狭山公園友の会だより
Friends of Sayama Park

vol.101
2018.8
.1

『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。

7 月の活動より
水辺の活動＠湧水の池

Activities of July

＜1 日・18 日＞
湧水の池に罠を設置し、アメリカザリ
ガニを捕まえる活動をしました！
1 日は 7 名、18 日は 2 名の方と、罠
に餌を入れ、設置。1 時間後に回収す
ると…、1 匹だけかかっていました！
もっとかかるにはどうするとよいか考

撮影： K・N

花壇のお手入れ

＜4 日・18 日＞

えるのも楽しみのひとつですね。

道具の手入れ

＜22 日＞

慈雨もないまま猛暑が続き、からから

高気温で中止となった「八国山フォレス

に乾燥してしまうこの夏の花壇。活動

トワーク」をサポート予定だった皆さん

日の他、ふらっとボランティアでも水

が、道具の手入れをしてくださいまし

やりをしていただいています！

た！剪定バサミと鎌がピカピカです！

7 月 14 日午後の雑木林活動、21 日の親子自然あそびプログラム、22 日の
八国山フォレストワークを高気温のため中止しました。夏の野外活動の実施
判断基準を設けましたので、別紙お知らせをご覧ください！

ちょこっとボランティア in 東大和公園

＜14 日＞

5、6 月とみんなでこつこつササ刈りを
している「森のあそび場」ですが、7 月
になると勢いを増すのがこのアズマネ
ザサ。地上部を伸ばすこの時期の草刈
りは、森を守るのに有効な作業です！

道具の使い方やお手入れ方法、虫や植
物のお話など、友の会のみなさんのや
さしいレクチャーに、初参加の方々か
ら「丁寧な説明が有難かった」
「植物を
教えてもらえてうれしい」といった感
想がありました♪

夏の安全管理講習

＜4 日＞
多岐にわたる友の会の活動の中で、
とても大事な安全管理について、夏の
講習を行いました！夏～秋に特に注意
したい熱中症や蜂・毛虫について学び、
ポインズンリムーバーの使い方を練習
しました。

続いて野外でシミュレーション。毎年
繰り返す練習が、いざという時に自分
とまわりの人を助けることにつながり
ます！ひきつづき、安全に楽しく活動
していきましょう。

コスモスの種まき
8 月 9 日（木）9：30～10：30

ちょこっとボランティア
in 八国山緑地

雨天延期 予備日 8 月 10 日(金)、13 日(月)

集合場所：狭山公園 風の広場前花壇

9 月 1 日（土）10：00～12：00
※サポートの方は 9:30 に集合をお願いします。
いつもより早いですが、スタッフ 1 名予定の
ためご都合つく方はよろしくお願いします！

ヒマワリの種まき、お手入れありがとうご
ざいました！今年もきれいに咲いてくれま
した。つづいて、秋に楽しめるコスモスの
種まきを行います！

集合場所：八国山緑地 踏切口

※野外活動中止の基準[当日の最高気温が

4 月のちょこボラ以来の八国山緑地での森の

35℃以上]の場合も、まだ気温の低い

お手入れです！季節のうつろいや、会話も楽し

時間帯に安全に十分配慮して実施します。

みながら、ササ刈りを行っていきましょう♪
まだまだ暑いので飲み物をお忘れなく！

ご自身の体調など考慮いただき、
無理のない範囲でご参加ください。

雑木林マイスター入門講座(全 3 回)

講師：松井一郎氏(NPO birth)

①9/8（土）9:30～16:00 ②9/15（土）10:00～16:00

＠野山北・六道山公園

③9/29（土）＠東大和公園 10:00～16:00 集合場所：正門広場(予定)
※③のサポート詳細は次号でお知らせします。
参加費 ・一般参加：1,000 円（全 3 回） 〆切 8/21（火）

・③のサポート：無料

〆切 8/28（火）

※班分け等の準備がありますので、サポートの方も参加申し込みをお願いします。
鎌やノコギリを使った作業のほか、イベント全体のサポートもお願いしますので、森のお手
入れ作業が不安な方もぜひサポートとしてご参加ください！特に③では、中低木の除伐や
そ だ

粗朶柵づくりのレクチャーと実践も予定していますので、雑木林活動のスキルアップに
ぴったり♪

発行・お問い合わせ
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。

狭山公園友の会
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活動カレンダー
2018

月

火

水

August

木

2018.7.30作成

金

1

土

2

日

3

4

5

11

12

●■東村山市共催
「サマーナイトウォッチング
セミの羽化を観察しよう」
開催場所：狭山公園
18：30～20：30
※サポートの方は17：30に集合

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。

をお願いします！ご都合つかない場合
は18：15までにお越しください。

6

7

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
★●コスモス種まき
予備日
9：30～10：30

公園レンジャーがガイドするセミの観察会で
す！サポートいただける方は前日までにご連
絡をお願いします。

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

※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。

●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY
9：30～12：00

30

＊ふらっとボランティア大歓迎＊
8月中は、花壇のお手入れ・水やりなど、ふらっと
ボランティアをお待ちしております！湧水の池の
活動等については、友の会事務局(飯田、亀山、中沢)
までお気軽にご相談ください。

31
の日はスタッフがいます。
お越しになる際はできるだけ、
ご連絡をいただけるとうれし
いです！
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狭山公園友の会 活動カレンダー
2018
月

火

水

September
木

金

2018.7.28作成

土

日

1
★●ちょこっとボランティアin八国山緑地
10：00～12：00
集合場所：八国山緑地 踏切口

●さやまキッズプログラム
13：30～15：00
※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

※スタッフ1名予定のため、サポートの方は
9：30に集合をお願いします！

3

4

5

6

7

★花壇のお手入れ&
水辺の活動＠湧水の池
10：00～12：00

10

11

12

2

8

9

15

16

●雑木林マイスター入門講座①(全3回)
＠野山北・六道山公園
※申し込み〆切：一般 8/21

13

14
●雑木林マイスター入門講座②(全3回)
＠野山北・六道山公園

★水辺の活動＠湧水の池
10：00～12：00
●ガイドウォーク
13：30～1時間程度
※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

17

18

19

20

21

★木の実拾い&
花壇のお手入れ
東大和公園は2019年に開園40周年を迎えます！
10：00～12：00

●コミュニティガーデン講座④
9：30～15：30

記念プログラムや連動企画について、皆さんの
アイディア・ご意見をおしえてください！

24
●★東大和公園わいわいミーティング
10：00～12：00
集合場所：湖畔集会所(予定)
※詳細は次号でお知らせします。

★:狭山公園友の会の活動日

25

22

26
■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

●:イベント ■:関係団体の活動

27

28

23

7月の雑木林活動に参加された皆さんと
相談のうえ、新たに活動日を設けました！
「森のあそび場」の道づくり、広場づくりを
進めましょう。

29
★●雑木林マイスター入門講座③＠東大和公園
10：00～16：00
集合場所：東大和公園 正門広場(予定)

30
★雑木林活動in東大和公園
10：00～12：00
集合場所：東大和公園 正門広場

※詳細は次号でお知らせします。
※班分け等の準備がありますので、
サポートの方も8/28までに参加申し込みを
お願いします。

※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。

