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バラ科サクラ属。なるほど、花が美しいわけです。中国原産とはい

渡来は弥生時代のことで、すっかり日本の花のような顔をしています

花だけではなく、実は漬けたり漢方薬になったり

を染色に使ったり、家紋や歌、俳句、花札の絵柄

になったり…と広く親しまれています。横浜では港北

区、磯子区、都築区が区の花にしています。公園でも梅林は富士山ビュー

の名所で、実は例年 100 ㌔前後

 
 

                                                                                                                             

雛人形がコロナ撲滅を応援～２月

昨年は飾りながらもコロナ規制の影響で主屋閉鎖となり、公開さ

れなかった雛人形ですが、今年は２月
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戦前の良き時代を彷彿させる木製の段に飾られたものなど珍しいも

のもあるので、よく見比べながら鑑賞してください。

いた呈茶会は行われません。
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に第 1 号としてムスカリの球根が芽を出し、少しずつ増えていま

に咲くころ、植えた花を見にぜひまた公園に来て下さい。

小学３年生の「昔の暮らし」
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ふじやまだより

                     

バラ科サクラ属。なるほど、花が美しいわけです。中国原産とはい

弥生時代のことで、すっかり日本の花のような顔をしています

花だけではなく、実は漬けたり漢方薬になったり

を染色に使ったり、家紋や歌、俳句、花札の絵柄

になったり…と広く親しまれています。横浜では港北

区、磯子区、都築区が区の花にしています。公園でも梅林は富士山ビュー

前後収穫して梅干しになっています。

  

                                                                                                                             

雛人形がコロナ撲滅を応援～２月 25

昨年は飾りながらもコロナ規制の影響で主屋閉鎖となり、公開さ

れなかった雛人形ですが、今年は２月

じやま公園主屋の雛人形飾りは開園以来続くイベント

の人形が主力ですが、中には江戸時代後期、嘉永年間の御殿雛や、

戦前の良き時代を彷彿させる木製の段に飾られたものなど珍しいも

のもあるので、よく見比べながら鑑賞してください。

いた呈茶会は行われません。

球根が芽を出しました～花を植えようイベントの球根～

月長屋門前の新設花壇で開かれた花を植えようイベントで、チ

ューリップ、ヒヤシンスなど

号としてムスカリの球根が芽を出し、少しずつ増えていま

に咲くころ、植えた花を見にぜひまた公園に来て下さい。

小学３年生の「昔の暮らし」が３密を避けながら

３学期のこの時期になると「昔の暮らし」という社会科

地学習に小学３年生が訪れます。今年はコロナ禍でカリキュラムが変わ

ったりした関係で、例年ほど多くはありませんが
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弥生時代のことで、すっかり日本の花のような顔をしています
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じやま公園主屋の雛人形飾りは開園以来続くイベント

の人形が主力ですが、中には江戸時代後期、嘉永年間の御殿雛や、

戦前の良き時代を彷彿させる木製の段に飾られたものなど珍しいも

のもあるので、よく見比べながら鑑賞してください。

いた呈茶会は行われません。

球根が芽を出しました～花を植えようイベントの球根～
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弥生時代のことで、すっかり日本の花のような顔をしています
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経石一括｣となっています。棟札とは

の建築・修繕等の記録として、棟木

木の札のことです。

小岩井家の棟札は解体工事中に発見され、大黒柱の上の束柱

定され屋根を支える短い柱

弘化４年(1847)

工棟梁と下に

施主は小岩井六郎兵衛藤原常堅で

形、上巾 182

額に入れて掲示されています。

★ 来園の皆さんはマスクの

  外出の自粛、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。

  古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが
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ふじやまだより 第 218

３月度ボランティア

 項 

６日

部会 

作業 

15

月曜日

作業 ６日､

28

部会 コロナのため中止

当分の間

棟 札 

 旧小岩井家住宅

屋並びに表門

経石一括｣となっています。棟札とは

の建築・修繕等の記録として、棟木

木の札のことです。 

小岩井家の棟札は解体工事中に発見され、大黒柱の上の束柱

定され屋根を支える短い柱

(1847)６月２日に仕事始め、

に８名、小挽と下

施主は小岩井六郎兵衛藤原常堅で

182 mm、下

額に入れて掲示されています。

 

来園の皆さんはマスクの

外出の自粛、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。

古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

15 日開園記念式典は中止します。

◎雛人形飾りは２月

歴史探訪 ３月再開予定

          コロナの状況により

ふじやま公園来園者数

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

本郷ふじやま公園運営委委員会

 栄区鍛冶ヶ谷１

・開館時間 : ９時～

料 : 無 料

日 :  第１水曜

218 号 2021

ボランティア

日  

６日(土) 

15 日(月) 

月曜日 木曜日

６日､13 日､20

28 日(日) 

コロナのため中止

当分の間 休みます

 

旧小岩井家住宅は

屋並びに表門 二棟

経石一括｣となっています。棟札とは

の建築・修繕等の記録として、棟木

小岩井家の棟札は解体工事中に発見され、大黒柱の上の束柱

定され屋根を支える短い柱)南面に和釘打ちされていました。棟札に

６月２日に仕事始め、

８名、小挽と下に３名の建築関係者の名前が記されています。

施主は小岩井六郎兵衛藤原常堅で

、下 152 mm、高さ

額に入れて掲示されています。 

  

