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花見会、竹林整備（タケノコ掘り）は今年も中止です

 

トの花見会、竹林整備（タケノコ掘り）はコロナ感染症対策で昨年

に続き、残念ながら今年も中止することになりました。来年に期待

してください。（写真は一昨年のもの）

 

古民家で文楽公演を収録、４月に映像配信へ！

３月１５日までお雛様を飾りました！

全部の部屋に飾られました。昨年は飾ってもコロナで主屋が閉鎖され

見られませんでしたが、今年は展示初日から待ちかねたお客さんがた

くさん訪れました。

 

 

入ったばかりの人もいて、ミックスしている。問題は世代交代で、上が減った分だけ下が入っ
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 ふじやま公園の春の風物詩として親しまれている４月のイベン
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古民家で文楽公演を収録、４月に映像配信へ！

３月１５日までお雛様を飾りました！

今年のひな人形は２月

全部の部屋に飾られました。昨年は飾ってもコロナで主屋が閉鎖され

見られませんでしたが、今年は展示初日から待ちかねたお客さんがた

くさん訪れました。

 

 

記念式典は中止となったが、ふじやま公園も

目に入っている。ボランティア会員には開園以来という人も大勢いるが、昨年

入ったばかりの人もいて、ミックスしている。問題は世代交代で、上が減った分だけ下が入っ
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楽のミニ公演と解説のイベントが２月

出席して古民家主屋で開かれました。人形遣いの吉田勘彌さんが

「伽羅先代萩」「艶容女舞衣」のさわりを演じ、解説をしました。

この公演は

月に栄区の地域振興課が映像配信を行う予定です。
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てくるのが理想的だが、なかなかそうはうまくいかない。

年金支給が遅くなった分だけ勤めが長くなり、年寄りに

時間ができない…。かくして会員の平均年齢は上がる一

方。体力は下がるから活動に支障が出てくる。若返りは

急務だが、名案はない。とりあえず身近の少しでも若い

人に声をかけてみてください…しか浮かばない。
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かんぬきは、素朴な発想に基づく戸締り用具なので古今東

西広く用いられています。日本では平安後期から用いられ、

開き戸が一般化してから出入り口に用いられるようになったと思われます。かんぬきを、保持す

る金物・箱金物を『かんぬきかすがい』と云い、扉の表側に取付けるかすがいの端を隠すため饅

頭金具を取付けます。これは
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確保、手指の消毒に心がけて下さるようお願いいたします。

  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。
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