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またお父さん、お母さんたちのお楽しみは恒例のふじやま鍋。農園で収穫したサトイモ、ダイ

コンに加えて、珍しいズイキ

ちびっ子たちに大人気のタッチ―君は今年も来園します。

11 月９日は、みんなで楽しいこと、おいしいものが盛りだくさんのふじやま公園

日時 11 月

内容 石焼き芋

    ふじやま鍋

    おもしろゲーム

    お楽しみ抽選会（収穫野菜などのプレゼント）

    サツマイモ、サトイモ掘り体験
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事前に電話をするか直接事務所に申し込んでください。
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 8 月に行われた第

27 点の応募があり、審査委員会が厳正な審査が行い、

ら最優秀賞

は中島聖一郎

右＝と

した。表彰式は
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 鴨居と差鴨居

鴨居は和風建物の開口部の柱間にあり、開口部上端

です。敷居の対になります。鴨居には下側に溝が彫られており、間仕切

りとなる引戸、障子や襖などの建具をはめ込みます。概略の寸法は幅が

柱に収まり、高さは５～10 cm です。敷居との内法高さは

骨組みが完成した後に施工される

たり荷重を受ける構造材ではありません。

差鴨居は梁に鴨居の役割を持たしたものです。通常、鴨居は柱間１間ご

と取付けます。間取りや、
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８日

14

24

896-0590)へご連絡ください

 

ススキの葉をそっとかき分

ている紫色の花を見つけることができる。 

 》 

都会の端くれ、横浜市栄区で炭焼き体験をしてみませんか？ふ

じやま公園里山部会では一般の人たちを対象に竹炭焼き体験教

室を開きます。炭焼らしく、一番寒い来年２月８日

の３日間。窯入れ、火入れ、窯出しが体験できま

す。３日間全部でも、１日だけでもＯＫです。定員は

加費は無料です。申し込みは電話で、公園事務所まで。

日  程

10 日(日) 

３日(日) 

６日(水) 

５日(火) 19 日

８日(金) 

14 日(木) 

24 日(日) 

へご連絡ください

そっとかき分

都会の端くれ、横浜市栄区で炭焼き体験をしてみませんか？ふ

じやま公園里山部会では一般の人たちを対象に竹炭焼き体験教

室を開きます。炭焼らしく、一番寒い来年２月８日(土)９日

の３日間。窯入れ、火入れ、窯出しが体験できま

す。３日間全部でも、１日だけでもＯＫです。定員は 15 人、参

加費は無料です。申し込みは電話で、公園事務所まで。 

程 

日(火) 

へご連絡ください 

そっとかき分

都会の端くれ、横浜市栄区で炭焼き体験をしてみませんか？ふ

じやま公園里山部会では一般の人たちを対象に竹炭焼き体験教

の３日間。窯入れ、火入れ、窯出しが体験できま

人、参



ふじやまだより

 

体験教室のお知らせ

(1)

(2)

 

 

★

★

★

★

 

 

 

 

★

★

 

 

 

 

 

押し花絵

  

カメラ教室

初心者茶道体験教室

フラワー

アレンジメント

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

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

日 時：

場 所：古民家主屋いろり端

定 員：

★ 公園散策路を巡るポイントラリー

散策路が台風

来年の２

★ 長屋門修繕工事

工事期間中、

の方は左側通用口からお入りください。

★ 工作棟体験教室の作品展

  日 時：

  場 所：本郷台駅前駐輪場展示

  体験教室の

★ 歴史探訪

今後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 142 回

第 143 回

これで横浜市

令和２年

 

★ ふじやま公園来園者数

 

 

本郷ふじやま公園運営委員会

 〒247－0009

教室名 

押し花絵 

カメラ教室 

初心者茶道体験教室

フラワー 

アレンジメント

・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

語るもよし、聞くもよし、むかし話を楽しみましょう

時：11 月 21(木

所：古民家主屋いろり端

員：15 名 当日先着順

公園散策路を巡るポイントラリー

散策路が台風 15 号

来年の２~３月に計画しています

長屋門修繕工事 期

工事期間中、長屋門

方は左側通用口からお入りください。

工作棟体験教室の作品展

時：11 月３日(

所：本郷台駅前駐輪場展示

体験教室の講師及び受講生

歴史探訪 誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。

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 11 月６日

回 12 月４日

これで横浜市 18 区シリーズが終了しました

令和２年 1 月は休みます

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－

 

11月

   

11月

   

