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断片が扁平なもの、丸いものなどいくつもの形があります。

天秤棒の典型的な使用は水運びと下肥運びでした。農村だけでなく港で

イスケによる石炭運びに、町中でも行商人や金魚売り

同じ運搬具である背負子は山間部で多用され、天秤棒は平野部で

多用されました。現在ではリヤカーや車の普及で天秤棒はほとん
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部幅は 6cm 厚さ
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ですが、竹炭の売り上げが増えたためです
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年初めて立礼茶席となったお茶席では、着物姿のスタッフの髪に桜

縄ない機のデモンストレーションや工作棟での体験教室の作品展
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物を担いで運搬する道具の一つとして天秤棒があります。秤
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年初めて立礼茶席となったお茶席では、着物姿のスタッフの髪に桜

縄ない機のデモンストレーションや工作棟での体験教室の作品展

物を担いで運搬する道具の一つとして天秤棒があります。秤(ﾊｶﾘ)の天

秤の竿と同じように、両端に荷を下げ、その支点を担いで運びます。多く

の場合、桶や籠などの容器類と併用することにより運搬具として働きます。

天秤棒は古代から、また現代でも世界各地で用いられています。棒の先の

があるもの，つり手の太紐が結びつけてあるもの、
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古民家物置には使込んだ天秤棒があります。長さ
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盛り上がり、今

年初めて立礼茶席となったお茶席では、着物姿のスタッフの髪に桜

縄ない機のデモンストレーションや工作棟での体験教室の作品展
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盛り上がり、今
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同じ運搬具である背負子は山間部で多用され、天秤棒は平野部で

多用されました。現在ではリヤカーや車の普及で天秤棒はほとん
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です。両端に鉄製のツ

メがあり、今でも使用可能です。小学３年生の昔の道具の学習で

干しの販売売り上げを各種団体に寄付してきましたが、今年

円を寄付しました。これは例年の約５割増し
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 から（原文のまま）

最近では友達とふだんから遊びに来ます

昔遊びをしたりおいしい水を飲んだり楽しいです 

これからもたくさんの楽しい行事をきたいしています

月にかけ、野山のあちこちで小さく可憐な濃い紫

名前の由来は、花の形が墨壺に似て、墨入

れが転じてスミレになったといわれる。ふじやま公園でも階

、ひっそりと咲いている姿に

歌の序文で最近人気になっ

山吹の咲きたる野辺のつほすみれ

”などスミレを詠んだ歌が数

) 

 ） 

ボランティア活動予定

 

いろいろな活動をしているふじやま公園は、ボランティア会員の活動に支えられています。現

名の会員が加入していますが、会員は自分の趣味などに合わせていろいろな分野、部会

。畑や花壇を管理し、秋の収穫祭を主宰している農芸部

を整備し、炭を焼いたりしている里山部会、この「ふじやまだより」を作ったり、ホームページ

を制作している広報部会、そば打ちなど各種体験教室を開いている工作棟部会、古民家に残る古

文書などを研究している古民家歴史部会、古民家を中心に清掃したり、梅干しや干し柿などを作

って伝統を守っているクリーンアップ部会があります。そして

へ電話してお問い合わせください。

部 会・事

古民家歴史部会

古文書解読勉強会

歴史探訪 

クリーンアップ

広報部会 

ふじやまだより編集会議

        

ホームページ制作打合せ

(TEL 045-896

から（原文のまま）

友達とふだんから遊びに来ます

 

これからもたくさんの楽しい行事をきたいしています ４月２日

月にかけ、野山のあちこちで小さく可憐な濃い紫

名前の由来は、花の形が墨壺に似て、墨入

ふじやま公園でも階

、ひっそりと咲いている姿には心が和まさ

歌の序文で最近人気になっ

山吹の咲きたる野辺のつほすみれ 

”などスミレを詠んだ歌が数首収め

活動予定 

 

いろいろな活動をしているふじやま公園は、ボランティア会員の活動に支えられています。現

名の会員が加入していますが、会員は自分の趣味などに合わせていろいろな分野、部会

。畑や花壇を管理し、秋の収穫祭を主宰している農芸部

を整備し、炭を焼いたりしている里山部会、この「ふじやまだより」を作ったり、ホームページ

を制作している広報部会、そば打ちなど各種体験教室を開いている工作棟部会、古民家に残る古

文書などを研究している古民家歴史部会、古民家を中心に清掃したり、梅干しや干し柿などを作

して各部会とも一緒に活動する仲間を

へ電話してお問い合わせください。 

会・事 項 

古民家歴史部会 部会 

古文書解読勉強会 

クリーンアップ 

ふじやまだより編集会議

         印刷 

ホームページ制作打合せ

896-0590)へご連絡ください

から（原文のまま） 

友達とふだんから遊びに来ます

４月２日 10 代

月にかけ、野山のあちこちで小さく可憐な濃い紫

名前の由来は、花の形が墨壺に似て、墨入

ふじやま公園でも階

心が和まさ

歌の序文で最近人気になっ

 こ

収め

 

