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令和４年９月度ボランティア活動予定 

体験教室のお知らせ   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、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)応募者多数のときは抽選  (3)持参品：返信はがきで連絡します。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ コロナ感染対応 マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保に注意し、手指の消毒に心

がけて下さい。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。 

★ 熱中症注意報にご注意  注意情報をわかりやすく絵にして、事務所前に掲示しています。こ

の情報を見て、運動を取りやめたり、水分を補給したりしてください。 

★ 秋からの行事は、新型コロナウイルス感染状況によります。詳細は改めてお知らせします。   

★ 歴史探訪 第 153 回 ９月７日(水)「港南区編 かまくら中の道(鎌倉古道)を歩く」を予定。 

  集合場所：上永谷駅改札口  集合時刻：10 時 20 分(時間厳守) 当日 NHK テレビ｢おはよう

日本｣の【横浜降水確率 50％以上】（6 時 20 分過ぎ表示）の時は９月 14 日に順延。 

★ ふじやま公園来園者数  ７月来園者数  939 名  ４年度累計  6,090 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 応募期限定員 

フラワー 

アレンジメント 

９月８日(木) 

 13時30分～15時30分 

秋の花 2,000円 ８月25日(木) 

   ６名 

絵手紙 

  (全４回) 

 

９月13日(火)､27日(火) 

10月11日(火)､25日(火) 

    13時～15時 

絵手紙の基本を学び、身近な

生き物や風景を画けるよう 

体験します 

700円 ８月30日（火) 

   ６名 

布細工 

  (全２回) 

９月14日(水)､21日(水) 

    13時30分～16時 

来年の干支のうさぎを作ります  1,000円 

 

８月23日(火) 

    ６名 

押し花絵 ９月16日(金) 

     13時～15時 

秋の花でレターラックづくり 1,500円 ９月９日(金) 

   ５名 

里山のそば打ち塾 

  

９月17日(土) 

  10時～12時30分 

手打ちそばの基本を学び美味

しいそばを打ち、自分で打っ

た蕎麦を持ち帰ります。 

1,000円 ８月31日（水） 

   ５名 

部 会・事 項 日  程 部 会・事 項 日  程 

事務局会議 ３日(土) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

11 日(日) 

４日(日)  18 日(日) 

７日(水) 

農芸部会 部会 

     作業 

12 日(月)  

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ３日(土) 10 日(土) 

17日(土) 25日(日) 

クリーンアップ ６日(火) 20 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 

６日(火) 

13 日(火) 

25 日(日) 

工作棟部会 部会 28 日(水) 

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 :  毎月第１水曜日 ９月７日(水) 


