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体験教室のお知らせ

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。
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出来た当時の鍛冶ケ谷村の様子などをパネルにして展示、また納

屋では戦前戦後の農機具を中心に展示して、たくさんの人たちが

懐かしそうにまた珍しそうに見ていました。
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古民家とむかしの道具展が開催されました 

古民家主屋と長屋門納屋で「古民家とむかしの道具展」が
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学習していくむかしの暮らしの道具に加え、もっと昔の、主屋が

出来た当時の鍛冶ケ谷村の様子などをパネルにして展示、また納

屋では戦前戦後の農機具を中心に展示して、たくさんの人たちが

懐かしそうにまた珍しそうに見ていました。

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。

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

本郷ふじやま公園へ  

持参品：返信はがきで連絡します。

朝のふじやま公園は、どんな色の、どんな形の花が咲いているか楽しみです。

時から行われました。

 

作品募集中 
テーマは公園の建物・行事・植物などなど

    応募先 

 詳細は改めてお知らせします。

実施方向で内容検討中

内容検討中   

にぎわい座出前寄席、文楽、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会

新型コロナウイルス感染症への対応の為

 1,059 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

  TEL：045

内  

絵手紙の基礎を学び、身近

なものを描けるよう体験

します 

知 ら せ・・・

毎月第１水曜日です (９月２日

) 

古民家主屋と長屋門納屋で「古民家とむかしの道具展」が

上旬に開催されました。毎年小学

学習していくむかしの暮らしの道具に加え、もっと昔の、主屋が

出来た当時の鍛冶ケ谷村の様子などをパネルにして展示、また納

屋では戦前戦後の農機具を中心に展示して、たくさんの人たちが

懐かしそうにまた珍しそうに見ていました。

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。

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

 

持参品：返信はがきで連絡します。

朝のふじやま公園は、どんな色の、どんな形の花が咲いているか楽しみです。

時から行われました。 

 
テーマは公園の建物・行事・植物などなど

 hongofujiyama@hongofujiyama.jp

詳細は改めてお知らせします。

実施方向で内容検討中  11 月

    12 月

にぎわい座出前寄席、文楽、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会

新型コロナウイルス感染症への対応の為、年内の実施は見合わせます。

名   ２年

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

045-896-0590 

  容 

絵手紙の基礎を学び、身近

なものを描けるよう体験

せ・・・ 

９月２日) 

古民家主屋と長屋門納屋で「古民家とむかしの道具展」が

上旬に開催されました。毎年小学 3 年生が課外授業でやって来て

学習していくむかしの暮らしの道具に加え、もっと昔の、主屋が

出来た当時の鍛冶ケ谷村の様子などをパネルにして展示、また納

屋では戦前戦後の農機具を中心に展示して、たくさんの人たちが

懐かしそうにまた珍しそうに見ていました。

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。

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

持参品：返信はがきで連絡します。 

朝のふじやま公園は、どんな色の、どんな形の花が咲いているか楽しみです。

テーマは公園の建物・行事・植物などなど

hongofujiyama@hongofujiyama.jp

詳細は改めてお知らせします。

月 19 日(木)

月 13 日(日)

にぎわい座出前寄席、文楽、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会

、年内の実施は見合わせます。

年度累計 8,097

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

0590   FAX：

参加費

絵手紙の基礎を学び、身近

なものを描けるよう体験

600

 

古民家主屋と長屋門納屋で「古民家とむかしの道具展」が

年生が課外授業でやって来て

学習していくむかしの暮らしの道具に加え、もっと昔の、主屋が

出来た当時の鍛冶ケ谷村の様子などをパネルにして展示、また納

屋では戦前戦後の農機具を中心に展示して、たくさんの人たちが

懐かしそうにまた珍しそうに見ていました。 

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。 

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

朝のふじやま公園は、どんな色の、どんな形の花が咲いているか楽しみです。

テーマは公園の建物・行事・植物などなど      

hongofujiyama@hongofujiyama.jp

詳細は改めてお知らせします。   

)  古文書講座

) 年末餅つき会

にぎわい座出前寄席、文楽、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会

、年内の実施は見合わせます。

8,097 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 

：045-896-0593

参加費 応募期限定員

600円 ８月

   

古民家主屋と長屋門納屋で「古民家とむかしの道具展」が８

年生が課外授業でやって来て

学習していくむかしの暮らしの道具に加え、もっと昔の、主屋が

出来た当時の鍛冶ケ谷村の様子などをパネルにして展示、また納

屋では戦前戦後の農機具を中心に展示して、たくさんの人たちが

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

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

朝のふじやま公園は、どんな色の、どんな形の花が咲いているか楽しみです。

        
hongofujiyama@hongofujiyama.jp     

古文書講座 中止

年末餅つき会 中止

にぎわい座出前寄席、文楽、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会 2020

、年内の実施は見合わせます。 

0593 

応募期限定員

８月25日(火) 

   ６名  

８月

年生が課外授業でやって来て

学習していくむかしの暮らしの道具に加え、もっと昔の、主屋が

出来た当時の鍛冶ケ谷村の様子などをパネルにして展示、また納

屋では戦前戦後の農機具を中心に展示して、たくさんの人たちが

 

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 

朝のふじやま公園は、どんな色の、どんな形の花が咲いているか楽しみです。 

      

中止 

中止 

2020 

応募期限定員 

 