いろいろな活動をしているふじやま公園は、ボランティア会員の活動に支えられています。現

名の会員が加入していますが、会員は自分の趣味などに合わせていろいろな分野、部会

。畑や花壇を管理し、秋の収穫祭を主宰している農芸部

を整備し、炭を焼いたりしている里山部会、この「ふじやまだより」を作ったり、ホームページ

を制作している広報部会、そば打ちなど各種体験教室を開いている工作棟部会、古民家に残る古

文書などを研究している古民家歴史部会、古民家を中心に清掃したり、梅干しや干し柿などを作

各部会とも一緒に活動する仲間を

日

12 日(

５日(日

１日(水

７日(火

ふじやまだより編集会議 

 

ホームページ制作打合せ 

 

９日(木

13 日(

26 日(

へご連絡ください

友達とふだんから遊びに来ます 

10 代 家族で

いろいろな活動をしているふじやま公園は、ボランティア会員の活動に支えられています。現

名の会員が加入していますが、会員は自分の趣味などに合わせていろいろな分野、部会

。畑や花壇を管理し、秋の収穫祭を主宰している農芸部会、森や竹林

を整備し、炭を焼いたりしている里山部会、この「ふじやまだより」を作ったり、ホームページ

を制作している広報部会、そば打ちなど各種体験教室を開いている工作棟部会、古民家に残る古

文書などを研究している古民家歴史部会、古民家を中心に清掃したり、梅干しや干し柿などを作

各部会とも一緒に活動する仲間を

日  程 

(日) 

日) 

水) 

火) 14 日(

木) 

(月) 

(日) 

へご連絡ください 

家族で 

いろいろな活動をしているふじやま公園は、ボランティア会員の活動に支えられています。現

名の会員が加入していますが、会員は自分の趣味などに合わせていろいろな分野、部会

、森や竹林

を整備し、炭を焼いたりしている里山部会、この「ふじやまだより」を作ったり、ホームページ

を制作している広報部会、そば打ちなど各種体験教室を開いている工作棟部会、古民家に残る古

文書などを研究している古民家歴史部会、古民家を中心に清掃したり、梅干しや干し柿などを作

各部会とも一緒に活動する仲間を

 

(火) 



ふじやまだより

 

体験教室のお知らせ

(1)

(2)
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初心者茶道体験教室

粘土工芸

  (全２回

フラワーアレンジメント

簡単デコパージュ

 

ふじやまだより

体験教室のお知らせ

(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

(2)応募者多数のときは抽選

★ いろり端むかし話の会

日 時：５

場 所：古民家主屋いろり端

★ 五月人形飾り

  兜飾り、武者人形、金太郎など座敷いっぱいに飾ります

日 時：４月

  場 所：古民家主屋

鯉のぼり

★ 端午の節供

日 時：

場 所：古民家座敷

定 員：

★ ふじやま手打ちそばを味わう会

日 時：６月

場 所：古民家主屋

提供数：一日

代 金：

★ 歴史探訪

７月までの予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

第 137 回

第 138 回

第 139 回

★ ふじやま公園来園者数

 

 

本郷ふじやま公園運営委員会

 〒247－

教室名 

初心者茶道体験教室

粘土工芸 

全２回) 

フラワーアレンジメント

簡単デコパージュ

・開 館 時

・入  

・休 館

・クリーンアッ

ふじやまだより  第

体験教室のお知らせ

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

応募者多数のときは抽選

いろり端むかし話の会

時：５月 16 日

所：古民家主屋いろり端

五月人形飾り 

兜飾り、武者人形、金太郎など座敷いっぱいに飾ります

時：４月 17 日

所：古民家主屋

鯉のぼり(同時期) 

端午の節供呈茶会 

時：５月５日(

所：古民家座敷

員：30 名 先着順

ふじやま手打ちそばを味わう会

時：６月 19 日

所：古民家主屋

提供数：一日 30 食

金：400 円 

歴史探訪 

での予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

回 ５月１日

回 ６月５日

回 ７月３日

ふじやま公園来園者数

本郷ふじやま公園運営委員会

－0009 栄区鍛冶ヶ谷１－

初心者茶道体験教室 ５月

   

６月６日

   

フラワーアレンジメント ６月７日（金）

 13

簡単デコパージュ ６月

   

