
本郷ふじやま公園広報紙  ふじやまだより第 234 号  2022 年６月 15 日(水) 

                   1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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    

運営委員会発行運営委員会発行運営委員会発行運営委員会発行    

    

    

    

    

    

   

    

    

 

ふじやまの夏は“七夕飾り”から 

今年の七夕飾りは新趣向です。季節は梅雨へ、ふじやま公園は夏を迎える準備に入ってきま

した。コロナ禍はまだ収束せず、異常気象も噂される昨今ですが、公園の夏はいつも通り“七

夕飾り”からスタートします。でもいつもの七夕飾りとちょっと見違えます。 

毎年飾っていたものに加えて、６月に募集して皆さんに作ってもらった飾りが仲間入りした

からです。願い事を書いて飾れるように、古民家主屋の縁側に

竹を用意し、座敷には短冊、折り紙や筆記用具を準備します。

飾りつけは７月５日(火)から８日（金)までです。皆さんの健

康と幸せの願い事は勿論、コロナ感染の収束や自粛生活のスト

レス追放を願いましょう。７月２日(土)、３日(日)には自宅で

も飾れるよう笹竹を進呈します(数に限りがあります)。  

今年もたくさん梅を漬けました 

梅の収穫と梅漬けを６月８日、９日に、延べ約 80 人のボランティアで行いました。元大橋

口側の丘の梅林と長屋門前の梅の木に、環境創造局と共同で剪定・施肥を行い、樹木を決めて

出来具合と収量の確認(モニタリング)を行いました。豊作で収穫量は 200kg 超。一晩水につけ

ヘタを取って、梅漬けや梅ジュースにしました。梅漬けは来春のイベントなどで販売しますの

でご期待ください。 

梅雨時の花々が咲き誇っています 

ふじやま公園の梅雨時には紫陽花、キンシバイ、ビヨウヤナ

ギ、ホタルブクロ、八重のドクダミ、ツツジなどなどが主屋、

園路、広場などあちこちに咲き競っています。環境創造局から

の 210 株が加わったサツキツツジは植えたばかりなのに早くも

花を咲かせました。４年目を迎えたあでやかなアジサイなど見

応えがあります。 

ふじやま公園のボランティア会員になると こんな楽しみがいっぱい 

 ふじやま公園の運営、イベントの立案・実施は、ボランティア会員のみなさまによって担われ

ています。現在はコロナ禍で活動数が減っていますが、通常は毎月１回程度開催する各部会での

活動をはじめ、自分の趣味、健康や仲間づくりなどそれぞれ生き方にあった活動を楽しんでいま

す。自分に合った部会の仲間と共に、地域を支える力になりませんか。公園では、ボランティア

会員を募集しています。まずは、本号２、３頁でグループ（部会）を紹介します。 
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＜蕎麦打ち研究班＞＜蕎麦打ち研究班＞＜蕎麦打ち研究班＞＜蕎麦打ち研究班＞    

里山のそば打ち塾の体験教室を奇数月（9 月から第 3 土曜）に開催しており、大変

な人気で毎回抽選になっています。当研究班は 27 人が在籍していて、毎月（8 月か

ら第 4 土曜）蕎麦打ちの技術向上を目指して蕎麦を打っています。関心がある方は

公園事務所に問い合わせを。 

＜竹細工研究班＞＜竹細工研究班＞＜竹細工研究班＞＜竹細工研究班＞素敵な竹林のあるふじやま公園にはなくてはならないサークルと

言えます。竹独特の材質を生かしたおもちゃ、飾り物などを手作りで作っています

が、さらに竹で編んだザルやカゴなどの器にもチャレンジしたいと思っています。活動日は月 1 回ですが、体

験教室も取り入れて、手作りができる贅沢な時間をスタッフと一緒に過ごしてみませんか    

＜押し花絵＞＜押し花絵＞＜押し花絵＞＜押し花絵＞草花を押し花にして、額に入れて楽しみます。心が癒されます。 

＜フラワーアレンジメント＞＜フラワーアレンジメント＞＜フラワーアレンジメント＞＜フラワーアレンジメント＞何よりも季節感を大切に初心者でも楽しく体験できるようなアレンジです。 

