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コロナウイルス感染対策で公園運営にいろいろな影響

お花見会、竹林整備

 

花見会は、新型コロナ肺炎感染防止のため中止と

いつもと同じように、磯辺餅やジャガバタ、甘酒などの屋台店

はじめ特設舞台ではマジックショーや日本舞踊、郷土芸能…な

ど盛りだくさんイベントを用意していたのですが、残念ながら

中止となりました。背が高くなりすぎてだいぶ背丈をカットさ

れた桜の木のお披露目も来年まで延期。この他２月から４月い

っぱいのイベント、人形浄瑠璃文楽の会、ひな祭り呈茶会、竹林整備

になりました。イベントだけでなく､工作棟で行われる体験教室、古民家主屋での初心者茶道体

験教室、いろり端お話の会、歴史探訪も中止、さら

具なども一時撤去…と、公園はめっきり寂しくなりました。しかし肺炎の終息とともに

も

人形浄瑠璃文楽の再演は９月下旬か

てほしいという要望が殺到し、

の皆様のご厚意で、秋にも再演を…という案が持ち上がってい

肺炎の終息次第なのですが、今のところ

な

 

今年も雛人形が古民家主屋に勢ぞろいした。お

園の方を残念がらせることもあったが、その間人知れず展示、新型コロナにもめげず、伝統を守

ってくれた人形たちだ。
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た。公園の保坂会長や栄区の星崎区長はじめ、近隣の人たちなど

人以上が訪れ、公園の開園
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古民家主屋横の機械室にある消防用エンジンポンプの更新工事が始まり、３

月３日に旧ポンプが撤去され、翌４日に新ポンプが搬入されました。重さ２ト

ンの巨大ポンプ本体、主屋横の狭い場所という位置的なことなどから難しい作

業かと思われましたが、クレーンが釣り上げて軽々と主屋の屋根を超えていき

先般、来園者に主屋について説明の際、同伴の小学生から囲炉裏を指さし｢中

の白い粉は何ですか｣の質問がありました。半世紀前の暮らしは灰の出る暮しで

した。灰は薪などが熱源であった時はどこの家に見られましたが、熱源が電気・ガスに変わって

必要になり、灰は姿を消しました。

灰は薪などが燃焼させたとき、あとに残った粉末であり、植物性物質中に含まれる不揮発性無

機成分が強熱灰化したものです。灰の成分はカリウム、カルシウム、ナトリウム、

アルミニウム、ケイ素の酸化物が半分以上です。灰は単なる残存物ではなく肥料

として今でも広く使用されています。以前は肥料だけでなく洗浄剤、染色、和紙、

やきもの、醸造などに活用されました。農家では灰を灰小屋に貯蔵し、一部を売

渡していました。江戸・京阪では灰を商売とする｢灰買い｣がいたことが記録され

江戸時代には川越

の町に定期的に｢灰の市｣がたっていました。また、本紙前号で紹介したように灰は火を保持する

古民家主屋には囲炉裏があり、灰が入っています。じっく

り観察してください。しかし灰は飛散しやすいので気を付けてください。 

 

もうすっかりおなじみになったにぎわい座の出前寄席の第 3 回

に開かれます。今回も若手有望株の二つ目、

写真左＝の落語と、音曲の桂小すみさん=写真右＝という異

の取り合わせで、江戸情緒たっぷりの寄席気分が味わえます。当日は

円です。申し込みは電話

で、住所、氏名、電話番号、人数を

お知らせください。後日入場券引換ハガキを送ります。当日は 30 人限定でふじ

円で提供します。希望者多数の場合は抽選と

古民家主屋横の機械室にある消防用エンジンポンプの更新工事が始まり、３

月３日に旧ポンプが撤去され、翌４日に新ポンプが搬入されました。重さ２ト

ンの巨大ポンプ本体、主屋横の狭い場所という位置的なことなどから難しい作

業かと思われましたが、クレーンが釣り上げて軽々と主屋の屋根を超えていき

先般、来園者に主屋について説明の際、同伴の小学生から囲炉裏を指さし｢中

の白い粉は何ですか｣の質問がありました。半世紀前の暮らしは灰の出る暮しで

した。灰は薪などが熱源であった時はどこの家に見られましたが、熱源が電気・ガスに変わって

必要になり、灰は姿を消しました。 

灰は薪などが燃焼させたとき、あとに残った粉末であり、植物性物質中に含まれる不揮発性無

の町に定期的に｢灰の市｣がたっていました。また、本紙前号で紹介したように灰は火を保持する

古民家主屋には囲炉裏があり、灰が入っています。じっく

写真右＝という異

の取り合わせで、江戸情緒たっぷりの寄席気分が味わえます。当日は 13

円です。申し込みは電話

で、住所、氏名、電話番号、人数を

人限定でふじ

円で提供します。希望者多数の場合は抽選と

先般、来園者に主屋について説明の際、同伴の小学生から囲炉裏を指さし｢中

の白い粉は何ですか｣の質問がありました。半世紀前の暮らしは灰の出る暮しで

した。灰は薪などが熱源であった時はどこの家に見られましたが、熱源が電気・ガスに変わって

 

