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令和２年 11 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 ７日(土) 古民家歴史部会 部会 

 古文書解読勉強会 

 歴史探訪 

８日(日) 

１日、15 日(日) 

休みます 

農芸部会 部会 

     作業 

16 日(月) 

月曜日 木曜日 

里山部会 作業 ７日、14 日、21 日(土) 

29 日(日) 

クリーンアップ ３日､17 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 

 

10 日(火) 

13 日(金) 

29 日(日) 

工作棟部会 部会 コロナのため中止 

囲炉裏守  

囲炉裏焚き 

当分の間 休みます 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 11 月の手作り｢体験教室｣の予定はありません。 

★ 第１面で紹介した写真コンテスト入賞作品を、主屋板の間で当分の間、展示しています。 

★ 今後の行事の予定は次の通りです。 詳細は改めてお知らせします。   

  11 月７月(土)   区民祭 中止 

11 月 14 日(土) 収穫祭 中止 

11 月 19 日(木)  古文書講座 中止 

12 月６日(日)  ポイントラリー  来春に延期 

12 月 13 日(日) 年末餅つき会 中止 

七草粥と正月遊び １月上旬 内容検討中 

文楽 ２月 23 日(火) 公演予定  

にぎわい座出前寄席、能舞・能管コンサート、ふじやま茶会、消防訓練 ： 来春に延期  

★ 歴史探訪  新型コロナウイルス感染症への対応の為、年内の実施は見合わせます。 

★ ふじやま公園来園者数  ９月来園者数 929 名   令和２年度累計 9,887 名 

  

 

 

  

ふじやまだより編集部員を募集しています。事務所へご連絡ください 

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 

・・・お 知 ら せ・・・  

・開 館 時 間 :  ９時～17時  

・入  館   料 : 無 料 

・休 館 日 :  毎月第１水曜日です (11月４日) 

『いろり辺雑記』 から（原文のまま） 

 ◆ 公園周りの自然がとてもきれいで真夏の熱さを忘れてしまうような 

  竹林が涼しげによかったです。コロナの関係でなかなか外出が厳しい中、 

古民家で家族四人のかけがいのない時間を過ごせてとても感謝です。 

昔の人たちの知恵がつまった古民家の道具ギャラリーも子供たちに大反響 

でした。本当にありがとうございます。そして、温かく出迎えてくれた 

スタッフのみなさんありがとうございました。       40 代 家族で 


