような「ひなま

つり」の形として、段を組み豪華な飾りを施すようになり、

庶民の間に広く親しまれるようになったと言われています。 

時代の移りとともに、男雛と女雛の立ち位置が変化していることや、雛のお顔立ちが変わってく

るのも、見ごたえがあります。 

いつの世も、お雛様を飾って子の健康と幸せを祈る親心に変わりはありませんが、子どもが大

きくなり、ご家庭内でのお飾りが遠のきつつあるということも……。

古民家に飾られたお雛さまを愛でながら、静かに子どもの成長に感

謝する時間を辿ることも、また「ひなまつり」の思い出のひとつに

いかがでしょうか。 

お雛さまは、３月９日（月）まで飾ります。 

＜＜＜＜呈茶会呈茶会呈茶会呈茶会＞＞＞＞ ３月１日（日）３月１日（日）３月１日（日）３月１日（日）11111111 時～時～時～時～15151515 時時時時    300300300300 円円円円    先着先着先着先着 30303030 名名名名 

どうぞ、ご家族お揃いでお出かけください。 

 

ふじやま公園ポイントラリーを楽しもう！ 

ふじやま公園の里山で、３月 29 日に「ふじやま公園里山をめぐるポイント

ラリー」が開かれます。地図を見て、ポイントを見つけてスタンプを押すと、

素敵な参加賞ももらえます。公園の山は標高 80ｍ程度ですが、それでもガケあ

り、アップダウンあり…と雰囲気は十分味わえます。 

 

日日日日        時：３月時：３月時：３月時：３月 29292929 日日日日((((日日日日)10)10)10)10 時～時～時～時～13131313 時時時時    受付開始受付開始受付開始受付開始 9999 時時時時 45454545 分分分分            

集合場所集合場所集合場所集合場所：：：：古民家前庭古民家前庭古民家前庭古民家前庭        定定定定    員：員：員：員：100100100100 名名名名    

参加資格：小学生以上（参加資格：小学生以上（参加資格：小学生以上（参加資格：小学生以上（家族、仲間、個人家族、仲間、個人家族、仲間、個人家族、仲間、個人いいいいずれも可ずれも可ずれも可ずれも可））））    

申申申申    込込込込    み：往復ハガキでみ：往復ハガキでみ：往復ハガキでみ：往復ハガキで（（（（連名可連名可連名可連名可））））            締締締締    切：３月切：３月切：３月切：３月 20202020 日日日日（金）（金）（金）（金）    

服服服服        装：山歩きの出来る服装装：山歩きの出来る服装装：山歩きの出来る服装装：山歩きの出来る服装((((ジャンパーをご用意くださいジャンパーをご用意くださいジャンパーをご用意くださいジャンパーをご用意ください))))、手袋、飲み物、手袋、飲み物、手袋、飲み物、手袋、飲み物    

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    

☆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。 

 

豪華さと風格 古民家を彩るお雛さま 
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◆古民家ゾーンの消防訓練が行われました 

 文化財防火デーの１月 26 日(月)午前、古民家ゾーンで消防訓練が行

われました。主屋土間付近の火災報知機の発報で開始、栄消防署員によ

る救出、放水が行われました。その後、放水銃の放水、ドレンチャー放

水を行って消防訓練を締めくくりました。署長からの日頃の予防活動が

重要だとのお話があり、最後に家庭でも役立つよう、小型消火器を使っ

ての訓練もありました。 

 

古民家Ｑ＆Ａ お粥と雑炊 

Ｑ：七草粥の行事が行われましたがお粥と雑炊との違いがあ 

  りますか 

Ａ：粥は普通の飯より水分を多くして炊いた柔らかい飯をい

います。昔は、強飯(コワイイ)と呼ばれる蒸した飯が一般的

で、釜で炊いた飯は粥と云われ、現在の飯は固粥、かゆは

汁粥と区別しました。雑炊は飯に魚介類や野菜を加えて、みそ味などで炊き上げたもので、古

くは増水と書きました。材料のかさを水で増やすという意味で、米の節約を目的としました。

増水に野菜や魚介類などを加えるようになり雑炊の字をあてるようになりました。 

  粥は口当たりがよく消化がよいので病人食や幼児食などに用いられ、料理屋などではイクラ

などや香りのミツバなどを使ったものを食事として用いられています。現在ではお粥、雑炊の

区別ははっきりしなくなっています。 

１月７日の七草粥や１月 15 日の小正月に食べる小豆粥などは行事食として用いられていま

す。これは，祝と粥の音が同じ“しゅく”であることによると考えらえています。 

 

