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・庭園内草むしり　・主屋、展示品清掃　・施肥　・主屋、外トイレ清掃　・池清掃　　・竹林整理
・田んぼ周辺草むしり　　・竹林清掃　　・こいのぼり五月人形出す　　・ポンプ小屋点検　・アジサイ植替え
・駐車場及び周辺清掃　　・蔵清掃　　・一部障子貼り　・スタッフ研修　　・各ガラス清掃
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　・主屋、外トイレ清掃
・田んぼの草刈り　・畑の種まき　　・垣根の刈込み　　・こいのぼり・五月人形の片付け　
・駐車場及び周辺清掃　　・蔵清掃　　・田おこし　　・田んぼ周辺草刈り　・田んぼひえぬき／水入れ
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・主屋、外トイレ清掃　・庭の水撒き
・植木の剪定　　・蔵掃除　　・早苗とり、田植え　　・生垣刈込み　・一部障子貼り
・池洗浄（業者）　　・七夕短冊準備、飾付け　　　　・七夕飾り付け　　・田おこし
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・七夕飾り　　・主屋、外トイレ清掃／電池替え
・水田の管理　　・駐車場及び周辺清掃　　・ザリガニ駆除　　・二階展示室コップ水替え
・蔵清掃　・庭園の水撒き　・研修
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・庭園水まき　・竹林草とり　　・草刈り(業者)　
・駐車場及び周辺清掃　・蔵清掃　・水田の水やり　・ザリガニ駆除　・ｼｿｼﾞｭｰｽ作り　・鉢の草撤去
・防災訓練　　・外トイレ清掃　　・消防点検　・主屋、外トイレ清掃　・網かけ　・田んぼ草刈り
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・落ち葉清掃　　
・駐車場及び周辺清掃　　・各種、種取り　　　・竹とうろうまつりの竹準備　・竹切り
・主屋、外トイレ清掃　・庭園水撒き　・田んぼ水抜き　　・バラの垣根／竹林の片付け(台風による)
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品の清掃　　・花の手入れ　　・落ち葉清掃
・植木、花等植替え　　・駐車場及び周辺清掃　　・蔵清掃　　・竹林の清掃　・畑の手入れ
・柿の木剪定　　・主屋、外トイレ清掃　　・干し柿作り　　・稲刈り　・稲干し　・一部障子貼り
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・駐車場及び周辺清掃
・主屋、外トイレ清掃　　　　・落葉掃き・清掃　　・脱穀　　・一部障子貼り　・小ボウキ用の藁すぐり
・甘酒作り　　・チューリップ球根植え
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・春の花の種植え　・トヨそうじ
・新年飾り付け　　・大掃除　　・主屋、外トイレ清掃・落葉掃き・清掃　・収穫祭の為の米洗い
・収穫祭の準備、片付け　・一部障子張り　・門松作り　・スタッフ研修　・池に網掛け　・大根干し
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・庭掃き清掃　　・駐車場周辺掃除
・サルスベリ剪定　　・植木施肥　　・蔵清掃　　・池清掃(業者)　・小ボウキ用の藁すぐり
・七草とり、準備　　・防災訓練　　・主屋、外トイレの清掃　　・一部障子張り　　・消防点検
・獅子ヶ谷小学校収穫祭準備
庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・蔵清掃　　・植木施肥　　
・雛人形出す　　・樹木冬肥　　・駐車場及び周辺清掃　　・庭掃き清掃　・小ボウキ用の藁すぐり
・主屋、外トイレ清掃　　・豆まきの準備　　・一部障子張り　　・植栽用植物植え
・庭園内草むしり　　・池清掃　　・主屋、展示品清掃　　・庭掃き清掃　　・トヨそうじ
・雛人形の片付け　　・駐車場及び周辺清掃　　・主屋外トイレの清掃
・畑の手入れ

　４月 苗作り

５月 田おこし、あぜ作り、施肥

６月 田植え

　７月　～　８月 草とり、水補給　　７月～８月　毎日　水管理　　田んぼ水入れ

8月下旬 網かけ　　かかし立て　　網用棒立て　　田んぼ水入れ

１０月上旬 稲刈り、　稲干し　　かかし片付け

１0月下旬 稲こき、　脱穀、　精米　　稲取り込み

１２月上旬 収穫祭

８月

みその公園「横溝屋敷」　令和元年度 公園管理作業報告書

４月

５月

６月

７月

３月

　　　稲作　（五郎兵衛教室）

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月



事　　業　　名 参加者数

４月２１日 (日) 　竹の子祭り ８５１人

５月　５日 (日) 　子どもまつり・親子そば打ち ９５１人

７月　７日 (日) 　七夕まつり ４１人

９月２８日 (土） 竹とうろうまつり（お月見） ２，１５１人

１０月１１日 (金） 十三夜（当日は雨天） １６人

１１月１７日 (日) 横溝屋敷で新そばを味わいませんか ２５０人

１２月　８日 （日） 収穫祭 １，０２１人

１月　７日 （火） 七草がゆ １，００５人

１月２６日 (日） 防災訓練　 ８５人

２月　３日 (月） 豆まき(休館日のため、午後開館) ９８５人

３月　３日 (火） ひなまつり(コロナウィルス関係で中止)