＜絵手紙＞＜絵手紙＞＜絵手紙＞＜絵手紙＞小さな楽しみを見つけて心豊かに過ごせるのが絵手紙です。   

♦♦♦♦工工工工    作作作作    棟棟棟棟    部部部部    会会会会    

 ふじやま公園には工作棟という建物があります。古民家は市の文化財なので、なかなか自由に使うという

ことができないので、いろいろな活動を工作棟で行っています。現在はコロナ禍で規模が縮小されています

が、中でさらにいろいろな班に分かれて、自分たちで活動したり、会員外の人を集めて講習会、体験教室をし

たり幅広く活動しています。工作棟部会の活動を紹介します。新しい班作りも歓迎します。 

♦♦♦♦里里里里    山山山山    部部部部    会会会会 

里山部会はふじやま公園にある竹林を整備するために、竹の間伐と切った竹を 

利用するために公園の窯で竹炭に加工する作業をしています。また近隣小学校の 

炭焼き体験授業や、中学校の職場体験研修、近隣企業による里山での新人研修、 

一般募集による炭焼き体験なども行っています。 

部会メンバーは 30 代から 80 代まで現在約 20 人。ボランティアの目的は里山の

自然とのふれあいを楽しんだり、新しい友人との出会い、体を思い切り動かした

り、仲間と話をするのが好き…などいろいろですが、みんな一緒に楽しんで活動

中です。現在一緒に活動したいというボランティア会員を募集中です。見学はい

つでも可能。活動日がありますので電話してみてください。ぜひ新しい人生を経

験しましょう。お待ちしています。 

♦♦♦♦農農農農    芸芸芸芸    部部部部    会会会会    

 農芸部会では里山の風情が色濃く残る公園の中で、その魅力をさらに引き出そ 

うとふじやま農園での野趣あふれる野菜つくり、古民家の前庭花壇で四季折々の 

山野草などの草花を育て、薬草園でのボタン・芍薬の管理などの活動を楽しみな 

がら行っています。 農園で作ったさつまいもは 11 月の収穫祭では石焼いもに、サトイモはふじやま鍋にし

ます。また、ダイコン・人参・ネギなどの冬物野菜は正月の七草粥の材料として使います。 

主屋入り口に飾る江戸変化朝顔の栽培、春の七草の箱庭つくり、メダカの世話など 

メンバーが関心を持つものはなんでもやっています。一度、お気軽に参加して下さ 

い。活動は原則 毎週月曜日・木曜日の午前 10時～11時半くらいまでですが、半 

分？はお茶のみ談義です。活動メンバーは 18 人程、都合の良い日に自由参加です。 
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♦♦♦♦クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ部部部部会会会会    

クリーンアップとは磨き上げること。文字通り古民家を磨き上げます。 

当初は掃除するボランティアでしたが、今ではひな人形や五月人形の飾り 

つけ、後片付けなどのほか、梅干しづくり、七夕飾り、七草がゆ作り、長 

屋門前の花壇の手入れ…と、なんでも頼まれ、古民家になくてはならない 

グループ。自宅のお掃除もままならない人でも、文化財の古民家のお掃除はまた格別。ぜひ…。 

 

