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五月人形・呈茶会も中止～コロナウィルス拡散防止のため～ 

鯉のぼりは負けずにゆうゆうと空を泳いでいます 

新型コロナウイルスの影響で、お花見

もひな祭り呈茶会もなくちょっぴり寂し

かった春ですが、ふじやまの里山はもう

新緑が映え風薫る季節です。さわやかな

空気に包まれ春から初夏。新しく形を整

えられた木々も緑を吹き込まれ、当公園

で一番いい季節が今年もやってきます。

子どもたちの健全な成長を願う心はいつ

の時代も同じですが、令和になって 1 年

経った今年はまた違った思いがするもの

です。五月人形展示はコロナウイルス拡

散防止のため古民家主屋が依然として閉

鎖されているので今年は展示中止となり

ました。                                                                                                     

でも空には鯉のぼり。こちらは端午の

節句を祝うように、コロナウイルスに負けずにゆうゆうと泳いでいます。季節の花に因んで

「菖蒲の節句」ともいう端午の節句に欠かせないのはなんといっても菖蒲湯。大きな鯉のぼり

を見て、うちに帰ってゆっくりと湯につかり「災」から身を守り、新型何とかを忘れるのがい

いでしょう。 

 

新型コロナウイルスが猛威をふるっている。予防ワクチンがない現状では、

医師でもない我々が予防するにはマスク、手洗い

と密閉、密集、密接の３密を避けるくらいしか方法はなく、ちょ

っと出かければすぐ３密だ。そこでふじやま公園の出番だ。工作

棟と主屋は３密を避けるため閉鎖されているが、広い前庭と畑や

里山エリアは清々と広い。季節は新緑。ここにお弁当を持ってく

れば１日過ごせる。（古民家エリアは飲食禁止）ぜひご来園を。 

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    
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ダイヤモンド富士は残念でした～次は秋分の日あたり～ 

 年２回ふじやま公園から見えるダイヤモンド富士は、３月 25、26

日はともに手前の雲が厚くてちょっとのところで見えなくて、撮影

に訪れた人たちを残念がらせました。翌 27 日は、北の稜線を転が

るように見える「コロコロ富士」で、こちらは視界も良く見事に転

がっていきました。＝写真＝  次のダイヤモンド富士は秋分の日

あたりなので、ぜひ当公園で眺めてください。 

公園ＨＰに歴史探訪アーカイブス完全版が 

内容がどんどん進化しているふじやま公園ホームページに、また新しい項目が増えました。

2004 年に始まった歴史探訪の詳細なコースを 1 回ごとに紹介した歴史探訪アーカイブスの完全

版です。第 1 回は 2004 年の 9 月 12 日、公園近くの八軒谷戸から昇竜橋、白山神社、光明寺など

を経て中野バス停まで歩くコース。そこから 140 回を超えるすべてのコースを紹介している。自

分で行ってみたいところの周辺を調べるのに最適です。ぜひご活用を。 

土間と広間との仕切戸 大阪障子 

数年前に土間から広間に上がる境にある仕切戸の名称は何ですかの質問を受けま

した。これは大阪障子と云います。大阪の商家などにおいて、土間と居室などの仕切戸に使われ

ました。表は格子で裏が組子の脱着可能な障子をケンドン方式で取付けたものです。こったデザ

インですが、季節や気分に応じて裏側の障子組子をはずせば格子戸に早変わりし、風通しもよく

なり、部屋からの景色も一変する、とても機能的な建具です。細い格子を通して明るい店先がよ

く見える反面、外から暗い中は良く見えません。  

『旧小岩井家住宅主屋並びに表門移築復元工事報告書』（以下報告書と略称）主屋解体考察の

項の中で「土間の西面は、･･･・ 腰高障子が４枚建て込まれている。」と記載されています。一

方「広間は、････ 土間境の建具と思われる腰付き格子戸が４枚見つかった。････」と記載があ

ります。そして報告書では古民家主屋には障子の数は 34 枚とあり、この仕切戸は障子に分類さ

れています。 

復元後の現状は土間からみると腰高格子戸に見え、広間からみると腰高障子に見えます。広間

側から障子の組子を取外すことが出来ます。(時々脱落するので、現在は固定してあります) 

主屋見学の際は確かめてください。障子の種類は荒組、桝組、竪繁(ﾀﾃｼｹﾞ)などがあります。ふ

じやまだより第 19 号、179 号でも解説しています、参考にしてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広間広間広間広間からからからから 土間か土間か土間か土間からららら    
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令和２年５月度ボランティア活動予定 

 

 

 

 

 

《 ウォーキングポイントのリーダーがあります 》 

横浜市は市民の皆さんに、ウォーキングを通して、日常生活の中で楽しみな

がら継続して健康づくりに取り組むことができるウォーキングポイント事

業を実施しています。歩数計によって計測された歩数に応じてポイントが

与えられます。歩数は公共施設や協力店舗に設置されるリーダーに歩数計

をかざすと、歩数に応じたポイントが加算されます。ポイントに応じて抽選

により協力店舗限定で使える商品券などのプレゼントが年に何回か当たり

ます。本郷ふじやま公園の管理事務所窓口にもリーダーが設置されていま

す。御来園の際ご利用ください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ２日(土) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

10 日(日) 

休みます 

休みます 

農芸部会 部会 

     作業 

18 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ９日(土) 12 日(火) 

16 日(土) 24 日(日) 

クリーンアップ ５日(火) 19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 

 

８日(金) 

14 日(木) 

31 日(日) 

工作棟部会 部会 27 日(水) 

囲炉裏守 囲炉裏焚き 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(TEL 045-896-0590)にご連絡ください 

