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本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

長屋門の近くで茶の木を見た。新茶の時期はとっくに過ぎ、去年 

の花の実がついて、感覚的にはシニアという状態だった。でもそれを見 

て鮮明に思い出したことがある。ボランティアで訪問したスリランカで

紅茶作りを手伝ったことだ。ちょうど同じようなちょっと元気をなくし

たような木だったのだ。日本茶も紅茶も「１芯２葉」といって上から３ 

枚のやわらかい葉だけを使うというのにも感心したものだった。自分の人生も軟らかい時代は過

ぎ、この茶の木のようにごわごわした葉ばかりになったと思っていたが、まだ花は咲かせる力が

あるかも知れない、と自分にハッパ。頑張れ、頑張れ 

    

    

    

    

    

   

    

    

 

 

7 月 5 日は わんこソーメン流し 

あっという間に季節は巡り、もう気分は梅雨を通り越してす

っかり夏模様。ふじやま公園の夏の風物詩のひとつ、「七夕飾

り」が７月２日(木)～７日(火)まで開催されます。古民家縁側

で大きく天を仰ぐ笹竹のはるか向うには織姫と牽牛の二つの

星が年に 1 度のめぐり会いの準備に余念のないことでしょう。 

二つの星が、天の川をはさんで最も光輝く旧暦７月７日（今年は 8 月 20 日）を一年に一度の

めぐりあう日とした七夕を新暦に置き換えて、古民家主屋縁側では、夏の風物詩をかたどったさ

まざまな飾りや、短冊などを飾って、２つの星のめぐり会いを祈り、また私たちの願いをかなえ

て下さいと祈ります。 

昔から、お金が貯まりますように、成績が良くなりますように、家族が健康でありますように

…と願い、それは今も変わりません。みんなも短冊に自分の願いを書いて飾ってみましょう。７

月５日（日）には、お持ち帰り用に竹の小枝を多数用意しますの

で、家に帰って家族中で願いを書いて飾って下さい。 

またこの日、ふじやま公園のイベントの中でも人気の「わんこ

ソーメン流し」が行われます。大きな青竹の中を、波にゆられな

がら流れるわんこソーメンは涼しさ満点の気分が味わえます。小

さなお子さんには、野菜・魚釣りゲームも準備してあり、大いに

賑わいます。 

＜わんこソーメン流し＞ ７月５日（日）11 時～12 時 雨天中止 

            食券 200 円（10 時半から販売） 定員 200 名  

 

 

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。 
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古民家 Q&A ホイロ 

農園にドームハウスが出現 

歴史探訪・100 回へ向けて  ～地元・栄区を歩いています～ 

「端午の節句」のおかたづけ 

元気な子ども達を迎え、活躍したこいのぼりや五月人形も無事

務めを終えました。５月 18 日（月）はポールの撤去作業、19 日

（火）には五月人形が片付けられました。19 日は約 20 人のスタ

ッフが、大事に箱詰めして縛る人、大きな箱を２階まで運ぶ足腰

強い人などそれぞれの持ち場で特技を発揮し、２時間半かかってやっと終了。 

来年の節句まで古民家主屋に収納です。 

     

今年度の歴史探訪は、昨年度から続いた金沢区が終わり、6 月からいよいよ地元栄区のコース

が始まりました。６月３日(水)の「八軒谷戸～光明寺ほか」は、あいにくの雨模様のなか、14

名もの参加者がありました。 

そして、現在の計画では、９月に“第 100 回”の大台を迎えます。歴史探訪が始まったのは

平成 16 年 10 月、それから１年 10 回(正月と８月休み)として 10 年間歩き続けてきました。こ

れまでの経過は、昨年の「ふじやまだより５月号」に書いたので省きますが、延べ参加者は 1,800

人を超えます。 

 今後は以前歩いたコースも辿る予定です。“歩いて健康”「歴史探訪」にふるってご参加くださ

い。（古民家歴史部会 長谷川 一郎）                 

 

 

