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親しみやすい公園に少しずつ変身！ 

横浜スタジアム２個分！の広さがあるふじやま公園が少

しずつ変わろうとしています。４月号でお知らせしました里

山保全管理計画がすでにスタートし、樹木の密生地では伐採

が始まり、古木に変わって新しい樹木が植えられたりしてい

ます。また、高くなり過ぎた樹は適当な高さのところで切っ

ていく…などの作業が進んでいます。 

この計画は「富士塚のある生活に寄り添った里山」をテーマにふじやま公園の里山エリアを、

将来にわたって安全で安心して散策できるように少しずつ整備していこうという中長期計画で、

開園 15 周年をきっかけに今年度にスターとしたものです。散策路を新しく作ったり、コースを

変えたりするわけではないので、里山全体を見ればあまり変化はなさそうに見えるのですが、見

慣れた場面を切り取ってみれば,あれっと思うところもあります。 

今年度は元大橋口から富士塚までの「桜を楽しむエリア」や、「富士塚エリア」などで計画が

着手され、里山最高峰の富士塚＝写真＝から富士山が見えるように周囲の樹木を伐採するなどの

計画があり、来年度は古民家周辺の「植栽地エリア」で始ま

る予定です。 

この計画とは別に、花で親しめる公園にしようという企画

で、ボタンに続いてアジサイが古民家周辺に 200 株近く植え

られ、倍増しました。まだまだアジサイ寺と呼ばれる鎌倉･明

月院の 2500 株には遠く及ばないのですが、いずれ大きく成長

してアジサイ公園と呼ばれる日が来るかもしれません。 

 

 

今年は梅が大豊作だった。成り年ということもあったのかも知

れないが、ウメの木が盛期を迎え、それぞれの木が頑張ったの

だろう。ウメの収穫を増やすため、肥料をやった方とやらない

方を比較しているのだが、もう肥料が必要ないほどの収穫量に

なってきた。ウメの実で梅干を作って、七草粥の箸休めにした

り、お花見の出店で販売したりしているのだが、来年はいい梅

干が提供できそうだ。また渋柿の枝に接木をした甘柿にもいい実がついているようで秋が楽し

みだ。公園でボランティアをしていると、いろいろな植物に元気をもらえる。 

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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◆盛況だった“七夕飾りとわんこソーメン流し” 

梅もぎ 

 

 

今年も７月１日～９日まで古民家前に４本の笹竹が飾られまし

た。短冊には「おひめさまになりたい」、「パンダの赤ちゃんおめで

とう」などの可愛い願い事をたくさんの方に書い

て頂きました。七夕は私たちが小さい頃から今も

受け継がれ楽しい思い出となっています。 

７月９日は当園でも人気のわんこソーメン流

しでした。青竹を流れるわんこソーメンは涼しさ満載です。汗を拭きながら

何個もお代わり？する子ども達、なかには薬味をたっぷり入れて大人の味を

楽しむ子も。釣りゲームやミニ笹飾りも待ち時間に楽しんでいただきました。

今年も工夫を重ね準備したスタッフは子ども達の笑顔にいやされました。 

 

 

梅雨時の風物詩としてすっかり定着した感のあるふじやま

の梅もぎですが、今年はまだ梅雨入り前のためか、うす曇り

で例年になく涼しい、絶好のコンディションの中で行われま

した。今年は、農芸部員のほか、里山部員も参加して収穫さ

れた梅は約 200 キロ。その日のうちに選別を行い、小さかっ

たり、傷ありなどのＢ級品を除き、梅干しとして使用したの

は 58 キロ。秋のイベントでは“ふじやまの梅干し”として販売の予定です。 

 

夏休み子ども工作祭り～親子で楽しもう～ 

宿題の工作はふじやま公園で作っちゃおう！ 

 

毎月工作棟で開かれている体験教室の「子ども工作」が、夏

休みの終盤、8 月 20 日(日)にふじやま公園 15 周年記念「夏

休み子ども工作祭り」として開催されます。竹とんぼ、べえ

べえ笛、竹ぽっくり、ペットボトルで窓飾り、きらきらアクアボトルなどの他、当日先着 10

人限りで子ども椅子も作れます。それぞれ専門のボランティアが親切に教えてくれるので 1

人でいくつかの品が作れます。当日午前 10 時から、材料がなくなれば終了です。いずれも無

料。子ども椅子は小学生以上。＝写真は昨年の区民祭り＝ 

《スズムシを差し上げます！》 

 古民家内でたくさんのスズムシが孵化しました。7 月末から希望者に差

し上げます。キュウリやナスなどを食べ成長しています。さらに成長過

程を楽しみながら秋にはスズムシの声に癒されてみては如何でしょうか。

簡易容器は用意しておりますが容器持参も歓迎です。当園事務所までお

越しください。 
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マダケ  イネ科  

在来種で北海道を除く日本各地に自生・栽培される。マダケは、モウ

ソウチクより遅くアジサイやハナショウブの咲く頃が収穫期。皮を剥

ぎ縦二つ割りにし水から煮て、煮物、炒め物、汁ものなどに重宝され

る。竹材としての収穫は９月頃に。物干し用の竿竹もマダケを加工し

たもの。竹取物語のかぐや姫はマダケから産まれたとされている。竹

の皮は無毛で滑らかで、ちまきなど食べ物を包むのに使われる。公園

の竹林に点在する。 

 

