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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 里山楽々山歩！
初夏の里山を吹き抜ける風が、葉桜となった大樹をざわざわと揺らし、
ふじやま全体が緑の濃淡美しい里と模様替えをしています。
５月のゴールデンウイークも過ぎ、子どもの声で賑わったふじやま公
園も、穏やかな小鳥のさえずりに耳を傾けながらゆっくり歩く季節を迎
えました。散策路の道標に沿って登れば、どこからでも頂上の富士信仰
の対象である冨士講碑に辿り着きます。ここに
は、富士講碑が４基並んでおり、石碑や台座に
刻まれた碑文は、当時の村の様子を伝える貴重な資料となっています。
初夏の息吹きをからだいっぱいに詰め込んで、元気ある人は 300 に
およぶ階段に挑戦しながらスミレの花を愛で、ベテラン諸氏は小さな
登り降りをゆっくりと竹林の静けさをかみしめます。老若男女誰でも
楽しむことができる楽々山歩を楽しんでみませんか。山歩きのおともに『本郷ふじやま公園散策
マップ』をどうぞ。公園事務所窓口でお配りしています。

＜富士講碑文＞
富士講碑文＞ 右側の碑から順に
◆ 南無妙法蓮華経
◆ 参明藤開山、裏面に講紋、台座に村名など
◆ 食行身禄□菩薩
◆ 小御嶽石尊大権現（この石碑は開園後に発見された。）
と刻まれている。

ネス湖の怪物がネッシーならふじやまのそれは「フッシー」か。公園
の元大橋口から古民家への坂を下って、右手に古民家が見えるあたりで、左
手の藪に駆け込む小動物を見た。ちょっと距離があったせいか、さては老眼
のせいか、サッカーボールよりは小さい、猫や犬ではない…というくらいし
か分からなかった。もちろん走って見に行ったがカサッという音もない。た
ぬき、ハクビシン、キジ…といろいろ考えてみて、公園の先輩に聞いてみた
ら、諸条件を勘案して、コジュケイかな？という返答。１年くらい前にはこ
のあたりでキジを見たという人もいるので、ぜひもう一度「フッシー」に遭
遇してみたい。
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◆ことしは豊作、楽しい筍掘りでした！
恒例になった竹林整備・筍掘りが４月 19 日（日）、25 家族 113
人が参加して行われました。ちょっと不作だった昨年に比べると
直前に雨に恵まれたおかげでことわざ通りの雨後の筍状態でした。
それだけに大きく育っていたのが多く、子どもたちは掘るのに苦
戦。終わって、収穫を一緒にしてくじ引き。｢自分の掘ったのよりもっと大きいのが当たった｣｢ま
た来年来たいね｣などの声で家路につきました。

◆五月人形の前で呈茶会
鯉のぼりが五月晴れの青空を泳ぐ５月３日（日）、武者人形が
飾られたお座敷では呈茶会が開かれました。多くの女性や子ども
たちに混じって、紋付袴姿で参加した男性もいて、ちょっと緊張
しながらおいしそうにお茶やお菓子をいただいていました。

古民家 Q&A 鯉のぼり
Q：鯉のぼりはいつごろから揚げるようになりましたか？
A：端午の節供に鯉のぼりを揚げるようになったのは江戸末期からと云われ
ています。奈良・平安時代の端午の日は、災厄を避けるため軒に菖蒲やよ
もぎを挿しました。武家の時代になり戸外に武者絵幟や作り
物の槍、長刀、兜などを立てるようになりました。
江戸中期になると庶民の間から登竜門の故事になぞらえ、鯉のぼりが生れまし
た。18 世紀の末頃から大きな鯉のぼりを立てることが流行り、浮世絵の題材に
取り上げられるようになりました（左写真：歌川広重作）。明治以降都市部では
武者絵ののぼりは衰え、鯉と吹流しだけを揚げるようになりました。鯉のぼりは
明治までは紙製でしたが、木綿製になり現在は化学繊維製になりました。

公園の自動火災報知設備の改修を行いました
ふじやま公園のフレームチェッカーなど自動火災報知設備は 10 年以
上経過し、経年劣化が心配され、部品の交換や機器の点検など改修工事
を本年２月に行いました。配線やリレーなど通常目に見えないところは
勿論、直接に表示・操作を行う検知器や表示盤も更新されました。

竹林整備のボランティアを、今年も信光社の皆さんが
竹林などの緑地の持続的な管理のために行っている栄区のグ
リーンサポーター活動の一環として、今年も栄区に本社を置く
人工宝石のトップメーカー㈱信光社の桂田社長、新入社員、グ
ループリーダーなどのみなさん 19 人が４月 28 日（火）にふじ
やま公園の竹林で整備作業を行いました。竹を間引くために切
り倒し、２ｍくらいに切りそろえるなど、慣れない作業でした
が、自然の中での作業は楽しく、たっぷりの汗をかきました。
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チガヤ

イネ科

河原や野原などに群生する多年草。葉は線形で長く伸び、茎の先
に子犬の尻尾のように柔らかく銀白色の花穂を付ける。白い毛の
間から雄しべが伸び風によって花粉を散らす。高さ 30～80 ㎝に
なりススキ同様、今でも屋根材に利用される。根茎は漢方で薬用
に使用される。弓道場入口付近、一面に生えるチガヤが美しい。

