本郷ふじやま公園広報紙

ふじやまだより

第 174 号

2017 年６月 15 日(木)

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。

ふじやまの夏は“七夕飾りとわんこソーメン流し”から
ふじやま公園の夏を彩る「七夕飾り」が７月１日(土)～９日(日)
まで開催されます。来園者が、自分の願いを書いて飾ることができ
るよう、古民家の縁側には七夕の竹を用意します。最近では、
“人気
ゲームを攻略できますように”といった願いも多いのだとか。チビ
ッ子たちは、ふじやまに、様々なご利益があることを知っているの
かもしれません。皆さんも、日頃からの不満や悩み解消を願ってみてはいかがでしょうか。
そして、最終日の７月９日はお待ちかねの“わんこソーメン流し”です。
ふじやまの竹を割って作った樋を流れてくるソーメンをおなか一杯食べて
ください。
“わんこソーメン流しが子どもたちの楽しい思い出になりますよ
うに”スタッフ一同が短冊に託す願いです。
＜わんこソーメン流し＞
7 月９日（日）11 時～12 時 雨天中止
食券 200 円（10 時半から販売） 定員 150 名、当日先着順

新事務局長が決まりました
本郷ふじやま公園運営委員会の平成 29 年度定時総会が５月 25 日に開かれ、辻登前事務局長の退
任と狩野亨新事務局長の就任が決まりました。その後事務局次長のポストが新設され、植野純寛が就
任、会計は田端邦光が担当することになりました。

15 周年記念事業に向けて～ご協力をお願いします
今年度、辻前事務局長からその任務を引き継ぐことになりました。まず、開園以来 15 年の長きにわた
り事務局長として公園の運営にあたり、安定軌道に乗せてここに至った辻前事務局長の功績に対し多
大なる謝意を表します。長い間、本当にお疲れさまでした。
今年は開園して 15 年目という大きな節目の年にあたります。記念となる事業、イベントを企画し、皆さ
んの協力の下に推し進めていくつもりですので、ご協力のほどをよろしくお願いします。
また日常の管理運営については、地域の人たちがつねに安全で、安心して集い、憩える場所であるよ
うに心がけていきます。これからの事業を円滑に遂行していくためには、会員の皆様のご支援ご協力が
不可欠ですので、これまで以上によろしくお願いいたします。
（事務局長 狩野 亨）
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★グリーンサポーター活動、今年もふじやまで竹林整備
栄区に本社を置く人工宝石のトップメーカーである㈱信光社の
新入社員、グループリーダーなどに、今年は芝浦メカトロニクスの
みなさんも加わり約 30 人が、例年の新人教育の一環として、5 月
９日、公園の竹林で整備作業を行いました。適切に竹を間引くため
に里山ボランティアと一緒に切り倒し、さらに１ｍくらいに切りそ
ろえるなど、慣れない作業でしたが、自然の中でいい汗をかいていました。

昔の道具 和鋏(ワバサミ)
鋏(ハサミ)は、日常的によく使われる道具の一つです。 形態として
は、片刃のついた２枚の金属をねじでつなぎ、そのねじを支点に開閉
して物を切断する洋鋏と、中間部がばねになっており支点が刃から離
れている握り鋏(和鋏)とがあります。今では洋鋏が一般的になり和鋏
はほとんど見かけません。
和鋏は古墳時代後期に中国を通じて伝わったと考えられています。
かつては布の裁断などの用途には伝統的に鋏ではなく小刀が用いられていたため、鋏の普及は
限られていました。量産されるようになったのは江戸時代からで、一般庶民に普及したのは江戸
時代末期から明治中期です。その背景には、衣服の洋装化により従来以上に複雑な布の裁断が必
要となったことが一因と云われています。
皆さんのお宅でも裁縫箱や引出しの奥に残っているかもしれません。探し出して試してみて
ください。

秋の収穫祭に向けて、サツマイモが元気！
ふじやま公園のイベントの中でも人気の秋の収穫祭で、石焼き芋に使
われる紅あずまの苗 300 本が５月中旬植えつけられ、直後の雨にも恵ま
れたおかげですくすくと育っています。これから真夏の陽を浴びて、エ
ネルギーを蓄えて、おいしいイモになって、子ども達に掘られる日を待
っています。

６月上旬、長屋門左にある薬草園に植えられた２０株の牡丹の上部一面が、ヨシズで
覆われた。この牡丹、５月の花期には雨から花を守るために色鮮やかな傘をさしていたが、この
ヨシズは、葉が日焼けしないよう、夏の西日から木を守るための
ものだそうだ。このほかにも、花が咲き終わった後には、樹勢を
回復するためのお礼肥も施されたという。
スタッフからそんな話を聞いていた来園者からは、“随分過保護
な花だねー”と一言が。長い間“花の王様”と崇め続けられる裏
には、こんなにも多くの手間がかかっていることを知って、まる
で人間社会を見るようだと思わずため息がでてきた。
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変化朝顔
朝顔は奈良時代、中国から持ち込まれ薬草として使われた。江戸時代に
花色の変わりが見つかりこれを契機に鑑賞用の栽培が盛んになる。当時
は双葉のうちからランク付け、本葉の段階では品評会などがあり、変化
朝顔の人気が高まった。
変化朝顔には４つの系統がある。
「獅子咲系」
：葉が縮む、よじれるなど
乱れた花の姿。
「采咲系」
：葉、花ともに細かく切れている。
「台咲・車咲
系」
：それぞれ花の筒の部分が折れ返って突き出る。
「正木系」
：毎年同じ
花が咲く。古民家前で、7 月頃から見ることができる。