平成 29 年８月度ボランティア活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《ふじやま公園のメールアドレスが変わります》 

 本郷ふじやま公園のメールアドレスとホームページのサーバーが変わります。 

これまでのレンタルサーバー取扱会社(KDDI)の都合です。新しいサーバーになり、公園独自の

ドメインを設定し、容量が飛躍的増加します。その結果、ホームページをより充実することが出

来、アドレスの効果的な運用が期待できます。公園内の変更作業は７月中に終わる予定です。 

 

 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ４日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

13 日(日) 

６日(日) 

休みます 

農芸部会 部会 

     作業 

21 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 12 日(土) 19 日(土) 

27 日(日)   

クリーンアップ 1 日(火) 15 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 

 

６日(日) 

13 日(日) 

27 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

休みます 

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)へご連絡ください。 

 

『『『『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）    

♦ 前から来てみたかったので、本日、娘と来られてよかったです。 

ふじやま公園にたどり着くまでの急な登り坂も面白さのひとつになりました。 

古民家の木材の味のある色！！すごく好きです。ガスも便利ですが、昔のいろりのある家も 

すごく住んでみたくなりますね。(市内 30 代 母) 

♦ 学校で一度来たけれど、また来られてよかったです。前に来たときは４年生だったので 

記おくがさかのぼったように楽しかったです。なので、また来たいと思いました。（10 代 娘） 
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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むかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんかいろりの火を囲んでむかし話を楽しんでみませんか    

日日日日    時：８時：８時：８時：８月月月月 17171717 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    

★★★★    ６６６６月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数月ふじやま公園来園者数        ６月度来園者数６月度来園者数６月度来園者数６月度来園者数    1,0901,0901,0901,090 名名名名            29292929 年度累計：年度累計：年度累計：年度累計：6,3746,3746,3746,374 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１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－栄区鍛冶ヶ谷１－20202020            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 

親子で楽しもう～

夏休み子ども 

工作祭り 

8月20日(日) 10時～13時 

 

子ども椅子（小学生以上） 

竹トンボ、ベェベェ笛、 

竹ポックリ、ペットボトルで窓飾

り 他 

 無料 当日先着順 

布細工 

（全２回） 

9月 7日（木）13時～16時30分 

9月22日（金）   〃 

節分用のねずみとお豆 1,000円 8月31日（木） 

   12名 

絵手紙 

（全４回） 

9月12日､19日､10月10日､17日 

何れも火曜日 13時～16時 

はがき絵の基本を学び実際に

画いてみましょう 

600円 8月29日（火） 

   10名 

フラワー 

アレンジメント 

9月14日（木）13時30分～ 

15時30分 

大人シックなモーブカラーの

秋色アレンジ 

2,000円 9月5日（火） 

8名 

布ぞうり作り 9月15日（金）10時～15時 一日で一足完成します  700円 8月31日（木） 

   12名 

初心者茶道 

体験教室 

9月16日(土)13時～16時 

          

四季を感じながらおもてなしの

心を学びましょう 

500円 8月31日（木） 

     5名 

七宝焼 9月20日（水)13時～15時 好きな色の釉薬でイヤリングを

作ります 

700円 9月13日（水） 

6名 

創作人形 

（全３回） 

９月21日、10月19日、11月16日 

何れも木曜日の13時～16時 

樹脂粘土で作る葉っぱの妖精 

透明感のある桜色した女の子 

1,200円 9月 8日（金） 

   10名 

里山の 

そば打ち塾 

9月23日（土）10時～12時30分 手打ちそばを体験しましょう。 

試食と持ち帰りができます 

800円 9月 8日（金） 

   10名 

押し花絵 9月26日（火）13時～16時 秋の草花絵を額に入れる 2,000円 9月20日（水） 

    6名 

伝統工芸「鎌倉

彫」を彫る 

（全3回） 

9月27日（水）、10月11日（水） 

10月25日（水） 13時～16時 

～ひまわり文～を彫る 2,000円 8月31日（木） 

    10名 

遊 布 9月29日（金）13時～15時30分 豊作願い案山子人形（男女） 1,000円 9月15日（金） 

   10名 

・・・お知らせ・・・・・・お知らせ・・・・・・お知らせ・・・・・・お知らせ・・・    

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : 毎月第１水曜日（８月２日） 

・クリーンアップ : 毎月第１・３火曜日 10時～11 時（８月１日・15 日） 


