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本郷ふじやま公園 

運営委員会発行 

花のある風景をめざして～四季を通じて楽しめる公園に～ 

    

    

    

    

    

    

  

    

    

  

                 

 

本郷ふじやま公園運営委員会 事務局長 狩野 亨 

 

新年あけましておめでとうございます。会員の皆さまには日

頃から公園の運営に多大なるご協力をいただき厚くお礼申し

上げます。また来館者の皆様、関係行政機関の方々のご尽力に

も心からの感謝とお礼を申し上げます。 

昨年から開園 15 周年を記念して様々な祝賀行事を実施してきましたが、その一環として、ア

ジサイ、ボタンを植え「花のある古民家」を目指す元年としました。今年はさらに発展させ、四

季を通じて楽しめる「花のある風景」を作り出せるよう心掛けていきたいと思います。 

今年も１月７日の“七草粥と正月遊び”から年間の行事がスタートしました。今年のすべての

行事を成功させるためには会員の皆さまの協力が欠かせません。これまで同様に行事へのご参加、

ご協力のほどをよろしくお願いします。そして皆さまが今年一年、心身共に健康で過ごされるこ

とを祈っています。 

開園 15 年周年の記念式典でつきたての紅白餅を！ 

 ２月 15 日(木)はふじやま公園の開園記念日です。10 時から記念式

典と餅つき会を行います。つきたての紅白餅を先着 200 名の来園者

に進呈します。餅引換券は 9 時 30 分から配付します。皆さんで開園

をお祝いください。 

 

延期になった能舞･能管コンサートを 3月 18 日に開催します 

昨年秋に台風のために中止・延期になった能舞・能管コンサートを 3 月

18 日（日）に開催します。演目はほぼ同じですが春らしいものを加える

予定です。（写真は前回のものです） 

★第７回能舞・能管コンサート ３月 18 日（日）16 時 30 分～18 時 

 古民家主屋で 定員 80 名 無料 出演は熊谷眞知子金剛流能楽師、 

根岸啓子一噌流能笛奏者、ほか社中の皆様 

・ふじやま公園特製のそばがあります。30 人限定、300 円。 

＜申し込み＞往復ハガキで本郷ふじやま公園まで。そば希望者はその旨明記してください。 

ともに多数の場合は抽選。締切は２月 28 日（水）。 

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    

    



ふじやまだより 第 181 号 2018 年 1 月 15 日(月) 

◆公園の行事は「七草粥と正月遊び」から 

◆ 大盛況‼ 年末餅つき会 

昨年のもの 

 

 

12 月 17 日、一年を締めくくるふじやま公園の年末餅つき会が、小春

日和の暖かな日差しの中開催されました。今回も、受付前から多くの人

が長屋門の前に並び、200 パックの引換券は

15 分で完売。 

また、テント内で行われた年賀状やミニ正月飾り作りも大盛況でし

たが、の餅つきは、つき手が少なくみんなへとへと。「恒例の餅つきも

高齢になったな。」などとオヤジギャグも飛びかっていました。 

  

 

 お正月明けの 1 月 7 日、この日は 13°と暖かく前庭ではたく

さんの笑い声に包まれ新年の行事、“七草粥とお正月遊び”が

行われました。唐の時代から日本に伝わったとされる「若菜摘

み」という風習から七草粥を食べ無病息災を願いました。この日は 163 名のお客

様が体に優しい餅の入った七草粥をいただき、大人の方から子供さんまで「美味

しい」の声を頂きました。前庭では羽根つきやコマ回し、竹馬などの昔懐かしい

遊びに興じ、今年は家族みんなで笑顔のスタートとなったようです。今年も健康

でありますように。 

 

～七草の寄せ植え展示中です～ 

 12 月中頃から真竹を加工して当園に似合う竹囲の“箱庭”が出

来ました。今年は農芸スタッフが散歩を兼ね湿地帯まで七草を探

しに行っては、まだ花のない小さな芽に迷いました。春の七草は

…セリ、ナズナ（ぺんぺん草）、ゴギョウ（母子草）、ハコベラ、

ホトケノザ（コオニタビラコ）、スズナ（カブ）、スズシロ（ダイ

コン）の７種です。特にホトケノザは他に２種似ているものがあ

りますが、成長して花が咲くと違いが判ります。是非ご覧くださ

い。 

 

昨年暮れに、市からのアドバイザー派遣で、梅の良好な管理 

というテーマで実地指導が行われた。公園の会員ボランティアや一

般市民まで参加して、意義ある研修会だった。梅の実をたくさんな

らせるために、どの枝をどう剪定するかを教えてもらった。大事な

ことは、急がないことで、一度にたくさんの枝を切らない、２、３

年かけて木を弱らせない剪定をするということと、肥料を毎年欠か

さないこと。梅だけでなく人生にも通用しそうな原則だ。しかも、これで公園の名物梅干しがも

っとおいしくたくさん出来ることだろう。 

 

 

２



ふじやまだより 第 181 号 2018 年 1 月 15 日(月) 

ハボタン   アブラナ科 

平成 30 年 2月度ボランティア活動予定 

寄せ植えなどに昔から利用されている。花言葉はお祝い事にピッ

タリな「祝福」、「慈愛」、「利益」など。安価で見た目も牡丹に見

えることから寒牡丹の代用としてお正月飾りに広まる。キャベツ

の仲間で冬になると紅、白、ピンク、クリーム色など葉の色が鮮 

やかになる。日当たりが良く風通しのよい場所で育つ。葉を少し残した状態で更に育てる

と「踊りハボタン」となり、数本の茎の先端に葉を付け面白い形になる。小ぶりの品種も

ある一年草。花壇に寄せ植え。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《古民家でおいしい手打ちそばが食べられる！》 

