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『友の会だより』は、公園ボランティアである狭山公園 友の会の活動を紹介しているニュースレター。毎月発行。

6 月の活動より
ヒマワリ花壇のお手入れ

Activities of June

＜2 日＞

5 月 5 日さやま KIDSDAY でみんなで種
をまき、元気に芽を出したヒマワリのお
手入れを行いました。草を取り、適度に
間引きをしたことで、大きく育ってくれ
そうです！引き続き水やりなどの見守
りをお願いします。

夏秋花壇の植え替え

＜6 日＞
デザイン、土づくりと準備を進めてきた
4 つの花壇。さすがは友の会というチー
ムワークの植え替えで、夏秋花壇が見事
完成！ラベンダーやアジサイとも相ま
って、しっとり爽やかな中に、華やかさ
を感じる素敵な花壇になりました♪

七夕かざり
友の会による七夕かざりに
彩られたササが、来園者の皆
さんの願いでいっぱいに♪
＜～7 月 7 日＞

狭山公園友の会『友の会だより』はおかげさまで

創刊 100 号！
2010 年 4 月の第 1 号発行から 8 年間。暑い日も寒い日
も、少しの雨でも風の日も、笑顔で多彩な活動を続けて
きてくださっているみなさんへ感謝をこめて、ささやか
ながら事務局から記念品を贈ります！いつもほんとうに
ありがとうございます♪

ちょこっとボランティア&雑木林活動 in 東大和公園＜17 日＞
梅雨の晴れ間に「ちょこっとボランティア」を開催しました。友の会をはじめ
10 名によるササ刈りで、公園看板のまわりまですっかりきれいになりました！

みんなでわいわいお昼ごはんを食べた後、先月ルートを設定した森のあそび場
の道づくりにとりかかりました！早くも道が開通しそうです。

八国山フォレストワーク
7 月 22 日（日）10：00～15：00
※サポートの方は 9:30 に集合をお願いします。

ちょこっとボランティア
in 東大和公園&雑木林活動

集合場所：八国山緑地 踏切口
公園レンジャーによるガイドウォークや地元

7 月 14 日（土）10：00～12：00

ゴハンのランチを森の中で楽しみながら、

13：00～15：00
集合場所：東大和公園 正門広場

里山のくらしや鎌を使った森のお手入れ
について学べるイベントです！

生き物や花の発見、会話も楽しみながら、

参加費：

ササ刈りを行います！

①一般参加 1,000 円

※サポートの方は 9:45 に集合をお願いします。

②サポート≪お弁当付き≫

800 円

ちょこっとボランティアの後は、「森の

③サポート≪お弁当不要≫

無料

あそび場」づくりを進めましょう！

鎌を使った森のお手入れの班長、参加者

道づくりのほか、今後の活動内容について

サポートをお願いします！)

もみんなで計画していきましょう。

※昼食等の準備がありますので、サポートの方

ご都合のよい時間内での参加も大歓迎♪

も参加申し込みをお願いします。〆切 7/15

持ち物：軍手、てぬぐい(ヘルメット下にかぶる物)、
タオル、飲み物、昼食(終日参加の方)

コスモスの種まき
8 月 9 日（木）9：30～10：30
予備日 8 月 10 日(金)、13 日(月)

みんなでわいわい
お昼ごはん♪

集合場所：狭山公園 風の広場前花壇
予告

●『雑木林マイスター入門講座』(全 3 回)
①9 月 8 日 ②9 月 15 日＠里山民家 ／ ③9 月 29 日＠東大和公園
雑木林保全活動のための基本的な知識と技術を学ぶことのできる講座です！特に第 3 回は、東大和
公園での実践を行いますので、ぜひご参加ください。次号で詳しいご案内をお送りします。
●『里山 ×Slow Life』は、10 月以降の開催を予定しています。

発行・お問合せ
狭山公園友の会 事務局：都立狭山公園パークセンター（担当：飯田、亀山、中沢）
TEL：042-393-0154 FAＸ:042-397-9467
E-mail：s3-park@sayamaparks.com
活動日は主に第１・３水曜日、週末の活動もあります。随時入会受け付けています。
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狭山公園友の会 活動カレンダー
2018
月

火

水

木

金

July

2018.6.23作成

土

日

1
花壇、雑木林、水辺など、全ての夏の活動の
中で気をつけることをチェックしましょう！
安全に活動するための大事な講習ですので、
ぜひご参加ください。

2

3

4

5

★水辺の活動@湧水の池&花壇のお手入れ
10：00～12：00
集合場所：狭山公園パークセンター

水辺で活動しますので、長靴をおすすめ
します！見学だけでも大歓迎♪

●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

植え替え以降、雨天のために行えていな
い花壇のお手入れもしませんか？

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

6

★花壇のお手入れ
10：00～12：00
★夏の安全管理講習
講師：松井一郎氏
13：00～15：30

7
●★狭山公園わいわいミーティング

8
●ツリーイング

＊事前予約制

～子どもがワクワクするパークセンターって？～

10：00～12：00【随時】
開催場所：狭山公園パークセンター前
■狭山3公園管理運営協議会
13：00～15：00

9

10

11

12

13

14
★●ちょこっとボランティアin東大和公園
10：00～12：00

15
●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

狭山公園パークセンターのリニューアルに向けて、来園者に
※サポートの方は9：45に集合を
アンケートを行います。随時行っていますので、ご都合のよい
お願いします！
★雑木林活動in東大和公園
時間にお越しいただき、皆さんの意見を聞かせてください！

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

13：00～15：00

16

17

18

19

20

★水辺の活動＠湧水の池
&花壇のお手入れ
10：00～12：00
★ヒマワリの水やり
13：00～15：00

23

24

●親子自然あそびプログラム3-4歳編②
10：00～12：00

31

22
●★八国山フォレストワーク
10：00～15：00
集合場所：八国山緑地 踏切口
※サポートの方は、9:30に集合をお願いします！
※昼食等の準備がありますので、サポートの方も
7/15までに参加申し込みをお願いします。

25
■東大和市環境を考える会
定例観察会
9：30～12：30
集合場所：
東大和市郷土博物館

30

21

★:狭山公園友の会の活動日

26

27

28
●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY
10:00～12:00

●:イベント

■:関係団体の活動

※イベントの詳細は、狭山丘陵の都立公園ニュース冊子「きてみて」かＨＰで確認ください。
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狭山公園友の会 活動カレンダー
2018
月

火

水

8

August

2018.6.28作成

木

金

1

2

7

3

日

4

5

●■東村山市共催
「夜のセミ観察会」(予定)
開催場所：狭山公園

夏のヒマワリにつづいて秋の花も楽しめるよう、来園者と
一緒にコスモスの種をまくイベントです♪
雨天の場合は予備日に延期しますので、判断が難しい場合は
お問い合わせください。

6

土

公園レンジャーがガイドする
セミの観察会のサポートをお願いします！
サポートいただける方には、
詳細が決まり次第ご連絡します。

8

9
●★コスモス種まき
9：30～10：30
集合場所：狭山公園 風の広場前花壇

10

11

12

●★コスモス種まき
予備日
9：30～10：30

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

●★コスモス種まき
予備日
9：30～10：30

■東大和市環境を考える会
定例観察会
9：30～12：30
集合場所：
東大和市郷土博物館

27

28

★:狭山公園友の会の活動日

29

●:イベント

■:関係団体の活動

●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY
10:00～12:00

30

31

※イベントの詳細は、狭山丘陵の都立公園ニュース冊子「きてみて」かＨＰで確認ください。