灰は薪などが燃焼させたとき、あとに残った粉末であり、植物性物質中に含まれる不揮発性無

の町に定期的に｢灰の市｣がたっていました。また、本紙前号で紹介したように灰は火を保持する

古民家主屋には囲炉裏があり、灰が入っています。じっく

写真右＝という異

13 時

円です。申し込みは電話

で、住所、氏名、電話番号、人数を

人限定でふじ

円で提供します。希望者多数の場合は抽選と
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ました。新ポンプのテストを兼ねて４月に消火訓練が予定されています。
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ました。新ポンプのテストを兼ねて４月に消火訓練が予定されています。

 

 

 

 

《 前庭の柿の木を剪定しました

しょう。 

 

 

５才と９才

 竹馬とても楽しかったです。

   

  おじいちゃん家にきたときはぜったいいきます

                

    

  部 会・事

事務局会議 

農芸部会 部会

     作業

里山部会 作業

工作棟部会 

囲炉裏守 囲炉裏焚き

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所

中国やヒマラヤ地方を原産地とする落葉植物で

薄い黄色の花を咲かせる。ジンチョウゲの仲間で、どの枝も三つに分

かれることがその名の由来となっている。

木は繊維が細く強いのが特徴で、

名。古くから

くさ）”という名で

公園では、

斜面下に
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竹馬とても楽しかったです。

おじいちゃん家にきたときはぜったいいきます

                

会・事 項 

 

部会 

作業 
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 部会 

囲炉裏焚き 

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所

中国やヒマラヤ地方を原産地とする落葉植物で

薄い黄色の花を咲かせる。ジンチョウゲの仲間で、どの枝も三つに分

かれることがその名の由来となっている。

繊維が細く強いのが特徴で、

古くから縁起の良い植物とされ、万葉の歌などでは

”という名で詠まれている。

公園では、「花のある公園事業」の一環で、長屋門から農園へと続く

斜面下に 2 年前に植えられ、昨年
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辺雑記』 

令和２年４月

ました。新ポンプのテストを兼ねて４月に消火訓練が予定されています。

前庭の柿の木を剪定しました

 

しまった、古民家前庭の花壇横にある柿の木を２月

しました。市から派遣された樹木アドバイザーが樹形を整えたり、

徒長枝を剪定したりして、見違えるようになりました。実の大き

な渋柿ですが、今年はたくさん

ひろかったからすみたい

竹馬とても楽しかったです。

おじいちゃん家にきたときはぜったいいきます
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４日(土)

20 日(月)

月曜日 

11 日(土)

26 日(日)

22 日(水)

 当分の間

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所

中国やヒマラヤ地方を原産地とする落葉植物で

薄い黄色の花を咲かせる。ジンチョウゲの仲間で、どの枝も三つに分

かれることがその名の由来となっている。

繊維が細く強いのが特徴で、

縁起の良い植物とされ、万葉の歌などでは

詠まれている。

「花のある公園事業」の一環で、長屋門から農園へと続く

年前に植えられ、昨年
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前庭の柿の木を剪定しました 
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しまった、古民家前庭の花壇横にある柿の木を２月

しました。市から派遣された樹木アドバイザーが樹形を整えたり、

徒長枝を剪定したりして、見違えるようになりました。実の大き

な渋柿ですが、今年はたくさん

ひろかったからすみたい

竹馬とても楽しかったです。 県外 

おじいちゃん家にきたときはぜったいいきます

                県外 

  程 

) 
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 木曜日 

) 18 日(土

) 

) 

当分の間 休みます

公園ボランティア活動に関心のある方、公園事務所

中国やヒマラヤ地方を原産地とする落葉植物で

薄い黄色の花を咲かせる。ジンチョウゲの仲間で、どの枝も三つに分

かれることがその名の由来となっている。

繊維が細く強いのが特徴で、良質な

縁起の良い植物とされ、万葉の歌などでは

詠まれている。 

「花のある公園事業」の一環で、長屋門から農園へと続く

年前に植えられ、昨年から花をつけ始め
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                     ３ 