開園 15 周年記念行事の一つとして「古民家で味わう手打ちそばの会」が２

月 18 日（日）から 25日（日）の 8 日間、毎日午前 11 時から午後２時まで行

われます。公園のそば研究会が日ごろの研究の成果を披露するもので、１日

15 食限定で先着順、料金は 300 円。古民家の板の間で食べます。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ２日(金) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

11 日(日) 

4 日(日) 

７日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

19 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 10日(土) 17日(土) 

25 日(日)   

クリーンアップ ６日（火）13 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 

 

４日(日) 

11 日(日) 

25 日(日) 

工作棟部会 部会 

子ども工作準備 

28 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）    

♦ 江戸時代からつがれてきたと聞いて、とても昔の家の感じがして、いいと 

思いました。また来ます。（市内 10 代 仲間と） 

♦ むかしのくらしがこんなんだとは知りませんでした。こんなくらしをして 

みたいです。 

むかしのくらしにびっくりしました。そろばんをやりたくなりました。 

（市内 10 代と 30 代 家族で） 

３



ふじやまだより 第 181 号 2018 年 1 月 15 日(月) 

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。    

    

    

★★★★    開園開園開園開園 15151515 周年式典周年式典周年式典周年式典    お餅つき会お餅つき会お餅つき会お餅つき会    みんなで搗こう祝餅みんなで搗こう祝餅みんなで搗こう祝餅みんなで搗こう祝餅    

        日日日日    時：２月時：２月時：２月時：２月 15151515 日日日日((((木木木木))))    10101010 時～時～時～時～12121212 時時時時                場場場場    所：古民家前庭所：古民家前庭所：古民家前庭所：古民家前庭    

        搗きたて紅白餅を無料進呈搗きたて紅白餅を無料進呈搗きたて紅白餅を無料進呈搗きたて紅白餅を無料進呈    先着先着先着先着 200200200200 名名名名（引換券配付（引換券配付（引換券配付（引換券配付：：：：９時９時９時９時 30303030 分～）分～）分～）分～）    

★★★★    文化財防火デー文化財防火デー文化財防火デー文化財防火デー    消防訓練消防訓練消防訓練消防訓練    

        日日日日    時：時：時：時：１１１１月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))    11110000 時～時～時～時～11111111 時時時時        場場場場    所：古民家主屋所：古民家主屋所：古民家主屋所：古民家主屋及び前庭及び前庭及び前庭及び前庭                

        通報通報通報通報    初期消火初期消火初期消火初期消火    救出救出救出救出    放水訓練放水訓練放水訓練放水訓練        最後に消火器操作訓練を行います最後に消火器操作訓練を行います最後に消火器操作訓練を行います最後に消火器操作訓練を行います    ご参加くださいご参加くださいご参加くださいご参加ください    

★★★★    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        語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう    

日日日日    時：２時：２時：２時：２月月月月 15151515 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    

★ 雛人形飾り雛人形飾り雛人形飾り雛人形飾り    

２月２月２月２月 11114444 日日日日((((水水水水))))からからからから３月３月３月３月 12121212 日日日日((((月月月月))))までまでまでまで    古民家主屋座敷古民家主屋座敷古民家主屋座敷古民家主屋座敷    

江戸時代後期から現江戸時代後期から現江戸時代後期から現江戸時代後期から現代代代代までの雛人形をまでの雛人形をまでの雛人形をまでの雛人形を見比べて見比べて見比べて見比べてくだくだくだくださいさいさいさい    

３月３日３月３日３月３日３月３日((((土土土土))))には雛人形を見ながらの呈茶会を予定していますには雛人形を見ながらの呈茶会を予定していますには雛人形を見ながらの呈茶会を予定していますには雛人形を見ながらの呈茶会を予定しています((((詳細は次号で詳細は次号で詳細は次号で詳細は次号で))))    

    

12121212 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                1,6121,6121,6121,612 名名名名                    29292929 年度累計年度累計年度累計年度累計        16,53616,53616,53616,536 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 

絵手紙 

（全4回） 

2月13日(火)、20日（火） 

3月13日（火）、20日（火） 

何れも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 １月30日(火) 

10名 

子ども工作 2月18日（日）10時～11時 ～小鳥の巣箱作り～ 

（保護者同伴可、小学生） 

無料 当日先着順 

10名  

七宝焼き 3月 6日（火）13時～15時 

 

つばき模様のブローチを作ります 500円 ２月24日(土) 

6名 

パステル 

シャインアート 

3月15日（木）13時～16時 誰でも簡単に描けるパステル 

アート ～桜の花～ 

700円 ２月27日(火) 

   10名 

初心者茶道 

体験教室 

3月17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 ２月28日(水) 

5名 

フラワー 

アレンジメント 

3月22日（木)13時30分～ 

          15時30分 

春色リース 2,000円 ３月６日（火） 

 8名 

里山の 

そば打ち塾 

3月24日（土）10時～ 

12時30分 

手打ちそばの基本を学び 美味

しいそばを打ち 自分で打ったそ

ばを試食します 

800円 ３月９日（金） 

  10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 : 毎月第１水曜日（２月７日） 

・クリーンアップ : 毎月第１・３火曜日 10時～11 時（２月のみ６日・13 日） 

４