『いろり辺雑記』 から（原文のまま） 

２歳の娘にいろんな物を見せてあげられてよかったです。 

私達が小さい頃に使っていた黒電話！！！！ 

なつかしくて嬉しかったです。      （ 市内 20 代、家族で ） 

 

 

 

 シャガ    （ 射  干 ） 

アヤメ科の中国原産の植物で、古い時代に日本に渡来してそれ

が野生化したと言われている。開花期は４～５月ごろで、白っぽ

い紫のアヤメに似た花をつける。 

繁殖力が強く、根を横に伸ばして広がるため、森林周辺の木陰な

どの、やや湿ったところに群生することが多い。種ができないた

め株分けで増やす 

公園では、長屋門前の水路わきに植えられている。 
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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。        

なお、新型コロナウイルス感染症への対応の為，体験教室と下記の“お知らせ”のなお、新型コロナウイルス感染症への対応の為，体験教室と下記の“お知らせ”のなお、新型コロナウイルス感染症への対応の為，体験教室と下記の“お知らせ”のなお、新型コロナウイルス感染症への対応の為，体験教室と下記の“お知らせ”の行事等を行事等を行事等を行事等を中中中中止す止す止す止す    

ることがあります。あらかじめご承知ください。ることがあります。あらかじめご承知ください。ることがあります。あらかじめご承知ください。ることがあります。あらかじめご承知ください。    

    

    

★★★★    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：６時：６時：６時：６月月月月 18181818 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    当日先着順当日先着順当日先着順当日先着順            無料無料無料無料    

    

★ ふじやま手打ちそばの会ふじやま手打ちそばの会ふじやま手打ちそばの会ふじやま手打ちそばの会    そば打ち研究会のメンバーが腕によりをかけた手打ちそばをどうぞそば打ち研究会のメンバーが腕によりをかけた手打ちそばをどうぞそば打ち研究会のメンバーが腕によりをかけた手打ちそばをどうぞそば打ち研究会のメンバーが腕によりをかけた手打ちそばをどうぞ    

日日日日    時：６月時：６月時：６月時：６月 12121212 日日日日((((金金金金))))、、、、13131313 日日日日((((土土土土))))及び及び及び及び 14141414 日日日日((((日日日日))))    11111111 時～時～時～時～13131313 時時時時    

数数数数    量：各日共量：各日共量：各日共量：各日共 30303030 食食食食        当日先着順当日先着順当日先着順当日先着順    

        価価価価    格格格格：：：：400400400400 円円円円    

    

★★★★    ５５５５月月月月からからからからの行事予定の行事予定の行事予定の行事予定        詳細は改めてお知らせします。詳細は改めてお知らせします。詳細は改めてお知らせします。詳細は改めてお知らせします。    

        ４月８日４月８日４月８日４月８日((((水水水水))))～５月～５月～５月～５月 11111111 日日日日((((月月月月))))    鯉のぼり掲揚鯉のぼり掲揚鯉のぼり掲揚鯉のぼり掲揚        五月人形の飾付は中止します。五月人形の飾付は中止します。五月人形の飾付は中止します。五月人形の飾付は中止します。    

５月５月５月５月５５５５日日日日((((火火火火))))        端午の節句呈茶会端午の節句呈茶会端午の節句呈茶会端午の節句呈茶会    中止します。中止します。中止します。中止します。    

５月５月５月５月 24242424 日日日日((((日日日日))))    ふじやま茶会ふじやま茶会ふじやま茶会ふじやま茶会 2020202020202020 はははは 11111111 月に延期します。月に延期します。月に延期します。月に延期します。    

        ６月６月６月６月 14141414 日日日日((((日日日日))))    第３回にぎわい座出前寄席第３回にぎわい座出前寄席第３回にぎわい座出前寄席第３回にぎわい座出前寄席はははは秋に延期します秋に延期します秋に延期します秋に延期します。。。。    

    

★★★★    歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪    

第第第第 145145145145 回回回回    ５月６日５月６日５月６日５月６日((((水水水水))))    港南台港南台港南台港南台((((野鳥の小径野鳥の小径野鳥の小径野鳥の小径))))散策コー散策コー散策コー散策コースススス    

        新型コロナウ新型コロナウ新型コロナウ新型コロナウイイイイルス感染ルス感染ルス感染ルス感染症症症症への対応のため中止します。への対応のため中止します。への対応のため中止します。への対応のため中止します。    

    

★★★★    ふじやま公園来園者数ふじやま公園来園者数ふじやま公園来園者数ふじやま公園来園者数        ３月来園者数３月来園者数３月来園者数３月来園者数    1,4521,4521,4521,452 名名名名        元年度元年度元年度元年度総総総総計計計計    18,74418,74418,74418,744 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----0593059305930593  

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限定員 

絵手紙 

 (全４回) 

６月９日(火)、16日（火） 

７月14日（火）、21日(火) 

  13時～16時 

はがき絵の基礎を学び、 

身近なものや風景を画いて

みましょう 

600円 ５月25日(月) 

   ９名 

押し花絵 ６月19日(金) 

  13時30分～15時 

夏の湖面のけしき 1,500円 ６月９日(火) 

   ５名 

初心者茶道体験教室 ６月21日(日) 

  12時30分～15時30分 

ご自身で抹茶を点て 

    飲んでみましょう 

 500円 ６月９日(火) 

   10名 

フラワーアレンジメント ６月25日(木) 

  13時30分～15時30分 

今流行のフェイクフラワーで

さわやかな初夏の花を 

2,300円 ６月９日(火)  

   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  但し、主屋と工作棟は５月６日まで閉鎖しています 

・休 館 日 :  毎月第１水曜日ですが５月はゴールデンウイーク中につき開館します 


