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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
第４回ふじやま公園写真コンテストの表彰式が 11 月５日
に行われました。最優秀賞の江波戸信雄さんをはじめ７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。入賞作品は 10 月 29 日から 11 月
５日まで、主屋下座敷に展示しました。写真は表彰式後、作
品の前で審査委員長と懇談する入賞者の人たち。

今年も「昔のくらし」の学習が始まりました
10 月 29 日に港南区の港南台第一小学校の３年生が社会科学習
「昔の道具 昔のくらし」の校外学習でふじやま公園を訪れ古民
家主屋、長屋門などで学習しました。鬼滅の刃の主人公竈門炭治
郎が使っていた背負子と同じものを体験していました。
また 19 日には鎌倉女子大幼稚部の生徒が古民家を見学し、家の
つくりの大きさに感心していました。

片月見を避けて～十三夜のお月見も飾りました～
10 月 18 日は十三夜のお月見がありました。中秋の名月だけ
では片月見といい縁起が良くないといわれているので、ふじ
やま公園でも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、十三夜はススキと柿、カリンだけの簡単なお
飾りにしました。

今年も「花を植えよう」イベント～11 月 23、27、28 日に
昨年子供たちにたくさんのチューリップなどの球根を植えてもら
った「花を植えよう」イベントを今年も 11 月 23 日（火＝休日）、27
日（土）、28 日（日）の３日間開きます。10 時 30 分から 13 時まで
に公園に来れば、植えられますから親子連れ(三才のお子さんでもで
きます)でも、ぜひどうぞ。
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手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

教室名
フラワーアレンジメント

日
時
内 容
参加費 応募期限 定員
12月23日(木)
お正月の花を作ります
2,500円 12月２日(木)
13時～15時
５名
(1)応募要領：往復はがきに、教室名、氏名（ふりがな）
(1)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
応募期限までに本郷ふじやま公園
応募期限までに本郷ふじやま公園へ
本郷ふじやま公園へ
(2)応募者多数のときは抽選
(2)応募者多数のときは抽選 (3)持参品：返信はがきで連絡します。
(3)持参品：返信はがきで連絡します。

令和３
令和３年 12 月度ボランティア活動予定
ボランティア活動予定
部 会・事 項
事務局会議

日

程

部 会・事 項

４日(土)

12 日(日)
5 日(日)、19 日(日)
１日(水)

クリーンアップ

7 日(火)､21 日(火)

22 日(水)

ふじやまだより編集会議
印刷

９日(木)
14 日(火)

当分休みます

ホームページ制作打合せ

26 日(日)

部会
作業

20 日(月)
月曜日 木曜日

里山部会

作業

４日(土)、11 日(土)
18 日(土)、25 日(土)

部会

囲炉裏焚き

程

古民家歴史部会 部会
古文書解読勉強会
歴史探訪

農芸部会

工作棟部会

日

・・・お 知 ら せ・・・
★ 年末餅つき会中止、ミニ正月飾り～
年末餅つき会中止、ミニ正月飾り～12
12 月 19 日(日) 先着 24 人
年末の餅つきは新型コロナの関係で２年連続の中止になりました
年末の餅つきは新型コロナの関係で２年連続の中止になりました
が、強い要望に応えて、人気のミニ正月飾り教室は２年ぶりに復
活します。
「３密」を避けるため、場所を工作棟と主屋、時間を 10
分間と、10
時から 30 分間と、
10 時 30 分から 30 分間の 4 教室に分け、それ
ぞれ 6 人ずつ計 24 人とします。電話 896896-0590 で 20 日から先着
順で受け付けます。1
順で受け付けます。1 家族 1 人とし、1
人とし、1 人 500 円。（あればワイヤ
（あればワイヤ
が切れる）ハサミと持ち
が切れる）ハサミと持ち帰り用袋を持参ください。
帰り用袋を持参ください。
★ その外の行事
その外の行事予定は次の通りです。
行事予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。
予定は次の通りです。詳細は改めてお知らせします。
12 月 21 日(火) まゆ玉飾り作りを行います。
まゆ玉飾り作りを行います。
12 月 28 日(火) ボランティアによる門松製作を
ボランティアによる門松製作を長屋門前で行います。
門前で行います。
年末餅つき会、来年の七草粥と正月遊び
年末餅つき会、来年の七草粥と正月遊びは
、来年の七草粥と正月遊びは中止します。
中止します。
ポイントラリー、能舞・能管コンサート、ふじや
ポイントラリー、能舞・能管コンサート、ふじやま
能舞・能管コンサート、ふじやま茶会、文楽
茶会、文楽など
文楽などは
などは来春に延期します
来春に延期します。
延期します。
★ 歴史探訪 12 月 1 日(水) 第 149 回 鎌倉散在ガ
鎌倉散在ガ池(鎌倉湖
鎌倉湖)もみじ狩り散策 当日 NHK お
はよう日本の降水確率 50％以上
50％以上(
％以上(６時 25 分表示)
分表示)の時は 12 月 8 日に順延。 集合場所：
集合場所：イ
場所：イ
トーヨーカ堂桂台店前
トーヨーカ堂桂台店前(
桂台店前(桂山公園バス停付近
桂山公園バス停付近)
バス停付近)。集合時間：９時 50 分。 山登りがあるので
ﾄﾚｯｷﾝｸﾞﾎﾟｰﾙお持ちの方は持参。会員以外でも参加できま
ﾄﾚｯｷﾝｸﾞﾎﾟｰﾙお持ちの方は持参。会員以外でも参加できます
会員以外でも参加できます、前日までに事務所へ電話を
前日までに事務所へ電話を。
★ ふじやま公園来園者数 10 月来園者数 1,617 名
令和３
10,605 名
令和３年度累計
・開
・入
・休

館 時
館
館

間 : ９時～17時
料 : 無 料
日 : 毎月第１水曜日です (12月１日)
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