合計 ７，３５６人

＜稲作　五郎兵衛教室＞　　

●　稲作コース 参加者数

５月１１日 (土） 　田んぼひえぬき ５人

５月１２日 (日） 　説明会 １５４人

５月２２日 (水） 　田んぼ草取り ６人

５月２９日 (水） 　田んぼ水入れ

６月　１日 (土） 　田おこし ９５人

６月　２日 (日） 　田植え １３４人

６月　７日 (金） 　田んぼ補植 ３人

６月１１日 (火） 　田んぼ補植 ５人

７月２８日 (日） 　田んぼ草取り ６人

８月２５日 (日） 　網掛け ９５人

１０月１３日 (日） 稲刈り・稲干し　　 １０５人

１１月　４日 (月） 稲取込み・稲こき（脱穀） ９９人

１２月　８日 （日） 収穫祭 １，０２１人

合計 １，７２８人

　　 　　　　　　　　　　みその公園「横溝屋敷」
　　　　　　　　　　 　　令和元年度　事業報告書
●自主事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No1

日付



利　用　団　体 内　容 参加者数

４月１４日 (土) 西ライオンズクラブ 美食会 ５１人

４月２２日 (日) Y校会 美食会 ２１人

４月２６日 (木) 鶴見区民会議 会議 ２５人

５月　５日 (日) 交番の日(鶴見警察協力)
鶴見警察より２名
パトカー１台 ８９５人

５月２１日 (火) ＪＴB主催会議 販売促進会 ３９人

６月　５日 (日) 獅子ヶ谷小学校 田植え １５５人

７月　７日 (日) 交番の日(鶴見警察協力) 鶴見警察より３名
パトカー１台 ４１人

７月２７日 (土) 子育て懇談会 デイキャンプ ５５人

８月１８日 (日) 師岡おみこし ８０人の担ぎ手

８月２７日 (火) 獅子ヶ谷小学校　 網掛け １５５人

８月３０日 (金) もとみやお祭り参加

８月３１日 (土) 地元神明社神社お祭り参加

８月３１日 (土) ニューバードお祭り参加

９月２１日 (土) 獅子ヶ谷小学校　 運動会参加

１０月　９日 (水） 獅子ヶ谷小学校　 稲刈り・稲干し １５５人

１０月２６日 (土) 貝殻浜再生イベント協力 自然観察会 ３０人

１１月　８日 (金) 獅子ヶ谷小学校　 脱穀 １５５人

１１月１９日 (火) 幸ケ谷小学校　 小ボーキ体験 １５０人

１１月２７日 (水） 交番の日(鶴見警察協力) 鶴見警察より４名
パトカー１台

１１月２９日 (金) 鶴見消防署　 視察 ３人

１２月　７日 (土) 獅子ヶ谷小学校　４０周年記念参加

１２月１２日 (木） 三ッ沢小学校　 小ボーキ作り １４１人

１月２１日 (火) 西寺尾小学校　 小ボーキ作り １１５人

１月２２日 (水） 獅子ヶ谷小学校　 小ボーキ作り １７４人

１月２３日 (木） 鶴見小学校　 小ボーキ作り １３１人

１月２４日 (金） 菅田小学校　 小ボーキ作り ４５人

１月３１日 (金） 平安小学校　 小ボーキ作り １５５人

２月　
ウォーキング４団体
　　コロナウィルスの関係で中止

３月　３日 (火)
ウォーキング団体
　　コロナウィルスの関係で中止

●　トレッサ横浜連携事業

内　　　　容

花壇作り　年４回

４月　７日 (日) お花見　

８月１６日 (金） 盆踊り　台風の為中止

１２月２７日 (金） 餅つき応援

１月　７日 (火) 七草粥応援

２月　３日 (月） 豆まき応援

●地域連携事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No２

日付

日付

４月、７月、９月、１１月



内　　　　容

鯉のぼり・五月人形

七夕かざり

梅干しつくり

風鈴を飾る

障子絵を飾る

門松つくり・飾る

お雛様を飾る
コロナウィルスの関係で３月９日主屋・蔵を閉館しました

●鶴見川ネットワーク連携事業

内　　　　容

鶴見川ネットワーキング　スタンプラリー

●各種会議

内　　　　容 参加者数

４月２３日 (火) 鶴見消防署より文化財調査 ３人

５月１６日 (木) 管理委員会役員会　会計監査 ３人

５月２５日 (土) 管理委員会 ２５人

５月３０日 (木) 平成３０年度事業報告提出

９月２９日 (日) 小山会長叙勲のお祝い会（ベイシェラトンにて）

１０月２５日 (金) みらい運営委員会出席

１１月２９日 (金) 鶴見消防署査察

1月～２月 令和２年度事業計画書　横浜市へ提出

２月１４日 (金) 北部公園より事業の審査会 ２人

３月３１日 (火)

