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令和３年８月度ボランティア活動予定 

 

 

 

登録ボランティアを募集しています。公園事務所(TEL 045-896-0590)へご連絡ください。  

 

 

★ 第４回ふじやま公園写真コンテスト 

  話題の江戸変化朝顔をはじめ主屋や長屋門、里山･･･を独自に表現してください 

  作品は公園のメールアドレス (hongofujiyama@hongofujiyama.jp)宛に、 締切は８月末日。 

★ コロナ感染対応をお願いします(まん延防止重点措置実施中) 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。 

★ 各種行事の内、収穫祭、里山ポイントラリー、にぎわい座出前寄席、能舞・能管コンサート、

ふじやま茶会、年末餅つき会などは 10 月以降となるよう調整中です。 

★ 体験教室は 11 月に再開できるよう準備中です。 

★ 歴史探訪 ８月は中止します。 

★ ふじやま公園来園者数  ６月来園者数 1,249 名 ３年度累計 5,679 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 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ７日(土) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

８日(日) 

１日(日)  15 日(日) 

休みます 

農芸部会 部会 

     作業 

 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ７日(土) 14 日(土) 

21 日(土) 29 日(日) 

クリーンアップ ３日(火) 17 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 

９日(月) 

13 日(金) 

29 日(日) 

工作棟部会 部会 休みます 

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 : ８月４日(水) 毎月第一水曜日 

『いろり辺雑記』 から（原文のまま） 

♦ わたし今雨で、中は、どこもあいていなかったので、 

ここがあってよかったです!!  とてもたのしかったです!! 

ここは、わたしが 100 才になってもあってほしいです!! 

がんばってください         県内 10 代 お仲間と 

 ♦ ３年生のときけんがくをいくことができなかったけど、やすみの日に 

  古民家にいって昔にことを少しまなべました。ありがとうございます。 

                   市内 10 代 お仲間と 


