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ハマナビが特集
ハマナビが特集『涼スポット
涼スポット』の一つとして公園を取材
の一つとして公園を取材
午後、夏の暑さを清々しい気分にしてくれるハマナビ特集『涼スポット』の
午後、夏の暑さを清々しい気分にしてくれるハマナビ特集『涼スポット』のひ
ひと
８月３日((火)午後、夏の暑さを清々しい気分にしてくれるハマナビ特集『涼スポット』の
つとして、ふじやま公園
つとして、ふじやま公園が取材され
されました。当日は６名の市職員と
ました。当日は６名の市職員と tvk クルーが 13 時半から
から３
時間に亘り、公園全般や変化朝顔を取材しました。内容は
時間
、公園全般や変化朝顔を取材しました。内容は 14 日(土)に放送されました。
日
に放送されました。
ハマナビとは
ハマナビとは｢横浜をマナビ、
横浜をマナビ、横浜をナビゲートする
横浜をナビゲートする｣をコンセプトに、
をコンセプトに、リポーターが様々な場
所に赴き取材を行い、本市の魅力や様々な取組などを視聴者にわかりやすく紹介
本市の魅力や
な取組などを視聴者にわかりやすく紹介
な取組などを視聴者にわかりやすく紹介する、
する、横浜市広
報テレビ番組です。
報テレビ番組です。(14
14 日の放送内容は番組ホームページの見逃し配信でご覧
放送内容は番組ホームページの見逃し配信でご覧
放送内容は番組ホームページの見逃し配信でご覧になれます
になれます)
取材が午後とのこと
取材が午後とのことで、変化朝顔の開花状態を
変化朝顔の開花状態を取材時まで
取材時まで保持するため、
保持するため、開花した鉢を朝から
ダンボールに入れ、低温・遮光状態にする工夫で
ダンボールに入れ、低温・遮光状態にする工夫で、間にあわせました。古民家の涼しさも主屋の
間にあわせました。古民家の涼しさも主屋の
構造から詳しく説明しました。いずれも準備と取材対応でひと汗かきました。

『涼スポット
スポット』
』としての
としての古民家の秘密
古民家の秘密
かつて兼好法師は「家のつくりようは夏を旨とす
べし。冬はいかなる所にも住まる」と書いています。
これは｢夏の暑さはどうしょうもないので家のつくりは暑さ対策が
大切である｣という日本の家屋建築の鉄則です。
熱中症厳重警戒のなか来園した皆さんは、主屋座敷に寛ぐと“涼
しく気持ちよい”と感想。吹き抜ける風でクーラーはいりません。
まさしく横浜の『涼スポット』です。
古民家主屋の構造
古民家主屋の構造には涼しくなる工夫がいくつか見られます。茅
は涼しくなる工夫がいくつか見られます。茅
葺屋根はその厚さで太陽の暑さを遮断し、急勾配で作られる屋根裏
は断熱層を作ります。深い軒と縁側は直射日光による暑さを和らげ
ます。建物内の仕切は壁でなく
ます 建物内の仕切は壁でなく、取外し可能な
建物内の仕切は壁でなく、取外し可能な
、取外し可能な襖や板戸の建具で
襖や板戸の建具で、
襖や板戸の建具で
主屋を一つの空間にして
主屋を一つの空間にして、風通りを良くしています。欄間
、風通りを良くしています。欄間
、風通りを良くしています。欄間、格子、
、格子、
紙のない障子、
紙のない障子、吹き抜けは暑
吹き抜けは暑さを排出します。
を排出します。
を排出します。特に珍しいのは、西
特に珍しいのは、西
側縁側雨戸の上の欄間です。
側縁側雨戸の上の欄間です。(写真
写真) ぜひご覧ください。

熱中症にご注意 警戒表示を掲示しています
環境創造局から貸与されている熱中症指標計
環境創造局から貸与されている
指標計が活躍しています
活躍しています。測定した暑
活躍しています
した暑
さ指数(湿球黒球温度
さ指数 湿球黒球温度 WBGT)に基づいた
に基づいた５段階の
５段階の警戒表示を事務所前に掲示
警戒表示を事務所前に掲示
しています。残暑厳しい中、給水など対応にご注意ください
しています。残暑厳しい中、給水など対応にご注意ください。
。
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令和３年９月ボランティア
令和３
月ボランティア活動予定
月ボランティア活動予定
部 会・事 項

日

程

事務局会議

４日(土)
)

農芸部会 部会
作業

休みます
月曜日 木曜日

里山部会 作業

4 日(土)
) 11
1 日(土))
18 日(土)
)26 日(日))

工作棟部会

部会

29 日(水)
)

囲炉裏守 囲炉裏焚き

当分の間 休みます

部 会・事 項

日

程

古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

12 日(日)
)
５日(日)
)19 日(日)
休みます

クリーンアップ

７日(火)
)21 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(水)
)
13 日(月)
)
26 日(日)
)

公園ボランティアを
公園ボランティアを募集しています
しています。公園事務所
。公園事務所(TEL
。公園事務所(TEL 045-896-0590)
045
0590)へご連絡ください。
へご連絡ください。

『いろり辺雑記
いろり辺雑記』 から（原文のまま）
♦ 子供ものびのび とてもたのしく過ごせました。
昔の家の作りは とても涼しくて
夏にピッタリですね
市内 30 代 お仲間と
♦ 真夏にもかかわらず 古民家の中は
とても涼しく驚きました
県外 10 代 家族で

・・・お 知 ら せ・・・
★ 第４回ふじやま公園写真コンテスト
話題の江戸変化朝顔をはじめ主屋や長屋門、里山･･･を独自に表現してください
作品は公園のメールアドレス (hongofujiyama@hongofujiyama.jp
ongofujiyama@hongofujiyama.jp)宛に
ongofujiyama@hongofujiyama.jp 宛に、 締切は８月末日。
★ コロナ感染対応を 来園の皆さんはマスクの着用、３密の回避、ソーシャルディスタンスの
確保、手指の消毒
確保、手指の消毒を
をお願いいたします。
お願いいたします。 消毒液噴射器具と体温測定総合キット
消毒液噴射器具と体温測定総合キットを設置中。
。
★ 行事予定 新型コロナウイルス感染防止の為、収穫祭などの定例行事、
収穫祭などの定例行事、にぎわい座出前寄席、
能舞・能管コンサート、ふじやま茶会は 10 月以降に計画しています
月以降に計画しています
計画しています。
★ 体験教室 11 月に再開予定です。
★ 歴史探訪 ９月は中止します
中止します
★ ふじやま公園来園者数
・開
開
・入
・休
休

館 時
館
館

７月 1,079 名

３年度累計
年度累計 6,755 名

間 : ９時～17
17時
料 : 無 料
日 : 毎月第１水曜日(９月
毎月第１水曜日 ９月１日)

〒247
247－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－20
栄区鍛冶ヶ谷１－

TEL：045
045-896-0590
0590
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FAX
FAX：045-896
896-0593