小山会長、田中副会長、宮野副会長
令和２年度協議
コロナウィルスの関係で他の委員へは書面での
決議とし、郵送とした

６月３０日～７月２７日

日付

●伝統行事 No3

日付

日付

４月２９日～１０月３０日まで

４月２４日～５月６日

６月２５日～７月８日

７月２日～９月４日

９月１５日～１２月２０日

１２月１７日～１月３０日

２月６日～３月５日



幼稚園・保育園　２５園
小学校：２９校（５月１校、６月２校、９月１校、１０月１校、

１１月６校、１２月５校、１月８校、２月５校）
コロナウイルスの関係で５校キャンセル

絵の団体３５・老人ホーム/デイサービス３０施設・その他１２
ボーイスカウト７団・ウォーキングクラブ２４団体・句会３団体

パド・タウンニュース・神奈川新聞・ハマナビ・雑誌「横濱」・ＴＶＫ
ＮＨＫ・テレビ朝日・Ｕテレビ

結婚式の前撮り２０件
ＮＨＫ・ＢＳプレミアム・ＮＨＫＢＳ４Ｋ「クラッシック倶楽部」
パク・キュヒ　バイオリン演奏撮影（再放送）

４月：１０人　５月：３６人　６月：２１人　７月：１０人　８月：１２人　９月：２９人

１０月：１３人　１１月：２６人　１２月：２５人　１月：１５人　２月：９人　３月：１０人

年間：２１６人

電球をＬＥＤへ随時取り替える
障子を順次張り替えている
パソコンを交換した

●参考資料

内　　　　容

６月　　どろんこが楽しかった
８月　　網掛けは大変だった、しかし、かかし作りは楽しかった
１１月　脱穀機を使うのが楽しい
１２月　つきたてのお餅が美味しかった

その他

令和元年度
五郎兵衛アンケート

協力者数

●その他 No4

見学校

見学団体

報道関係

撮影



竹林の整理
アジサイ植替え
つつじ・さつき刈り込み
業者による園内、田んぼ草刈り
どくだみ茶作り
外トイレ電池交換
アジサイ手入れ
表門～通路、真砂土にて補修作業（ボランティアによる）
ベンチ修繕（ボランティアによる）
ガスコンロ修理
台風によるかたずけ 被害甚多（ボランティア・スタッフ）
トヨ掃除
台風の為樹々の落下や落ち葉などで半日休館　片付け
蚕小屋前土間修理
京浜警備　防犯カメラ・ＡＥＤ・建物センサー等点検
事務所のトイレマス老朽化により交換する
園内植栽用植木くる　植える１２本
事務所側門前、真砂土によりでこぼこ修理
表門の前の下水路の掃除
展示品　コップ水替え４月・７月・９月・１２月・３月
池の落ち葉すくい　毎日

ハチの巣撤去　表門横
草刈り　生垣かり
台風による樹木の片付け
台風による樹木の片付け
植木手入れ（業者による）

③横浜市環境創造局　公園緑地管理課によるもの

①管理委員会によるもの
・４月１１日
・４月１２日
・５月上旬
・５月２８日
・６月１６日
・７月１４日
・７月２８日
・７月３０日
・８月１２日
・８月２２日
・９月９日
・９月１１日
・１０月１３日
・１１月２日
・１月１６日
・１月３０日
・２月１８日
・３月１０日
・３月14日・１７日

②北部公園によるもの
・８月２日
・８月８日・９日
・９月１３日・１４日
・１０月１２日・１３日
・１２月９日

・毎月１回
・６月１３日
・９月３日
・１２月１０日
・１２月１１日～
・２月５日
・２月１９日 

ポンプ小屋点検
池掃除
消防設備点検
資源循環局資源対策課　照明器具点検
事務所前水道管工事（漏水の為）　１月２５日完了
池掃除
消防設備点検

令和元年度修繕及び植栽



男 女 計 昨年度入園者数との
比較 ▲は減

平成31年4月 2,115 3,173 5,288 ▲３８９

令和元年5月 2,614 3,922 6,536 ５３４

6月 1,285 1,927 3,212 ▲１２

7月 926 1,390 2,316 ▲６５

8月 778 1,166 1,944 １１６

9月 1,694 2,540 4,234 １，０８９

10月 923 1,385 2,308 ▲６８１

11月 1,457 2,186 3,643 ３１３

12月 1,379 2,068 3,447 ２１２

令和2年1月 1,606 2,409 4,015 ７６

2月 1,817 2,726 4,543 ▲９５３

3月 912 1,367 2,279 ▲２，１８６

合  計 17,506 26,259 43,765 ▲１，９４６

令和元年は平成３０年に比べ、１，９４６人の減少した。減少の最大の要因としては、２月～３月コロナウイルスの
感染拡大を防ぐためのイベントの中止やウォーキング団体（５団体）が来館キャンセルとなったため。
４月は、お花見のじきに天候が悪かったため、１０月は、大型台風により２日程休館したり、前後１週間ほど
天候が不順でした。
全体を通して来園者は、昨年同様ぐらいでした。

  みその公園「横溝屋敷」
令和元年度入園者数
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