《今年も変化朝顔にチャレンジです！》
当園では昨年にも増して変化朝顔を研究、試行錯誤しながら作業が始まりました。まずは用具、
容器、土を吟味して用意、種は１粒ずつ背にカッターで「芽きり」を入れま
す。浅い撒き箱→ビニールポット→小鉢上げ→本小鉢上げと植え替えていき、
容器ごとに違う土、植える深さ温度管理など目が離せません。その間、短日
処理・牡丹探り（本葉２枚のとき光を当てる時間を調整・蕾が米粒大のとき
割って見る）などして出物（変化朝顔）株を調べます。発芽から 60 日で開
花予定です。開館早々の時間帯に是非お出かけください。

『いろり辺雑記
いろり辺雑記』
辺雑記』 から（原文のまま）
♦

♦

意外と昔遊びができました。バドミントンの練習をやるために来たけど、
昔遊びをずっとやりたい（市内、10 代、仲間と）
息子が好きで、よく遊びに来させていただいています。
四季が感じられてとても楽しいです。（市内、30 代、家族と、行事に）

平成 29 年７月度ボランティア活動予定
部 会・事 項

日

程

部 会・事 項

日

事務局会議

７日(金)

古民家歴史部会 部会

９日(日)

農芸部会 部会

13 日(木)

古文書解読勉強会

２日(日)

月曜日 木曜日

歴史探訪

５日(水)

作業
里山部会 作業

工作棟部会

部会

子ども工作準備

15 日(土)

22 日(土)

クリーンアップ

４日(火)

23 日(日)

広報部会

12 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

程

18 日(火)

８日(土)
14 日(金)
30 日(日)

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)へご連絡ください。
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体験教室のお知らせ
教室名
子ども工作

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

日
時
7月16日(日) 10時～11時
〃
13時～14時
8月19日（土）13時～16時

内 容
押し花のコースター作り
（保護者同伴、小学生)
四季を感じながらおもてなしの
心を学びましょう
さわやかな夏のリース

参加費

応募期限
当日先着順
無料
各10名
初心者茶道
7月31日（月）
体験教室
500円
5名
フラワー
8月24日（木）13時30分～
8月11日（金）
アレンジメント
15時30分
2,000円
8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

いろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんか
日 時：７月
時：７月 20 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
★ よこはまウォーキングポイント 歩数計のリーダーがあります。
ウォーキングの季節です。ふじやま公園管理事務所窓口にリーダーが設置されています。
ご希望の方は窓口でお申出ください。９時～17
ご希望の方は窓口でお申出ください。９時～17 時。
★ 水琴窟
日本庭園の南端に、和風庭園技術の傑作の一つである水琴窟があります。
水滴が作出す琴の音に似た妙なる音をお楽しみください。
★ 公園のボランティア会員を募集しています
公園の色々な行事や維持管理は登録ボランティア会員の活動によって支えられています。
正月飾り・七草粥・正月遊びから年末餅つき会までの年中行事の企画・設営・実施
古民家主屋の維持管理・清掃・保守作業
古民家に残されあるいは寄贈された農具・道具類の仕分け・整理
古民家に残されあるいは寄贈された農具・道具類の仕分け・整理
小岩井家に残された江戸後期から大正までの古文書や地域の文字情報の解読・公開
農園・花壇・薬草園・梅林の栽培・育成・収穫など土に関わる作業
里山・竹林の整備、竹炭の炭焼き
いろいろな手作り工作の体験教室・子ども工作の講
いろいろな手作り工作の体験教室・子ども工作の講師
・子ども工作の講師
公園のＰＲとしての本紙ふじやまだよりの制作・発行、ホームページの制作・公開
来園の皆さんへの、主屋の造り・農具・道具などの
来園の皆さんへの、主屋の造り・農具・道具などの説明
、主屋の造り・農具・道具などの説明
小学生への昔の道具や暮らしの学習支援
等々 あなたの活躍の場が見つかります。
参加希望の方は、下記公園事務所までご連絡ください。
参加希望の方は、下記公園事務所までご連絡ください。
★ ５月ふじやま公園来園者数 5 月度来園者数
・開 館 時 間
・入
館
料
・休
館
日
・クリーンアップ

:
:
:
:

2,649 名

29 年度累計 5,308 名

９時～17時
無 料
毎月第１水曜日(７月５日)
毎月第１・３火曜日 10 時～11 時（７月４日・18 日）

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

FAX：
FAX：045045-896896-0593
0593