 三 椏 

から（原文のまま）
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しまった、古民家前庭の花壇横にある柿の木を２月

しました。市から派遣された樹木アドバイザーが樹形を整えたり、

徒長枝を剪定したりして、見違えるようになりました。実の大き

な渋柿ですが、今年はたくさん

ひろかったからすみたい たけうまもたのしい

 家族で 40

おじいちゃん家にきたときはぜったいいきます!!
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薄い黄色の花を咲かせる。ジンチョウゲの仲間で、どの枝も三つに分

かれることがその名の由来となっている。 

良質な和紙や紙幣の原料として有

縁起の良い植物とされ、万葉の歌などでは

「花のある公園事業」の一環で、長屋門から農園へと続く

から花をつけ始め
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ました。新ポンプのテストを兼ねて４月に消火訓練が予定されています。

号台風の影響でせっかく

しまった、古民家前庭の花壇横にある柿の木を２月

しました。市から派遣された樹木アドバイザーが樹形を整えたり、

徒長枝を剪定したりして、見違えるようになりました。実の大き
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しまった、古民家前庭の花壇横にある柿の木を２月
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「花のある公園事業」の一環で、長屋門から農園へと続く

ました。新ポンプのテストを兼ねて４月に消火訓練が予定されています。 

なった実を全部落として

しまった、古民家前庭の花壇横にある柿の木を２月

しました。市から派遣された樹木アドバイザーが樹形を整えたり、

徒長枝を剪定したりして、見違えるようになりました。実の大き

って干し柿に貢献してくれるで
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中止 

中止 

中止 

７日(火)

 

 

 

９日(木)

14 日(火)

26 日(日)

へご連絡ください

った実を全部落として

しまった、古民家前庭の花壇横にある柿の木を２月 23 日に剪定

しました。市から派遣された樹木アドバイザーが樹形を整えたり、

徒長枝を剪定したりして、見違えるようになりました。実の大き

って干し柿に貢献してくれるで

  程 

) 21 日(火)

) 

) 

) 

ご連絡ください 

った実を全部落として

日に剪定

しました。市から派遣された樹木アドバイザーが樹形を整えたり、

徒長枝を剪定したりして、見違えるようになりました。実の大き

って干し柿に貢献してくれるで
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体験教室のお知らせ

(1)

(2)

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の為

あらかじめご承知ください。

 

 

 

★

 

★

 

★

 

 

 

★

 

★

 

 

 

 

初心者茶道体験教室

  

デコパージュ

初心者

粘土工芸

 (全２回

里山のそば打ち塾

ふじやまだより

体験教室のお知らせ

(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

(2)応募者多数のときは抽選

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の為

あらかじめご承知ください。

★ いろり端むかし話の会

４月 23 日

★ 第１面でお知らせしていますように、４月の行事

竹林整備、人形浄瑠璃文楽は中止となります。

★ ５月から

  ４月中旬～５月中旬

５月 24 日

  ６月 14 日

★ 歴史探訪

会員外で参加ご希望の方は前もって事務所へ電話

第 145 回

★ ふじやま公園来園者数

 

 

本郷ふじやま公園運営委員会

〒247－0009

教室名 

初心者茶道体験教室

デコパージュ 

初心者 竹細工 

粘土工芸 

全２回) 

里山のそば打ち塾

・開 館 時

・入  館

・休 館

ふじやまだより 第 207

体験教室のお知らせ

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

応募者多数のときは抽選

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の為

あらかじめご承知ください。

いろり端むかし話の会

日(木)実施予定分は中止となります。

第１面でお知らせしていますように、４月の行事

竹林整備、人形浄瑠璃文楽は中止となります。

からの行事予定

４月中旬～５月中旬

日(日) ふじやま茶会

日(日) 第３回にぎわい座出前寄席

歴史探訪 ３月、４月は中止しましたが、５月から再開予定です。

会員外で参加ご希望の方は前もって事務所へ電話

回 ５月６日

JR 港南台駅改札口

ふじやま公園来園者数

本郷ふじやま公園運営委員会

0009 栄区鍛冶ヶ谷１－

 

初心者茶道体験教室 ４月

  

４月

  

 ４月

  

５月７日（木）、

  

里山のそば打ち塾 ５月

  

・・・お

開 館 時 間 :  

館   料 :

休 館 日 :  

新型コロナウィルス感染防止

新型コロナウィルス感染防止

新型コロナウィルス感染防止
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体験教室のお知らせ   

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

応募者多数のときは抽選  (3)