＜＜ ふじやまの竹馬が文化交流でアメリカへ ＞＞ 

いつも主屋エリアの工作棟に立てかけられている竹馬がアメリカに渡るこ

とになりました。公園近くに住む高校生が、日米交流をテーマとして４月に

アメリカにホームステイをすることになり、その題材に選んだのが竹馬です。

幼稚園時代から馴染みのふじやま公園にきて相談した結果、ボランティアと

一緒に竹馬を作ることに。その出来栄えに高校生は大満足。竹馬は文化交流

の大役を果たしてくれることでしょう。  

 

まだまだ寒さは続くものの、立春も過ぎ春はもうすぐそこ。どこ？ほら、

頭の上で野鳥が楽しそうにさえずる声が聞こえてくる…。ふじやま公園に

も、ツバキなどの蜜を吸うメジロやコゲラ、アオジ…といった鳥たちがや

ってくる。自然の里山のように見えるふじやまも、年々人の手が入り、野

鳥が少なくなっているようだ。そんな鳥たちに繁殖の手助けをしてやれる

のが巣箱の設置だ。ふじやまの自然環境を守っていくために、２月の「子

ども工作」では巣箱づくりを予定している。 
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セイヨウタンポポ    キク科 

27 年 3 月度ボランティア活動予定 

《《《《    お知らせお知らせお知らせお知らせ    》》》》    

      

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
        

★ いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会いろり端むかし話の会    

いろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんか    

日日日日    時：３月時：３月時：３月時：３月 19191919 日日日日((((木木木木) 10) 10) 10) 10 時時時時 30303030 分～分～分～分～11111111 時時時時 30303030 分分分分                    

場場場場    所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端所：古民家主屋いろり端            

定定定定    員：員：員：員：15151515 名名名名    当日参加自由当日参加自由当日参加自由当日参加自由    無料無料無料無料    

    

★ 寺子屋寺子屋寺子屋寺子屋((((ⅥⅥⅥⅥ))))        みんなのすまいみんなのすまいみんなのすまいみんなのすまい建て替え円滑法建て替え円滑法建て替え円滑法建て替え円滑法    

日日日日    時：４月時：４月時：４月時：４月 11111111 日日日日((((土土土土) 13) 13) 13) 13 時～時～時～時～15151515 時時時時 30303030 分分分分    

場場場場    所所所所：本郷ふじやま公園工作棟：本郷ふじやま公園工作棟：本郷ふじやま公園工作棟：本郷ふじやま公園工作棟    

定定定定    員：員：員：員：15151515 名名名名        申込み：往復ハガキで３月申込み：往復ハガキで３月申込み：往復ハガキで３月申込み：往復ハガキで３月 31313131 日日日日((((火火火火))))までにまでにまでにまでに    多数の場合は抽選多数の場合は抽選多数の場合は抽選多数の場合は抽選    

    

★ 古文書解読入門講座古文書解読入門講座古文書解読入門講座古文書解読入門講座    

初めての方にも、初めての方にも、初めての方にも、初めての方にも、古文書解読をわかりやすく解説します。古文書解読をわかりやすく解説します。古文書解読をわかりやすく解説します。古文書解読をわかりやすく解説します。    

日日日日    時：４～６月の第１、第３木曜日時：４～６月の第１、第３木曜日時：４～６月の第１、第３木曜日時：４～６月の第１、第３木曜日 10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時    ４月２日、４月２日、４月２日、４月２日、16161616 日、５月７日、２１日、６月４日、日、５月７日、２１日、６月４日、日、５月７日、２１日、６月４日、日、５月７日、２１日、６月４日、18181818 日日日日    

場場場場    所：本郷ふじやま公園工作棟所：本郷ふじやま公園工作棟所：本郷ふじやま公園工作棟所：本郷ふじやま公園工作棟                    参加費：５００円参加費：５００円参加費：５００円参加費：５００円        対対対対    象：高校生以上象：高校生以上象：高校生以上象：高校生以上    

定定定定    員：１２名員：１２名員：１２名員：１２名        申申申申込み：込み：込み：込み：往復ハガキで３月２２日（日）往復ハガキで３月２２日（日）往復ハガキで３月２２日（日）往復ハガキで３月２２日（日）までにまでにまでにまでに    多数の場合は抽選多数の場合は抽選多数の場合は抽選多数の場合は抽選    

    

    

 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ６日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

８日(日) 

１日(日) 

４日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

16 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 14 日(土)  21 日(土) 

22 日(日) 

クリーンアップ 10 日(火)  17 日(火) 

広報部会 

ふじやまだより編集会議 

         印刷 

ホームページ制作打合せ 

 

８日(日)  

12 日(木) 

29 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

11 日(水) 