五月晴れとなった５月のとある日、農園ではドームハウスづく

りがおこなわれていました。脚立の上に立って丸太を打ちこみ、

山から切ってきた竹を組んで骨格ができると、それに網をかけハ

ウスが完成。中を覗いてみるとスズムシのえさにするキュウリや

ナスが育っています。 

 スズムシ用にしては手をかけすぎではと思って聞いてみると、囲いを

しておかないとカラスやリスに食い荒らされてしまうからとのこと。こ

んなスズムシの恵まれた環境に私たちもあやかってみたいものです。         

 

 

Q：主屋の大戸を入って右側にある箱状のものは何ですか？ 

A：製茶用の焙炉(ホイロ)です。茶葉を下から弱く加熱して乾燥しつ

つ、茶葉に手作業を加えるように工夫された道具です。構造は火

を保つ炉の部分と茶葉を入れる助炭(ジョタン)の部分から成りま

す。製茶作業は蒸し、揉み、乾燥の順に行われます。ホイロでは揉みと乾燥が行われます。下

部の炉に炭火を入れその上に助炭をかぶせます。助炭は木枠に鉄板を取付けその上に和紙を何

枚も張っています。熱せられた助炭で蒸した茶葉を手で揉みながら乾燥します。揉んだ茶は障

子に刺さるほどピンと伸びるようにとも云われました。 

当地域でもかつては自宅の周りに茶を植え、自家で製茶し販売もしていました。昭和初期の

上之地区の茶の生産量が 120 貫というデータがあります。公園にあるホイロはその名残と考

えられます。助炭の面積は約 0.7 m2
、深さ 12 cm、炉部分の高さは約 90 cm です。 
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スイバ   タデ科 

平成 27 年７月度ボランティア活動予定 

「ふじやまだより」が創刊 150 号を迎えました 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

公園の広報紙ふじやまだよりは、平成 15 年 1 月の創刊以来毎月 15 日の

発行を重ね、この６月で記念すべき 150 号を迎えました。当初は器具等が

整っていなかったため、公共施設を転々としながらの会議・印刷と苦労の

連続でしたが、21 年に印刷機と折り機が導入され、現在の態勢を整えるこ

とができました。 

今回 150 号記念として『ふじやま公園に咲く花』を作成しました。これ

により公園をより身近に感じていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

１日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

16 日(木)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 11 日 (土 ) 18 日(土)  

26 日(日) 

クリーンアップ ７日(火)  21 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 

 

９日(木) 

13 日(月) 

６月 28 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

８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。 

『『『『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（原文のまま）から（原文のまま）から（原文のまま）から（原文のまま）    

・かぶとがいっぱいあってびっくりしました。わたしは、そろばんをならってい 

ますが、いまのそろばんは下の玉が４こなのに、昔のそろばんは玉が５こあった 

ことをはじめてしりました。（市内 10 代 家族と） 

・ふじ山公園は、昔遊びのものがたくさんあり、昔のことを学ぶこともできていいところだ 

と思いました。このまま、たくさんの人に昔のことをしってもらいたのしんでほしいと思 

いました。そして、ふじ山ではいろいろなイベントをやっているので、ぜひきてほしいと 

思いました。（市内 10 代 仲間と） 

 

人里周辺の野原や土手など、日当たりのよいところに生え、日本各地に生

育する。花茎は高さ 30 ㎝～1ｍ、無柄で長形の葉は茎を抱くように付く。

５月～６月、茎の先端に赤い小さな花穂を付ける。茎や葉に酸味があり有

害なシュウ酸を含む。酸っぱい葉の意味から各地でスカンポと呼ばれる。 

 

創刊号 
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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。 

(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。    

    

    

★ 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：７月時：７月時：７月時：７月 16161616 日日日日((((木木木木))))    10101010 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６寺子屋６寺子屋６寺子屋６    神奈川のなぞとき～雑学の栞神奈川のなぞとき～雑学の栞神奈川のなぞとき～雑学の栞神奈川のなぞとき～雑学の栞    

日日日日    時：時：時：時：7777 月月月月 18181818 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：古民家主屋所：古民家主屋所：古民家主屋所：古民家主屋    

