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令和４年３月度ボランティア活動予定 
 

 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ５日(土) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

13 日(日) 

６日(日) 20 日(日) 

休みます 

農芸部会 部会 

     作業 

21 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ５日(土) 12 日(土) 

13日(日) 19日(土) 

27 日(日) 

クリーンアップ １日(火) 15 日（火） 

広報部会 

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(水) 

14 日(月) 

27 日(日) 

工作棟部会 部会 

 

30 日(水) 

 

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。 

楽しい教室のお知らせ   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております 

(1)応募要領：往復はがきに、教室名(実施日も)、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へ  

(2)応募者多数のときには抽選  (3)持参品：返信はがきで連絡します。 

 

 

 

３月以降の行事予定はコロナの関係で次の通りです。詳細は改めてお知らせします。 

★ 雛飾り：２月 16 日(水)～３月 14 日(月) 

★ 能舞・能管コンサートは４月 16 日(土)に開催します。 詳細は前号でも紹介 

   観賞料：無料、定員：60 名、観賞申込:２月 16 日から電話または来園で受付 

★ お花見、竹林整備は４月に、ポイントラリー、ふじやま茶会は９月以降に予定しています。 

★ 歴史探訪 ：２月、３月は休みます。４月以降の予定は３月号でお知らせします。  

★ ボランティア会員の皆さんへ ふじやま公園第３期の指定管理が終了した記念の会員懇親会

(有料)はコロナ感染症が落ち着くまで延期します。開催時期は改めてお知らせします。 

 

1 月ふじやま公園来園者数    1,383 名      令和３年度累計 15,368 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 

教室名 日   時 内  容 参加費 応募期限 

押し花絵 ３月19日（土） 

 13時30分～15時30分 

春の花達を額にいれて 

かざってみませんか 

2,000円 ３月11日(金) 

５名 

フラワー 

 アレンジメント 

３月24日(木) 

 13時30分～15時30分 

春の花 2,500円 ３月11日(金) 

６名 

里山のそば打ち塾 ３月26日(土) 

10時～12時30分 

手打ちそばを 

体験しましょう 

900円 ３月４日（金） 

３名 

・・・お 知 ら せ・・・ 

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 : 毎月第１水曜日（３月２日） 