♦♦♦♦古民家歴史古民家歴史古民家歴史古民家歴史部部部部会会会会    

 古民家歴史部会は文字通り旧小岩井家住宅の佇まいや各種イベントと古民家近隣の歴史や伝承行事

などを活動の場にしています。これまでの活動(いろり塾も含め)の一部を紹介します。開園前に来園者

への説明資料とし、会員の研修を兼ねて｢古民家解説のしおり｣(54 頁)を作成しました。これと並行して

本郷地域の「鎌倉郡本郷村字別屋号調査」、｢本郷の屋敷林調査｣、などを作成しました。開園後は七草粥

と正月遊び(栄区歴史双六を作成)､雛人形飾りと雛祭り、などの伝承行事を計画し、多くの会員の協力で

実施してきました。旧家の農具・民具や地図類の移転や寄贈があり、これらの記録と内蔵や長屋門内で

の収容・展示を行ってきました。しかし寄贈品の追加などで再度整理をする必要があり、古民家・古民

具・旧資料に興味・関心のある人の部会に参加を歓迎しています。 

 現在、部会として定例的に実施している活動は歴史探訪と古文書解読勉強会です。 

＜歴史探訪＞は部会員の要望で栄歴史双六現地探求として始まり、活動範囲は徐々に広がり最大は東海

道探訪で日本橋から箱根関所までとなり、同じ場所も複数回探訪するようになりました。歴史探訪の計

画は行き先の選定、情報調査、下見、案内資料作成など多岐に亙ります。同じ場所でも２回目には新し

いビルが近くに建ち雰囲気が一変していることも有ります。新規あるいは再訪の新しい計画の提案・作

成を歓迎します。なお、探訪参加は会員外の方も歓迎しています。予め事務所へお問合せ下さい。 

＜古文書解読勉強会＞は古文書を通して地域の歴史を知ろうとする部会員の集まりです、 

小岩井家には江戸時代後期からの古文書が多数遺されおり、現在、横浜市歴史博物館に寄託されていま

す。古文書解読勉強会では江戸後期の古文書(草書・御家流くずし字・候文・和漢混淆文)を解読し釈文

にまとめます。それにより教科書にない当時の鍛冶ヶ谷村や村人の様子を知ることが出来ます。これら

の成果は毎年古文書講座として歴博学芸員の先生方などに講演していただき、あるいは村政編、海防編

の冊子にまとめ刊行しています。 

勉強会は毎月第一・第三日曜日午後 1 時半から３時まで公園の工作棟で行っています。現在は、三冊目

の刊行本を検討・編集中です。興味のある方はのぞいてみてください。 

♦♦♦♦広広広広    報報報報    部部部部    会会会会    

 子どものころ、テレビを見て新聞記者になってみたいと思ったことはありませんか。そんな願いが今

かないます。月刊「ふじやまだより」の記者です。月 1 回、ふじやま公園のイベントをはじめ、いろい

ろなニュースを掲載し、発行しているものです。いま手に取っているこれが「ふじやまだより」です。

栄区や近隣の区の自治会や図書館などに配布しています。この「ふじやまだより」の記事（原稿）を書

いたり、写真を撮ったり、印刷して折りたたんだり、また出来た「ふじやまだより」を配ったりするの

が広報部です。 紙だけではなくインターネットのホームページでもいろいろな情報をお知らせしてい

ます。もう紙よりネットの時代ですからね。 

 そんな仕事をするボランティア会員を募集しています。 
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令和４年７月度ボランティア活動予定 

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)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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 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、手指の消毒に心がけて下さい。  

  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。 

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

◎七夕飾り ７月５～８日  ◎ソーメン流しは中止します   

◎お月見飾り 実施予定  ◎収穫祭、散策路めぐるポイントラリー、年末餅つき会とミニ正

月飾り作り、門松飾りとまゆ玉飾り  実施方向で検討中    

◎にぎわい座出前寄席 10 月 22 日(土)を予定、 ふじやま茶会 検討中 

 

★ 歴史探訪 第 152 回 ７月６日(水)「大岡川・笹下川周辺散策」を予定しています。 

  集合場所：港南ふれあい公園  集合時刻：10 時 20 分(時間厳守) 当日 NHK テレビ｢おはよ

う日本｣の【横浜降水確率 50％以上】（6 時 20 分過ぎ表示）の時は 7 月 13 日に順延。 

  会員外の方の参加も歓迎、予め公園事務所へご連絡ください 

 

★ ふじやま公園来園者数  ５月来園者数  2,061 名   令和４年度累計 3,881 名 

 

 

 

 

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 

押し花絵 

 

７月22日(金) 

10時～15時 

夏の花をアレンジし  

            額に入れます 

 2,500円 ７月15日(金) 

5名 

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) 

３日(日)  17 日(日) 

６日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

18 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ２日(土) ９日(土) 

16日(土) 24日(日) 

クリーンアップ ５日(火) 19 日(火) 

ふじやまだより編集会議 

         印刷 

ホームページ制作打合せ 

７日(木) 

13 日(水) 

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 

・・・お知らせ・・・ 

・開館時間 : ９時～17 時  

・入 館 料 : 無 料 

・休 館 日 :  ７月６日(水) 毎月第一水曜日 