定定定定    員：員：員：員：15151515 名名名名            申込み：往復はがきで申込み：往復はがきで申込み：往復はがきで申込み：往復はがきで 6666 月月月月 30303030 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    

★ 寺子屋６寺子屋６寺子屋６寺子屋６    竹は木か草か－イネ科竹は木か草か－イネ科竹は木か草か－イネ科竹は木か草か－イネ科    江戸の粋と名主たち江戸の粋と名主たち江戸の粋と名主たち江戸の粋と名主たち    

日日日日    時：８月８日時：８月８日時：８月８日時：８月８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：工作棟所：工作棟所：工作棟所：工作棟    

定定定定    員：員：員：員：15151515 名名名名            申込み：往復はがきで７月申込み：往復はがきで７月申込み：往復はがきで７月申込み：往復はがきで７月 25252525 日日日日((((土土土土))))までにまでにまでにまでに    多数の場合は多数の場合は多数の場合は多数の場合は抽選抽選抽選抽選    

★★★★本公園のホームページ制作に興味ある方を募集しています。本公園のホームページ制作に興味ある方を募集しています。本公園のホームページ制作に興味ある方を募集しています。本公園のホームページ制作に興味ある方を募集しています。    

        第３面の制作打合日をご見学下さい。第３面の制作打合日をご見学下さい。第３面の制作打合日をご見学下さい。第３面の制作打合日をご見学下さい。    

＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞＜お詫びと訂正＞    

        第第第第 149149149149 号第３面｢竹林整備のボランティアを、今年も信光社の皆さんが｣号第３面｢竹林整備のボランティアを、今年も信光社の皆さんが｣号第３面｢竹林整備のボランティアを、今年も信光社の皆さんが｣号第３面｢竹林整備のボランティアを、今年も信光社の皆さんが｣のののの記事中、社長の記事中、社長の記事中、社長の記事中、社長の    

お名前は正しくは米澤社長でした。関係のみなさんへ深くお詫び申上げお名前は正しくは米澤社長でした。関係のみなさんへ深くお詫び申上げお名前は正しくは米澤社長でした。関係のみなさんへ深くお詫び申上げお名前は正しくは米澤社長でした。関係のみなさんへ深くお詫び申上げ、訂正し、訂正し、訂正し、訂正します。ます。ます。ます。    

    

★５月ふじやま公園来園者数★５月ふじやま公園来園者数★５月ふじやま公園来園者数★５月ふじやま公園来園者数    2,5402,5402,5402,540 名名名名        平成平成平成平成 27272727 年度累計年度累計年度累計年度累計    6,1166,1166,1166,116 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 ７月19日(日) 10時～12時 

   〃    13時～15時 

“ペットボトルで風鈴を” 

窓辺に下げて楽しもう。 

（小学生対象） 

  無料 

 

受付：先着順 

 10時～11時 

 13時～14時 

 各 10名 

粘土で作る 

簡単人形 

 

（全４回） 

8月 6日（木）13時～16時 

9月10日（木）   〃 

10月8日（木）9時30分～12時 

11月12日（木）    〃 

“パリジェンヌ（Ⅱ）” 

パリのショッピングを 

楽しむ人形。楽しく 

簡単です。(大人対象) 

2,000円 7月20日（月） 

  10名 

初心者茶道 

体験教室 

8月15日（土）13時～16時 

        

茶道を通して日本の「お

もてなし」の心を体験す

る。 持参：白いソックス 

 500円 7月31日（金） 

  10名 

フラワー 

アレンジ 

8月27日（木）13時30分～ 

            15時30分 

 

ブリザーブドＦでさわや

かな夏の花をアレンジ 

します。(16才以上) 

2,000円 8月12日(水) 

8名 

   

・・・お・・・お・・・お・・・お    知知知知    らららら    せ・・・せ・・・せ・・・せ・・・    

・開 館 時 間 ：９時～17時  

・入  館   料 ：無 料 

・休 館 日 ：７月１日(水) 毎月第１水曜日 

・クリーンアップ  :７月７日(火)，21 日(火)10 時～11 時  一斉清掃 


