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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。
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9 月の活動より

Activities of September

花壇のお手入れ&木の実集め

＜5 日・19 日＞

台風後の林の中は、木の実でいっぱい！トチの実とプラタナスの実がたくさん集
まりました。マツボックリやドングリ拾いの季節まではもう少し。冬の『花炭づく
り』が楽しみですね♪
秋の風に吹かれて元気を取り戻してき
た花壇の花々。真夏にはなかなか集ま
ることのできなかった友の会メンバー
同士、
「おひさしぶり！」の挨拶をかわ
しながらお手入れを行いました！
そして、
種まきから間引き、草取り、土寄せな
ど、友の会でも手塩にかけて育ててき
たコスモスが、

水辺の活動＠湧水の池

<5 日・16 日>
皆さんの大いなる探究心によって、友
の会の定番となってきた湧水の池の活
動。9 月の成果は、アメリカザリガニ 5
日 2 匹、16 日 9 匹でした！
毎月活動日を設けています。
皆さんどうぞお気軽に
ご参加ください♪

東大和公園わいわいミーティング

＜24 日＞

2019 年に開園 40 周年を迎える東大和公園。場所ごとの特徴や取り組みを紹介す
るガイドウォークの後、公園をより良くするためのアイディア、課題などの意見
を出し合いました！ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

<台風の接近のため、延期・中止といたしました！>
雑木林マイスター入門講座③ in 東大和公園 ＜29 日＞
⇒10 月 14 日(日)に延期します。
※当初予定していた 10 月 14 日の「アカマツの保全活動」は、
10 月 20 日(土)13:00～15:00 に日時を変更します。
雑木林活動 in 東大和公園 ＜30 日＞
⇒中止の見込み。(9/29 12:00 時点)

冬春花壇のデザインワーク
&新花壇への意見出し
10 月 17 日（水）10：00～12：00

日時を変更します！

雑木林活動 in 東大和公園
～アカマツの保全活動～

3 日に決まったテーマをもとに、冬春花壇の
デザインと花の種類や数を決めましょう♪

10 月 14 日（日）10：00～12：00

3 日のテーマ決めと合わせて、みなさんのご

⇒10 月 20 日（土）13：00～15：00

参加お待ちしています。また、パークセンタ
ー改修のため新しくなる花壇について、

集合場所：東大和公園 正門広場

皆さんの意見を聞かせてください。

友の会で移植を続けてきたアカマツのまわ
りの草刈りを予定しています！アカマツの
保全活動は初めてという方も、この機会にお
気軽にご参加ください。

狭山丘陵で過ごす
さわやかな秋の一日

SAYAMA HILLS DAY 準備
10 月 17 日（水） 13：00～15：00
SAYAMA HILLS DAY 前日準備
11 月 2 日（金） 13：00～15：00

SAYAMA HILLS DAY
11 月 3 日（土祝） 10：30～15：00

集合場所：狭山公園パークセンター

※サポートの方は 9:00 に集合をお願いします。

＊まず朝礼をします＊
キッズデイでも大好評！の「薪

インフォメーション
(友の会紹介)

割り体験」をはじめ、様々なコ
ーナーのサポートをお願いしま
す！ご都合のよい時間内での参
加も大歓迎です♪

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。
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活動カレンダー
2018

月

火

1

水

木

2

3
★冬春花壇のテーマ決め
&新花壇への意見出し
10：00～12：00

金

4

日

6

5
★水辺の活動＠湧水の池
10：00～12：00

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

時間と集合場所を変更しました！
全国の自治体の職員が50名程来られます。
道具の使い方や作業の方法などの
サポートをよろしくお願いします！

10

11

9/29から日程を延期しました！

12

★ナノハナ種まき
10：00～11：00
集合場所：狭山公園 風の広場前花壇

13
●あおぞらチャレンジキャラバンin八国山緑地
10：30～15：00 雨天中止
＊一部事前予約制

16

17
★冬春花壇のデザインワーク
&新花壇への意見出し
10：00～12：00

18

19

★
ナノハナ種まき
予備日

※サポートの方は9：30に集合をお願いします！
※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。

★SAYAMA HILLS DAY準備
13：00～15：00
昨年初めて実施して大好評！の薪割り体験を
今年もお願いいたします。割りやすい大きさに
するなどの、準備をしていきましょう。

22

23

24
■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

29

30

★:狭山公園友の会の活動日

25

20
●太極拳で健康づくり体操in狭山公園
10：00～11：30 雨天延期(10/21)
集合場所：狭山公園 遊具広場前
＊事前予約制

10：00～12：00

●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

★雑木林活動in東大和公園
10/14から日時を変更
～アカマツの保全活動～
しました！
13：00～15：00
集合場所：東大和公園 正門広場

26

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

27
●コミュニティガーデン講座⑤
9：30～15：30

■:関係団体の活動

21
★水辺の活動＠湧水の池
10：00～12：00

31

●:イベント

14
★●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

10/6に変更します！

15

7
●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

新しくなる花壇について、
皆さんの意見を聞かせてください。

※サポートの方は13：30に集合を
お願いします！

9

2018.9.29作成

土

zzzzzzzz
パークセンター周辺の改修のため

★●環境パートナーシップ研修
～剪定ばさみでササ刈り～
14：50頃～16：00
集合場所：八国山緑地 踏切口

8

October

※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。

28
●親子自然あそびプログラム3-4歳編③
10：00～12：00
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2018
月

火

水

木

11

November

金

1

土

★●SAYAMA HILLS DAY
10：30～15：00
※サポートの方は9：00に集合を
お願いします！

薪割り体験やガイドウォーク、ツリーイング等
のサポートなどをお願いします！ご都合のよい
時間内での参加も大歓迎♪

6

7
★花壇の引き抜き&土づくり
10：00～12：00 友の会花壇
13：00～15：00 トイレ前花壇

8

日

3

2
★SAYAMA HILLS DAY
前日準備
13：00～15：00

5

2018.9.29作成

9

★花壇
予備日

13

14

15

●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！

10
★水辺の活動＠湧水の池
10：00～12：00

16

11
★●ちょこっとボランティアin東大和公園
10：00～12：00
※サポートの方は9：45に集合を
お願いします！

午後からは、アドバイザーとして
松井一郎氏もお越しになる予定です。
ぜひ皆さんご参加ください！

12

4

★雑木林活動in東大和公園
13：00～15：00

17

18
●親子自然あそびプログラム0-2歳秋編
10：00～12：00

企業の皆さんがササ刈りを実施予定で
す。道具の使い方や作業の方法などの
サポートを大募集！詳細は次号でお知
らせします。

19

20

21
★冬春花壇の植え替え
10：00～12：00 友の会花壇
13：00～15：00 トイレ前花壇

22

23

★花壇
予備日

●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！

24
●コミュニティガーデン講座⑥
9：30～15：30

25
★●企業(明治安田生命)の雑木林活動
10：00～12：00、13：00～15：00
集合場所：八国山緑地 踏切口

12月
26

27

28

29

■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

★:狭山公園友の会の活動日

●:イベント

30

1
★●ガールスカウト
コンテナ花壇の植え替え
13：00～15：00

■:関係団体の活動

2
★●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

※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。

