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写真コンテストの表彰式＆展示会が開かれました。

に行われました。最優秀賞の河内道明さんをはじめ６人の入

賞者に本郷ふじやま公園運営委員会の保坂順彌会長から表彰

状と副賞が贈られました。また

主屋の板の間で入賞作の写真展が開かれていました。

１号でした。

片月見と縁起が良くないといわれているので、ふじやま公園でも

月

ので、ススキと柿だけの簡単なお飾りにしました。
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今年も「昔のくらし」の学習が始まりました

１号でした。

片月見を避けて～十三夜のお月見も飾りました～

10 月は中秋の名月と十三夜のお月見がありました。一方だけ

片月見と縁起が良くないといわれているので、ふじやま公園でも

月 29 日の十三夜のお飾りもしました。十五夜を盛大に飾りました

ので、ススキと柿だけの簡単なお飾りにしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

セリ科シシウド属、日本原産で房総半島から紀伊半島の太平洋

岸と伊豆諸島に自生する。「今日摘んでも明日には芽は出る」ほど

生命力が旺盛であることから名づけられた

食される八丈島は産地として有名なことか

れている。草丈１メートル前後となり、多年草だが

の傘形花序を付け、その後にへん平な実をつける。開花結実する

と枯れてしまう。葉と茎が食用になり、香りと味に独特のクセが

あるため、主に若葉を天ぷらやお浸しなどにして食べる。公園で

は水琴窟のそばとその周辺に見られる。
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いずれも休日)の３日間、お昼ごろ、花を植えに

連れ歓迎、公園に電話を。

予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。

年末餅つき会は中止します。 

にぎわい座出前寄席、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会、消防訓練

、年内の実施は見合わせます。

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さい

0590   FAX：

  

日(日)  

日  

13 日(日) 

6 日(日)、

休みます 

１日(火)､

 

８日(火) 

12 日(土) 

20 日(日) 

                                                                                                                             

の３日間、お昼ごろ、花を植えに

、公園に電話を。

詳細は改めてお知らせします。

 

にぎわい座出前寄席、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会、消防訓練 ： 来春に延期

、年内の実施は見合わせます。

令和２年度累計  11,836

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

 

  程 

 

、20 日(日)

 

､15 日(火) 

 

 

 

                                                                                                                             

の３日間、お昼ごろ、花を植えに

、公園に電話を。 

詳細は改めてお知らせします。

来春に延期。

、年内の実施は見合わせます。 

11,836 名 

0593 

) 

 

                                                                                                                             

の３日間、お昼ごろ、花を植えに 

詳細は改めてお知らせします。   

。 

                                                                                                                             

 