よこはまウォーキングポイントのリーダーを設置しています
横浜市は市民の皆さんに、ウォーキングを通して、日常生活の中で
楽しみながら継続して健康づくりに取り組むことができるウォーキン
グポイント事業を昨年後半から実施しています。歩数計によって計測
された歩数に応じてポイントが与えられます。歩数は公共施設や協力
店舗に設置されるリーダーに歩数計をかざすと、歩数に応じたポイン
トが加算されます。ポイントに応じて 3000 円相当の協力店舗限定で使
える商品券などのプレゼントが、抽選で３ヵ月に 1 回当たります。
本郷ふじやま公園の管理事務所窓口にもリーダーが設置されています。ご来園の際ご利用くだ
さい。

『いろり辺雑記』 から（原文のまま）
◆

昔の遊び道具で遊ぶのが楽しかったです。前にも古い古民家に来たのですが、
そこよりも大きくて、昔の家の構造を見ることができました。また来たいです。

（鎌倉からきました）（10 代 家族で）
◆ 昔の家ってめちゃめちゃおもしろい（９歳

家族で）

平成 27 年６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

５日(金)

古民家歴史部会 部会

14 日(日)午前

農芸部会 部会

15 日(月)

古文書解読勉強会

7 日(日)午前

月曜日 木曜日

歴史探訪

3 日(水)

作業
里山部会 作業

工作棟部会

部会

子ども工作準備

13 日(土)

20 日(土)

2 日(火)

クリーンアップ

28 日(日)

広報部会

10 日(水)

ふじやまだより編集会議
印刷

適時

ホームページ制作打合せ
囲炉裏守 囲炉裏焚き

16 日(火)

７日(日)午後
13 日(土)
5 月 28 日(木)

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。
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体験教室のお知らせ
体験教室のお知らせ
教室名
子ども工作
(親子 小学生)
藍の生葉染め
簡単
デコパージュ
大人の竹工作
（全3回）
押し絵
(全2回)
初心者茶道
体験教室
布ぞうり作り

2015 年 5 月 15 日(金)

手づくりをお楽しみ下さい

お待ちしております。

日
時
内 容
6月21日(日)10時～12時 割りばしと輪ゴムで作るゴム
〃
13時～15時 鉄砲を作って遊ぼう
6月30日(火) 13時～16時 シルクのストールを「スカイ
ブルー」に染めます
7月２日（木）10時～12時 「IDホルダー制作」
ペーパーナプキンを切って
貼って楽しみます
7月 3日(金)13時～16時 青竹の花入れ（花器）
7月10日（金） 〃
7月17日（金） 〃
7月 7日(火)13時～16時 ホタルブクロ
7月14日（火） 〃
7月18日(土)13時～16時 茶道を通しておもてなしの
心を学ぶ
7月24日(金)10時～15時 一日で一足完成します

参加費
無料
2,000円
800円

500円

応募期限
終了１時間前
まで 各10名
６月20日(土)
12名
6月20日(土)
8名
6月20日（土）
6名

1,500円

6月25日(木)
12名
500円
6月30日(火)
10名
700円
6月30日(火)
12名
里山の
7月25日(土)10時～12時 美味しいそばを打てます
800円
７月12日(日)
そば打ち塾
自分で打ったそばの試食
6名
(1)応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）
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
、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
(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。

・・・・お知らせ・・・・
・・・お知らせ・・・・
★ 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
日 時：６月 18 日(木) 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 当日参加自由 無料
★ 寺子屋 ６ 江戸庶民のくらし、そ
江戸庶民のくらし、その豊かさを問う
、その豊かさを問う(
の豊かさを問う(再掲)
再掲)
日 時：６月 13 日(土) 13 時～15
場 所：工作棟
時～15 時 30 分
定 員：15
申込み：往復はがきで５月
員：15 名
申込み：往復はがきで５月 30 日(土)までに 多数の場合は抽選
★ 七夕飾り(
日 時：７月１日(
場 所：古民家主屋縁側
七夕飾り(予告)
予告)
時：７月１日(水)～７月７日(
～７月７日(火)
★ わんこソーメン流し(
わんこソーメン流し(予告)
予告)
日 時：７月５日(
雨天中止
場 所：古民家前庭
時：７月５日(日)11 時～12
時～12 時
定 員：150
食 券：200
当日先着順
員：150 名
券：200 円 販売は 10 時半から
★ ふじやまだより 150 号(次号)
次号)記念として『ふじやま公園の植物』
記念として『ふじやま公園の植物』(
『ふじやま公園の植物』(仮称)
仮称)を特集します。
を特集します。
別刷り保存版です。
別刷り保存版です。公園事務所窓口でも
です。公園事務所窓口でも配布します
公園事務所窓口でも配布します。
配布します。
★４月ふじやま公園来園者数
平成 27 年度累計 2,128 名
月ふじやま公園来園者数 2,128
2,128 名
・開 館 時 間 : ９時～17時
・入
館
料： 無 料
・休
館
日 : ６月３日（水） 毎月第１水曜日
・ク リ ー ン ア ッ プ ：６月２日(火) 16 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
0593

