
本郷ふじやま公園広報紙

 

 

 

 

古民家主屋と工作棟が閉鎖解除、

～わんこソーメン流しは中止します～

閉鎖していた古民家主屋と工作棟が

解除になり、本郷ふじやま公園がいつもの様相を取り戻

しました。その間いろいろなイベントが中止や延期にな

り、これから後半のイベントの合間に組み込んでいきま

すので、これからはイベントが目白押し状態になります。ぜひ公園に足繁く通って下さい。

施することが難しく、

縁側に

ど願い事を書いてください。７日は持ち帰り用の小さな竹も用意します。

旬から咲きはじめ、

項がありますのでご協力をお願いいたします。発熱・

に感染が疑われる場合は利用を見合わせて下さい。

・

 

 

園の魅力を感じて頂くために、閉鎖中に古民家を訪れた人には、主屋の魅力は茅葺屋根だけでは

ないことをぜひ感じてほしい。出番のなったお雛様、花見の屋台店、五月人形たちの無念さを晴

らすように、これからはイベントが
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～わんこソーメン流しは中止します～

新型コロナウイルス感染症対策で２か月以上に及んで

閉鎖していた古民家主屋と工作棟が

解除になり、本郷ふじやま公園がいつもの様相を取り戻

しました。その間いろいろなイベントが中止や延期にな

り、これから後半のイベントの合間に組み込んでいきま

すので、これからはイベントが目白押し状態になります。ぜひ公園に足繁く通って下さい。

例年梅雨の晴れ間を縫うように開催されてきたわんこソーメン流しは２ｍの距離をあけて実

施することが難しく、

縁側に 7 月２日

ど願い事を書いてください。７日は持ち帰り用の小さな竹も用意します。

毎年、夏の風物詩になっている変化朝顔も双葉から本葉を出しすくすくと育っています。７下

旬から咲きはじめ、

なお、閉鎖は解かれましたが、コロナウイルス感染予防の為利用者にはお守りいただきたい事

項がありますのでご協力をお願いいたします。発熱・

に感染が疑われる場合は利用を見合わせて下さい。

利用の場合には次の事項をお守りください。

・来園者名簿の記入

・他の人との距離の確保

感染症を発症した場合は公園に連絡すること…などです。
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の境をしめる大戸や雨戸

板を使用した｢

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

(マイラコ

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

広く用いられましたが襖や障子が普及するにつれ、

切りや

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

ます。密閉性や保温が良いという点もあります。

 

敷－中之間は鏡戸で欅の一枚板

納戸に

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

なお雨戸については戸締りを第

《

 

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

31

へ。優秀作品は表彰します。変化朝顔撮影会は８月

コロナに負

指定管理者第３期の最後の

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

れました。その後、コロナの影響で第

手打ちそばを味わう会も中止に

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦

ウイルス

 

ふじやまだより

の境をしめる大戸や雨戸

板を使用した｢

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

マイラコ)と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを｢舞良戸｣

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

広く用いられましたが襖や障子が普及するにつれ、

切りや納戸の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

ます。密閉性や保温が良いという点もあります。

 古民家主屋では下座敷と中之間、中之間と広間の間仕切りに

敷－中之間は鏡戸で欅の一枚板

納戸にも鏡板

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

なお雨戸については戸締りを第

《 第３回ふじやま公園写真コンテスト開催

 好評を博しているふじやま公園の第３回の写真コンテストを開催

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

31 日(土)で、

へ。優秀作品は表彰します。変化朝顔撮影会は８月

コロナに負

指定管理者第３期の最後の

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

れました。その後、コロナの影響で第

手打ちそばを味わう会も中止に

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦

ウイルス対策の

ふじやまだより 第 210

 主屋内の板戸

 板戸は木枠

の境をしめる大戸や雨戸

板を使用した｢鏡板｣または｢鏡板戸｣、鏡戸に補強あるいは意匠的な

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを｢舞良戸｣

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

広く用いられましたが襖や障子が普及するにつれ、

の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

ます。密閉性や保温が良いという点もあります。

古民家主屋では下座敷と中之間、中之間と広間の間仕切りに

敷－中之間は鏡戸で欅の一枚板

も鏡板戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

なお雨戸については戸締りを第

第３回ふじやま公園写真コンテスト開催

好評を博しているふじやま公園の第３回の写真コンテストを開催

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

で、1 人 3 点までの応募とします。

へ。優秀作品は表彰します。変化朝顔撮影会は８月

コロナに負けず今年もウメが大豊作！

指定管理者第３期の最後の

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

れました。その後、コロナの影響で第

手打ちそばを味わう会も中止に

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦

対策のため中止することになりました。又の機会をお待ちください。

210 号 2020

主屋内の板戸

板戸は木枠(桟あるいは框とも

の境をしめる大戸や雨戸と室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板｣または｢鏡板戸｣、鏡戸に補強あるいは意匠的な