初心者茶道体験教室 11月

 12

アレンジメント 

12月

 13

開 館 時 間 

  館   料 

休 館 日 

クリーンアップ 

第 202 号 20

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

木) 10 時

所：古民家主屋いろり端

当日先着順   

公園散策路を巡るポイントラリー

号による倒木多数

３月に計画しています

期 間：来年１月末

長屋門は使用できません

方は左側通用口からお入りください。

工作棟体験教室の作品展 

(日)～16 日

所：本郷台駅前駐輪場展示

及び受講生の作品を展示します。

誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。

の予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

月６日(水) 緑区

月４日(水) 栄区

区シリーズが終了しました

月は休みます ２月以降は新シリーズが始まります

ふじやま公園来園者数  ９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   

月12日(火) 

   13時～15

月13日(水) 

   10時～11

月17日(日) 

12時30分～

月19日(木) 

13時30分～

・・・お

 :  ９時～17

 : 無 料 

 :  毎月第１水曜日

 : 毎月第１，３火曜日

2019 年 10 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      

   無料 

公園散策路を巡るポイントラリー 

による倒木多数により危険なため

３月に計画しています 

来年１月末まで行います。

使用できません。主屋見学・体験教室でご来園の皆さんや事務所へ御用

方は左側通用口からお入りください。

日(土) 

所：本郷台駅前駐輪場展示スポット

の作品を展示します。

誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。

の予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

緑区 長津田歴史探訪

栄区 戦国武将コース

区シリーズが終了しました

２月以降は新シリーズが始まります

９月来園者数 

  

栄区鍛冶ヶ谷１－20   

   時 

 

15時 

 

11時30分 

 

15時30分 

 

15時30分 

・・・お 知

17時  

 

毎月第１水曜日 11

毎月第１，３火曜日

月 15 日(火

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   

 

 

により危険なため

まで行います。

。主屋見学・体験教室でご来園の皆さんや事務所へ御用

方は左側通用口からお入りください。  

スポット 

の作品を展示します。

誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。

の予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

長津田歴史探訪 

戦国武将コース 

区シリーズが終了しました 

２月以降は新シリーズが始まります

  1,410 名

   TEL：045

奥深い川のほとりに咲く白い

かわいい花

でかごをつくります

～写してみよう～

  経験者も初心者も大歓迎

 

ご自身で抹茶を点てて

  飲んでみましょう

 

フラワーアレンジメント

 ～お正月の花～

知 ら せ・・・

1月６日(水)

毎月第１，３火曜日(11 月５日

火) 

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 

    

により危険なため今年は中止します

まで行います。  

。主屋見学・体験教室でご来園の皆さんや事務所へ御用

の作品を展示します。 

誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。

の予定コースと集合地は次の通りです。スタートは９時

 JR 横浜線長津田駅

 JR 東海道線

２月以降は新シリーズが始まります

名  元年度累計

045-896-0590 

内  容 

奥深い川のほとりに咲く白い

かわいい花 河母子草の花葉

でかごをつくります 

～写してみよう～ 

経験者も初心者も大歓迎

ご自身で抹茶を点てて

飲んでみましょう 

フラワーアレンジメント

～お正月の花～ 

せ・・・ 

) 

５日 19 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。  

今年は中止します

。主屋見学・体験教室でご来園の皆さんや事務所へ御用

誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。

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。

横浜線長津田駅

東海道線大船駅

２月以降は新シリーズが始まります 

元年度累計  8,672

0590   FAX：

 

奥深い川のほとりに咲く白い 

河母子草の花葉

経験者も初心者も大歓迎 

ご自身で抹茶を点てて 

 

フラワーアレンジメント 

 

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

 

今年は中止します。 

。主屋見学・体験教室でご来園の皆さんや事務所へ御用

誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。

分です。 

横浜線長津田駅 改札口

大船駅 南改札口

8,672 名 

：045-896-0593

参加費 

1,500円 

無料 

 500円 

2,000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

。主屋見学・体験教室でご来園の皆さんや事務所へ御用

誰でも参加できます。参加希望の方は，前もって事務所へお電話ください。 

改札口 

南改札口 

0593 

 応募期限定員

 11月６日

   ５名

11月８日（金

   12名

 11月９日

   10名

 12月５日

   ８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 

。主屋見学・体験教室でご来園の皆さんや事務所へ御用 

 

応募期限定員 

月６日(水) 

５名 

月８日（金) 

名 

月９日(土) 

名 

月５日(木) 

８名 