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の為

あらかじめご承知ください。 

いろり端むかし話の会   

実施予定分は中止となります。

第１面でお知らせしていますように、４月の行事

竹林整備、人形浄瑠璃文楽は中止となります。

の行事予定  詳細は改めてお知らせします。

４月中旬～５月中旬 五月人形飾り

ふじやま茶会

第３回にぎわい座出前寄席

３月、４月は中止しましたが、５月から再開予定です。

会員外で参加ご希望の方は前もって事務所へ電話

５月６日(水) 港南台

南台駅改札口

ふじやま公園来園者数  ２月来園者数

本郷ふじやま公園運営委員会 

栄区鍛冶ヶ谷１－

日   

４月19日(日) 

  12時30分～

４月23日(木) 

  10時～12時

４月27日（月） 

  10時～15時

５月７日（木）、

  13時～15時

５月30日(土) 

  10時～12時

・・・お

:  ９時～17

: 無 料 

:  毎月第１水曜日

新型コロナウィルス感染防止

新型コロナウィルス感染防止

新型コロナウィルス感染防止

20 年３月 15

   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

本郷ふじやま公園

(3)持参品：返信はがきで連絡します。

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の為

実施予定分は中止となります。

第１面でお知らせしていますように、４月の行事

竹林整備、人形浄瑠璃文楽は中止となります。

詳細は改めてお知らせします。

五月人形飾り   

ふじやま茶会 2020 

第３回にぎわい座出前寄席

３月、４月は中止しましたが、５月から再開予定です。

会員外で参加ご希望の方は前もって事務所へ電話

港南台(野鳥の小径

南台駅改札口 ９時 50

２月来園者数 

  

栄区鍛冶ヶ谷１－20  

   時 

 

分～15時30分

 

時 

 

時 

５月７日（木）、14日(木) 

時 

 

時30分 

・・・お 知 ら

17時  

毎月第１水曜日(４月

新型コロナウィルス感染防止のため

新型コロナウィルス感染防止のため

新型コロナウィルス感染防止のため

15 日(日) 
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手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

本郷ふじやま公園へ  

持参品：返信はがきで連絡します。

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の為、４月中の

実施予定分は中止となります。 

第１面でお知らせしていますように、４月の行事

竹林整備、人形浄瑠璃文楽は中止となります。 

詳細は改めてお知らせします。

    

第３回にぎわい座出前寄席 落語ほか

３月、４月は中止しましたが、５月から再開予定です。

会員外で参加ご希望の方は前もって事務所へ電話

野鳥の小径)散策コース

50 分出発 

 2,273 名  

  TEL：045

分 

ご自身で抹茶を点て

    飲んでみましょう

モロッカン柄ポーチに

 デコパージュしましょう

竹でオリジナルのポックリの

 ストラップ作り

 樹脂粘土で繊細な花の

 ブローチ作り

手打ちそばの基本を学び

美味しいそばを打ち

で打ったそばを試食します

ら せ・・・

４月１日) 

のため４月は中止

のため４月は中止

のため４月は中止

  

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

 

持参品：返信はがきで連絡します。

、４月中の教室

第１面でお知らせしていますように、４月の行事 お花見の会、

 

詳細は改めてお知らせします。 

落語ほか 

３月、４月は中止しましたが、５月から再開予定です。

会員外で参加ご希望の方は前もって事務所へ電話してください。

散策コース 

 

  元年度累計

045-896-0590 

内  容

ご自身で抹茶を点て

飲んでみましょう

モロッカン柄ポーチに

デコパージュしましょう

竹でオリジナルのポックリの

ストラップ作り 

樹脂粘土で繊細な花の

ブローチ作り 

手打ちそばの基本を学び

美味しいそばを打ち

で打ったそばを試食します

せ・・・ 

中止 

中止 

中止 

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

持参品：返信はがきで連絡します。  

教室は中止となります

お花見の会、 

３月、４月は中止しましたが、５月から再開予定です。 

ください。 

 

元年度累計 17,292

0590   FAX：

容 

ご自身で抹茶を点て 

飲んでみましょう 

モロッカン柄ポーチに 

デコパージュしましょう 

竹でオリジナルのポックリの 

樹脂粘土で繊細な花の 

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 

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

 

となります。

 

17,292 名 

：045-896-0593

参加費 

 500円 

 700円 

  300円 

1,000円 

 

 900円 

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

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

。 

0593 

 応募期限定員

 ４月11日

   10名

 ４月15日（水）

   10名

 ４月13日

   10名

FAXで申込可

 ４月21日（火）

   10名

 ４月30日

   10名

 

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 

応募期限定員 

日(土) 

名 

日（水） 

名 

日(月) 

名 

で申込可 

日（火） 

名 

日(木) 

名 