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを｢舞良戸｣

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

広く用いられましたが襖や障子が普及するにつれ、

の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

ます。密閉性や保温が良いという点もあります。

古民家主屋では下座敷と中之間、中之間と広間の間仕切りに

敷－中之間は鏡戸で欅の一枚板(

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

なお雨戸については戸締りを第 180

第３回ふじやま公園写真コンテスト開催

好評を博しているふじやま公園の第３回の写真コンテストを開催

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

点までの応募とします。

へ。優秀作品は表彰します。変化朝顔撮影会は８月

けず今年もウメが大豊作！

指定管理者第３期の最後の２

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

れました。その後、コロナの影響で第

手打ちそばを味わう会も中止に

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦

ため中止することになりました。又の機会をお待ちください。

20 年６月 15

主屋内の板戸 

桟あるいは框とも

室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板｣または｢鏡板戸｣、鏡戸に補強あるいは意匠的な

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを｢舞良戸｣

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

広く用いられましたが襖や障子が普及するにつれ、

の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

ます。密閉性や保温が良いという点もあります。

古民家主屋では下座敷と中之間、中之間と広間の間仕切りに

(厚さ約 1.5

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

180 号で説明しています。

第３回ふじやま公園写真コンテスト開催

好評を博しているふじやま公園の第３回の写真コンテストを開催

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

点までの応募とします。

へ。優秀作品は表彰します。変化朝顔撮影会は８月

けず今年もウメが大豊作！

 剪定や肥料やりなど年間を通しての手入れの良さと好天候

があいまって、今年もウメが大豊作。６月

たちが梅もぎ、長屋門前と梅林のウメが

あり、梅干し用にＡ級の実を昨年の

で翌日クリーアップ部会員たちが漬け込みました。来年の七

草粥でお目見え、花見会で販売の予定です

２年がスタート

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

れました。その後、コロナの影響で第 3 期が 1

手打ちそばを味わう会も中止に 

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦

ため中止することになりました。又の機会をお待ちください。

15 日(月) 

2 

桟あるいは框とも)に木の板をはめ込んだ引戸の総称です。外部と

室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板｣または｢鏡板戸｣、鏡戸に補強あるいは意匠的な

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを｢舞良戸｣

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

広く用いられましたが襖や障子が普及するにつれ、広間

の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

ます。密閉性や保温が良いという点もあります。 

古民家主屋では下座敷と中之間、中之間と広間の間仕切りに

1.5cm)が、中之間－広間は二枚をはぎ合わせたものです。

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

号で説明しています。

第３回ふじやま公園写真コンテスト開催

好評を博しているふじやま公園の第３回の写真コンテストを開催

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

点までの応募とします。応募はメールで

へ。優秀作品は表彰します。変化朝顔撮影会は８月 10

けず今年もウメが大豊作！ 

剪定や肥料やりなど年間を通しての手入れの良さと好天候

があいまって、今年もウメが大豊作。６月

たちが梅もぎ、長屋門前と梅林のウメが

あり、梅干し用にＡ級の実を昨年の

で翌日クリーアップ部会員たちが漬け込みました。来年の七

草粥でお目見え、花見会で販売の予定です

年がスタート 

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

1 年延長されました。

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦

ため中止することになりました。又の機会をお待ちください。

  

