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４ 

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。 

 

 

★ いろり端むかし話の会  

いろりの火を囲んで神奈川や日本のむかし話を楽しんでみませんか 

日 時：４月 21 日(木) 10 時 30 分～11 時 30 分    

場 所：古民家主屋いろり端   

定 員：15 名 当日参加自由 無料 

★ 五月人形飾りと鯉のぼり 

主屋座敷に五月人形を飾り、前庭に鯉のぼりを掲揚します 

期 間：４月 20 日(水)～５月 16 日(月) 

★ 炭焼き体験教室 

  里山整備のため伐採した竹を竹炭に焼きます。伐採から竹炭作りに参加しませんか 

  日 時： 伐採 ５月 14 日(土)９時～12 時、窯入れ ５月 21 日(土)８時～12 時 

       窯出し ５月 29 日(日)９時～12 時  雨天中止 

  会 場：本郷ふじやま公園竹林および炭焼き広場 

  募集人員：10 名  往復ハガキでお申込みください。 応募者多数の場合は抽選   

  応募締切：４月 15 日(金) 

★ 2 月ふじやま公園来園者数  2 月度来園者数  3,191 名  27 年度累計  21,526 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 

押し絵 

（全2回） 

5月10日(火) 13時～16時 

5月17日(火)     〃     

夏を先取りして「金魚」を作ります  1,500円 4月25日（月） 

    12名 

伝統工芸 

「鎌倉彫」を彫

る（全２回） 

5月11日(水）13時～16時 

5月25日(水)     〃 

平皿にアジサイ文を彫る  2,000円 4月25日（月） 

10名 

布ぞうり作り 5月13日(金）10時～15時 一日で一足完成します    700円 ４月25日（月） 

   15名 

子ども工作 

（小学生） 

5月15日(日)10時～11時 

   〃    13時～14時 

簡単な材料、ストローと割箸でス

カイシャトルを作って飛ばそう 

無料 当日先着順 

各  10名 

初心者茶道 

体験教室 

（全2回） 

5月21日(土)13時～16時 

6月18日(土)    〃 

四季を感じながらおもてなしの心

を学びましょう（白い靴下持参） 

（小学生以上） 

各日 

500円 

4月30日（土） 

5名 

フラワー 

アレンジメント 

5月24日(火)13時30分～ 

        15時30分 

さわやかな初夏をイメージしたア

レンジ (お持ち帰り袋持参) 

2,000円 5月10日（火） 

     8名 

里山の 

そば打ち塾 

5月28日(土)10時～12時 美味しいそばが打てます。 

自分で打ったそばの試食 

800円 5月12日（木） 

    10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(4月6日) 

・クリーンアップ : 毎月第 1・3火曜日 10 時～11 時（4月 5日・19 日） 