来園の皆さんはマスクの着用、３密の回避、

外出の自粛、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。

古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

日開園記念式典は中止します。

◎雛人形飾りは２月 25 日から３月

３月再開予定の第

コロナの状況により

ふじやま公園来園者数  １月来園者数

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

本郷ふじやま公園運営委委員会 
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・・・お
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  程 

木曜日 

20 日(土)､ 

コロナのため中止 

休みます 

は横浜市指定有形文化財です。その内容は｢主

二棟 附 棟札一枚、埋経札一枚、家相図二枚、

経石一括｣となっています。棟札とは社寺建築や民家などにおいて、その建物

の建築・修繕等の記録として、棟木や梁などの建物内部の高所に取り付ける

小岩井家の棟札は解体工事中に発見され、大黒柱の上の束柱

南面に和釘打ちされていました。棟札に

６月２日に仕事始め、11 月

３名の建築関係者の名前が記されています。

施主は小岩井六郎兵衛藤原常堅で、年 48 歳とあります。形は上が山形の五角

、高さ 458

 

着用、３密の回避、

外出の自粛、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。

古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

日開園記念式典は中止します。

日から３月 15 日まで行います。

第 145 回『港南台

コロナの状況によりますが４月７日花見散策を予定しています

月来園者数 

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

 

20  TEL：

３月３日 

・・・お 知 ら せ・・・

年２月 15 日（月）

２ 

活動予定   

部

古民家歴史部会

 古文書

 歴史探訪

 クリーンアップ

ふじやまだより編集会議

        

ホームページ制作打合せ

横浜市指定有形文化財です。その内容は｢主

棟札一枚、埋経札一枚、家相図二枚、

社寺建築や民家などにおいて、その建物

梁などの建物内部の高所に取り付ける

小岩井家の棟札は解体工事中に発見され、大黒柱の上の束柱

南面に和釘打ちされていました。棟札に

月 23 日に上棟したことが記され、大

３名の建築関係者の名前が記されています。

歳とあります。形は上が山形の五角

458 mm です。実物

着用、３密の回避、ソーシャルディスタンの確保、熱のある場合の

外出の自粛、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。

古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

日開園記念式典は中止します。 

日まで行います。

港南台・野鳥の小径を散策

ますが４月７日花見散策を予定しています

 1.524 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

：045-896

せ・・・ 

） 

部 会・事 項

古民家歴史部会 部会

古文書解読勉強会

歴史探訪 

クリーンアップ 

ふじやまだより編集会議

        

ホームページ制作打合せ

横浜市指定有形文化財です。その内容は｢主

棟札一枚、埋経札一枚、家相図二枚、

社寺建築や民家などにおいて、その建物

梁などの建物内部の高所に取り付ける

小岩井家の棟札は解体工事中に発見され、大黒柱の上の束柱

南面に和釘打ちされていました。棟札に

日に上棟したことが記され、大

３名の建築関係者の名前が記されています。

歳とあります。形は上が山形の五角

です。実物大の写真

ソーシャルディスタンの確保、熱のある場合の

外出の自粛、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。

古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

日まで行います。   

・野鳥の小径を散策

ますが４月７日花見散策を予定しています

   令和２年度累計

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

896-0590  

項 

部会 

解読勉強会 

ふじやまだより編集会議 

         印刷 

ホームページ制作打合せ 

横浜市指定有形文化財です。その内容は｢主

棟札一枚、埋経札一枚、家相図二枚、

社寺建築や民家などにおいて、その建物

梁などの建物内部の高所に取り付ける

小岩井家の棟札は解体工事中に発見され、大黒柱の上の束柱(旧大黒柱と推

南面に和釘打ちされていました。棟札には主屋は

日に上棟したことが記され、大

３名の建築関係者の名前が記されています。

歳とあります。形は上が山形の五角

大の写真が内蔵に

ソーシャルディスタンの確保、熱のある場合の

外出の自粛、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。 

古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

    

・野鳥の小径を散策』は中止します

ますが４月７日花見散策を予定しています

令和２年度累計 

ください。 

  FAX：045

日  

14 日(日) 

７日、21 日

中止します

２日､16 日

９日(火) 

12 日(金) 

28 日(日) 

横浜市指定有形文化財です。その内容は｢主

棟札一枚、埋経札一枚、家相図二枚、

社寺建築や民家などにおいて、その建物

梁などの建物内部の高所に取り付ける

旧大黒柱と推

は主屋は

日に上棟したことが記され、大

３名の建築関係者の名前が記されています。 

歳とあります。形は上が山形の五角

が内蔵に

ソーシャルディスタンの確保、熱のある場合の

古民家ゾーンの建屋には消毒液噴射器具と簡易体温測定の総合キットが準備されています。

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

は中止します

ますが４月７日花見散策を予定しています。 

 17.115 名

 

045-896-0593

  程 

 

日(日) 

中止します 

日(火) 

 

 

 

ソーシャルディスタンの確保、熱のある場合の

準備されています。

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

は中止します。 

名 

0593 

ソーシャルディスタンの確保、熱のある場合の 

準備されています。 

新型コロナウイルス感染防止の為、行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。 