に木の板をはめ込んだ引戸の総称です。外部と

室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板｣または｢鏡板戸｣、鏡戸に補強あるいは意匠的な

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを｢舞良戸｣

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

広間と奥の間仕

の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

古民家主屋では下座敷と中之間、中之間と広間の間仕切りに鏡板戸が用いられています。下座

が、中之間－広間は二枚をはぎ合わせたものです。

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

号で説明しています。 

 》 

好評を博しているふじやま公園の第３回の写真コンテストを開催

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

応募はメールで hongofujiyama@hongofujiyama.jp

10 日(月＝休

剪定や肥料やりなど年間を通しての手入れの良さと好天候

があいまって、今年もウメが大豊作。６月

たちが梅もぎ、長屋門前と梅林のウメが

あり、梅干し用にＡ級の実を昨年の

で翌日クリーアップ部会員たちが漬け込みました。来年の七

草粥でお目見え、花見会で販売の予定です

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

年延長されました。 

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦

ため中止することになりました。又の機会をお待ちください。

に木の板をはめ込んだ引戸の総称です。外部と

室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板｣または｢鏡板戸｣、鏡戸に補強あるいは意匠的な

理由で中桟を入れたものを｢帯戸｣、上桟と下桟の枠組みに舞良子

と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを｢舞良戸｣

などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が

の間仕

の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付

けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があり

鏡板戸が用いられています。下座

が、中之間－広間は二枚をはぎ合わせたものです。

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。 

好評を博しているふじやま公園の第３回の写真コンテストを開催

します。テーマはふじやま公園で、花でも古民家でも、また里山で

も、公園を楽しむ人たちでも何でも結構です。締切は昨年同様８月

hongofujiyama@hongofujiyama.jp

月＝休)に予定しています。

剪定や肥料やりなど年間を通しての手入れの良さと好天候

があいまって、今年もウメが大豊作。６月

たちが梅もぎ、長屋門前と梅林のウメが

あり、梅干し用にＡ級の実を昨年の 3 割増しの約

で翌日クリーアップ部会員たちが漬け込みました。来年の七

草粥でお目見え、花見会で販売の予定です

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

本郷ふじやま公園の名物といわれるものの一つ、「二八の手打ち蕎麦を味わう

ため中止することになりました。又の機会をお待ちください。 

に木の板をはめ込んだ引戸の総称です。外部と

室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板戸が用いられています。下座

が、中之間－広間は二枚をはぎ合わせたものです。

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

 

hongofujiyama@hongofujiyama.jp

に予定しています。

剪定や肥料やりなど年間を通しての手入れの良さと好天候

があいまって、今年もウメが大豊作。６月８日に農芸部会員

たちが梅もぎ、長屋門前と梅林のウメが 230 ㌔以上の収穫が

割増しの約

で翌日クリーアップ部会員たちが漬け込みました。来年の七

草粥でお目見え、花見会で販売の予定です 

本郷ふじやま公園運営委員会の令和２年度定時総会が、今年は新型コロナの影響により

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

う会」が今年は新型コロナ

に木の板をはめ込んだ引戸の総称です。外部と

室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板戸が用いられています。下座

が、中之間－広間は二枚をはぎ合わせたものです。

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

hongofujiyama@hongofujiyama.jp

に予定しています。 

剪定や肥料やりなど年間を通しての手入れの良さと好天候

日に農芸部会員

㌔以上の収穫が

割増しの約 96 ㌔を選ん

で翌日クリーアップ部会員たちが漬け込みました。来年の七

により書面審査

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

が今年は新型コロナ

に木の板をはめ込んだ引戸の総称です。外部と

室内間仕切り用の板戸があります。木枠の中に面材として無垢の一枚

鏡板戸が用いられています。下座

が、中之間－広間は二枚をはぎ合わせたものです。

戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際

hongofujiyama@hongofujiyama.jp

剪定や肥料やりなど年間を通しての手入れの良さと好天候

日に農芸部会員

㌔以上の収穫が

㌔を選ん

で翌日クリーアップ部会員たちが漬け込みました。来年の七

書面審査

で開かれ、指定管理者第３期の最後の年の予算や花のある公園を継続するなどの事業計画が承認さ

が今年は新型コロナ
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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。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、教室の定員を当面６名以下とします。 

(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へ  

(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。  

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”の実施を中止する 

ことことがあります。あらかじめご承知ください。 

 

 

★ ふじやま手打ちそばの会 中止します 

★ わんこソーメン流し   中止します 

 

★ ７月からの行事予定  詳細は改めてお知らせします。  

10 月 17 日(土) にぎわい座出前寄席 

10 月 24 日(土) 能舞・能管コンサート 

11 月７日(土)  区民祭り 

11 月８日(日)  ふじやま茶会 2020 

11 月 14 日(土) 収穫祭 

11 月 19 日(木)  古文書講座 

12 月６日(日)  ポイントラリー 

12 月 13 日(日) 餅つき 

３年２月 23 日(火・祝）文楽＝予定＝ 

 

★ 歴史探訪  

第 145 回(港南台(野鳥の小径)散策コース)７月１日(水)は、中止します。  

なお実施の際、会員外で参加ご希望の方は前もって事務所へお電話ください。 

 

 

★ ふじやま公園来園者数  ５月来園者数  2,769 名  ２年度累計  5,709 名 

  

 

 

  

ふじやまだより編集部員を募集しています。事務所へご連絡ください 

 

本郷ふじやま公園運営委員会  

〒247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－20  TEL：045-896-0590   FAX：045-896-0593 
 

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限定員 

里山のそば打ち塾 

 

前号記載の７月18日(土) 

午前：10時～12時 

午後：13時～15時は 

中止します 

手打ちそばの基本を学び 

美味しいそばを打ち、自分

でうったそばを持ち帰りでき

ます 

  

フラワー 

  アレンジメント 

前号記載の 

７月30日(木)は 

  中止します 

～さわやかな夏の花 

  いまはやりの多肉植物

(フェイクフラワー)で 

   

・・・お 知 ら せ・・・ 

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 :  毎月第１水曜日です (７月１日) 