開 館 時 間 

  館   料 

休 館 日 

クリーンアップ 

第 196 号 201

体験教室のお知らせ   

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

応募者多数のときは抽選  (3)

いろり端むかし話の会  語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

日(木) 10 時

所：古民家主屋いろり端

兜飾り、武者人形、金太郎など座敷いっぱいに飾ります

日(水)～５月

所：古民家主屋 

 前庭に高さ

 

(日) 11 時～

所：古民家座敷 

先着順  お茶席券：

ふじやま手打ちそばを味わう会

日(水)～23 日

所：古民家主屋板の間 

食 当日先着順

での予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

５月１日(水) 旭区

６月５日(水) 戸塚区

７月３日(水)  中区

ふじやま公園来園者数  ３月来園者数

本郷ふじやま公園運営委員会 

栄区鍛冶ヶ谷１－

日   時

５月26日(日) 

   13時～16

６月６日(木) 13

   13時～15

６月７日（金）  

13時30分～15

６月25日（火） 

   13時～15

・・・お

 :  ９時～17

 : 無 料 

 :  毎月第一水曜日

 : 毎月第１

2019 年４月

   手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

本郷ふじやま公園

(3)持参品：返信はがきで連絡します。

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

時 30 分～11

所：古民家主屋いろり端     定

兜飾り、武者人形、金太郎など座敷いっぱいに飾ります

～５月 13 日(月

前庭に高さ 12 ｍのポールを建て掲揚します

時～14 時 

お茶席券：300

ふじやま手打ちそばを味わう会  おいしい

日(日) 11

当日先着順     

での予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

旭区 グリーロード散策

戸塚区 境川沿い散策と公園巡りコース

中区 文明開化発祥と近代文化をたどるコース

３月来園者数 

  

栄区鍛冶ヶ谷１－20   

時 

 

16時 

) 13日(木) 

15時 

 

15時30分 

 

15時 

・・・お 知

17時  

 

毎月第一水曜日  

毎月第１、３火曜日

年４月 15 日(月)

 

4 

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

本郷ふじやま公園へ  

持参品：返信はがきで連絡します。

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

11 時 30 分

定 員：15

兜飾り、武者人形、金太郎など座敷いっぱいに飾ります

月) 

ｍのポールを建て掲揚します

300 円 

おいしい特製そばを

11 時～13 時

      

での予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

グリーロード散策

境川沿い散策と公園巡りコース

文明開化発祥と近代文化をたどるコース

  1,980 名

   TEL：

茶道を通して和の心に

      触れてみませんか

アジサイの花ブローチと

さわやかな初夏の

ランチサイズの保冷バックに

          

知 ら せ・・・

 但し５月１日

３火曜日(５月７日

) 

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

 

持参品：返信はがきで連絡します。

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

分    

15 名 当日参加自由

兜飾り、武者人形、金太郎など座敷いっぱいに飾ります 

ｍのポールを建て掲揚します

特製そばをどうぞ

時 

での予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

グリーロード散策コース 

境川沿い散策と公園巡りコース

文明開化発祥と近代文化をたどるコース

名  30 年度

：045-896-

内  容 

茶道を通して和の心に

触れてみませんか

アジサイの花ブローチと

 他１点

さわやかな初夏の 

アレンジメント

ランチサイズの保冷バックに

          デコパージュ

せ・・・ 

５月１日(水)は開館します

日 14 日(臨時

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

持参品：返信はがきで連絡します。  

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

当日参加自由 

ｍのポールを建て掲揚します 

どうぞ 

での予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時 50 分です。

 相鉄線 二俣川

境川沿い散策と公園巡りコース 

文明開化発祥と近代文化をたどるコース

年度合計 20,909

-0590   FAX

茶道を通して和の心に 

触れてみませんか 

アジサイの花ブローチと 

他１点 

アレンジメント 

ランチサイズの保冷バックに 

デコパージュ 

 

は開館します 

臨時)) 

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。

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

 

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

 無料 

分です。 

二俣川駅改札

 JR 戸塚駅改札口

文明開化発祥と近代文化をたどるコース JR 関内駅改札口

20,909 名 

FAX：045-896

参加費 

500円 

1,000円 

2.000円 

 800円 

手づくりをお楽しみ下さい。お待ちしております。 

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

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう 

 

改札口 

戸塚駅改札口 

関内駅改札口

 

896-0593 

 応募期限

 ５月10日(

   10名

 ５月28日(

   10名

 ５月24日(

   ８名 

 ６月14日(

    ６名

 

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 

関内駅改札口 

 

応募期限 定員 

(金) 

名 

(火) 

名 

(金) 

 

(金) 

６名 