適時 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 当分の間 休みます 

  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。      

春、道端や野原を黄色く染めるタンポポ。ここ数十年の間に外来種が

増えて在来種のタンポポは激減した。ヨーロッパ原産の帰化植物で、

日本には明治時代に渡来したとされる。3 月～10 月と花期が長く「花」

は約 200 の舌状花からできて、実が熟すと白い綿帽子となり膨大な数

が原っぱいっぱいに広がる。在来種との見分けは花の基部につく葉、

「総苞片」が蕾の時から外側に反り返るのが特徴、日本のタンポポと

区別できる。 
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４ 

体験体験体験体験教室のお知らせ教室のお知らせ教室のお知らせ教室のお知らせ   手づくりをお楽しみ下さい お待ちしております。 

((((1111))))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：返信はが持参品：返信はが持参品：返信はが持参品：返信はがきで連絡しますきで連絡しますきで連絡しますきで連絡します    

    

    

★ ＜＜＜＜４月のイベント（予告）４月のイベント（予告）４月のイベント（予告）４月のイベント（予告）＞＞＞＞    詳細は３月号で詳細は３月号で詳細は３月号で詳細は３月号で    

☆ お花見の会お花見の会お花見の会お花見の会    ４月４月４月４月    ５日（日）５日（日）５日（日）５日（日）    10101010 時～時～時～時～13131313 時時時時    雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止    

☆ 筍筍筍筍掘り掘り掘り掘り            ４月４月４月４月 19191919 日（日日（日日（日日（日））））        ９時～９時～９時～９時～12121212 時時時時    雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止        

                    募集人数：募集人数：募集人数：募集人数：25252525 組組組組(1(1(1(1 組組組組 4444 人まで人まで人まで人まで)  )  )  )  申込み：往復ハガキで申込み：往復ハガキで申込み：往復ハガキで申込み：往復ハガキで        締切：締切：締切：締切：3333 月月月月 31313131 日日日日    

    

★１月ふじやま公園来園者数★１月ふじやま公園来園者数★１月ふじやま公園来園者数★１月ふじやま公園来園者数        1,6171,6171,6171,617 名名名名        26262626 年度累計年度累計年度累計年度累計    22,31722,31722,31722,317 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 1111----20202020            TELTELTELTEL：：：：045045045045----896896896896----0590 0590 0590 0590         FAXFAXFAXFAX：：：：045045045045----896896896896----0590590590593333 

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

子ども工作 3月22日（日）10時～12時 

  〃     13時～15時 

竹トンボを作って飛ばそう 

（親子、小学生対象） 

  無料 各先着 

  10名 

木版画教室 

（全４回） 

4月4日（土）13時～16時 

5月2日（土）   〃 

6月6日（土）   〃 

7月4日（土）   〃 

題材自由 

(版木、彫刻刀はこちらで用

意します) 

  300円 3月23日（月） 

  10名 

植物画教室 

（全４回） 

4月6日（月）13時～16時 

5月4日（月）   〃 

6月1日（月）   〃   

7月6日（月）   〃 

「ボタニカルアート」と呼ば

れる植物の細密描写 

（最初の日に用具、他を説

明） 

  無料 3月31日（火） 

  10名 

粘土で簡単人形 

（パリジェンヌⅠ） 

（全４回） 

4月9日（木）13時～16時 

5月7日（木）   〃 

6月11日（木）  〃 

7月9日（木）   〃 

清楚なパリジェンヌを自然

乾燥の粘土で作ります。初

めての方でも簡単に作れま

す 

2,000円 3月12日（木） 

  10名 

粘土で作る 

アクセサリー 

３種類（全３回） 

4月17日（金）9時30分～12時 

5月15日（金）    〃 

6月19日（金）    〃 

自然乾燥で3種類のブロー

チ作りをします。オリジナル

な作品作りが楽しめます 

1,500円 4月7日（火） 

  10名 

（対象：大人） 

初心者茶道 

体験教室 

4月18日（土）13時～16時 

 

(持参：白いソックス) 

古民家で日本の「おもてな

しの心」を茶道を通して体

験してみませんか 

  500円 3月31日（火） 

  10名 

遊 布 4月21日（火）13時～15時30分 五月人形にちなんで飾る  1,000円 4月10日（金） 

  10名  

押し花 4月22日（水）13時30分～16時 18×10cm額押し花絵   2,000円 3月30日（月） 

  10名 

フラワーアレンジ 4月23日（木）13時30分～ 

15時30分 

母の日アレンジ  2,000円 4月8日（水） 

   8名 

  

・開 館 時 間 : ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : 3月4日(水)   毎月第１水曜日 

・クリーンアップ : 3 月 10 日(火) 17 日(火)10 時～11 時  一斉清掃 


