狭山公園友の会だより
Friends of Sayama Park

2018 年 11 月 3 日

おつかれさまでした！
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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。

10 月の活動より

Activities of October

冬春花壇のテーマ決め＜3 日＞＆デザインワーク＜17 日＞

花壇のテーマ決めとデザインワークに
は、大勢の参加がありました♪公園の
環境を考えたうえで、テーマカラーや
皆さんの想いを存分に取り入れた、冬
春花壇を彩る花々が決定！植え替えが
楽しみですね。

環境パートナーシップ研修サポート ＜3 日＞
全国の自治体職員の方々約 50 名が研修の一環として、八国山緑地でササ刈りを
行いました。雑木林について、また、公園ボランティアや地域の方々と環境保全
の関わりについて興味深く学ばれたようです。特に、サポートメンバーの皆さん
との会話を楽しまれていました！ありがとうございました！

水辺の活動＠湧水の池

<6 日>

ナノハナ種まきと間引き
＜10 日、19 日、23 日＞

今後に活かせるようにと相談のうえ、

見頃のコスモス花壇の向かい側に、

アメリカザリガニの体長・抱卵の有無

来園者と友の会の皆さんとで、ナノハ

と水温の記録をとりました！皆さんと

ナの種をまきました♪

工夫しながら進展していく活動です。
11 月もよろしくお願いします。
ゴマより小さな種をまくのはとても難し
い作業でしたが、2 日後には発芽！大変な
間引き作業も、ありがとうございました！

雑木林マイスター入門講座③
in 東大和公園 ＜14 日＞

雑木林活動 in 東大和公園
～アカマツの保全～ ＜20 日＞

鎌で草刈り、ノコギリで除伐、ナタで

草木がアカマツの実生を覆っている一

杭づくり、粗朶柵づくりと、充実の実

帯の草刈りを実施しました。ぐんぐん

践的な講座が行われました。なかなか

進む作業で、明るい陽射しが広く実生

ない復習の機会にもなり、友の会メン

に届くようになりました！

バーのスキルも大幅アップ！

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

公園スタッフと友の会メンバー
からのおすすめポイント
【ラクウショウの気根】

事務局からのお知らせ
Information
企業の雑木林活動のサポート募集！
11 月 25 日（日）10：00～12：00
13：00～15：00
※サポートの方は 9:30、12:30 に集合をお願いします。

＠狭山公園 宅部池デッキ横
水に浸るなどして根が呼吸できないと、地上
に伸びてくることで見られるのがこの気根
(呼吸根)。どのラクウショウでも見られるわ
けではない貴重な光景です！

ちょこっとボランティア
&雑木林活動 in 東大和公園
11 月 11 日（日）10：00～12：00
13：00～15：00
集合場所：東大和公園 正門広場
生き物や花の発見、会話も楽しみながら、

集合場所：八国山緑地 踏切口
企業の皆さんが行うササ刈りのサポートをお
願いします！人数が多いため 2 回に分けて実
施しますので、午前・午後のどちらかだけで
も大歓迎！

八国山フォレストワーク
12 月 2 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。

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
ゴハンのランチを森の中で楽しみながら、
里山のくらしや鎌を使った森のお手入れ

ササ刈りを行います！
※サポートの方は 9:45 に集合をお願いします。

ちょこっとボランティアの後は、「森の
あそび場」づくりを進めましょう！

について学べるイベントです！
参加費：
①一般参加 1,000 円

広場の草刈りのほか、松井一郎氏のアドバイ

②サポート≪お弁当付き≫

800 円

スのもと、落ち葉をためる粗朶柵づくりも予

③サポート≪お弁当不要≫

無料

定しています！

鎌を使った森のお手入れの班長、参加者
サポートをお願いします！

持ち物：軍手、てぬぐい、タオル、
飲み物、昼食(終日参加の方)

※昼食等の準備がありますので、サポートの方
も参加連絡をお願いします。〆切 11/25

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、河野、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

水

木

November

金

1

土

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

3

★●SAYAMA HILLS DAY
10：30～15：00

盛況のうちに終了しました！
準備や当日のサポート、ありがとうございました！

6

日

2
★SAYAMA HILLS
DAY 前日準備
13：00～15：00

5

2018.11.5作成

※サポートの方は9：00に集合を
お願いします！

8

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します。
道具の使い方や作業の方法などの
サポートを大募集！

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
※サポートの方は9：30、12：30に
集合をお願いします！

26

27

28

29

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

★:狭山公園友の会の活動日

●: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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活動カレンダー
2018

月

火

水

木

December

2018.11.5作成

金

土

日

1
★●ガールスカウト
コンテナ花壇の植え替え
13：00～15：00

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
※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11/25までに参加連絡をお願いします。

公園自家製腐葉土に欠かせない落ち葉を集め
ましょう！パークセンター改修後も腐葉土置き
場は残ります(位置は変わる予定です)。

●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！

3

4

5

6

7

8

★花壇のお手入れ＆落ち葉かき
＆クリスマスツリー飾りつけ
10：00～12：00

10

11

2019年1月13日の「花炭づくり」を
サポートしていただける方は、
必ず練習にご参加ください！

12

13

14

15
★●ちょこっとボランティアin東大和公園
10：00～12：00

18

19

20

★花壇のお手入れ＆門松づくり準備
＆木の実集め
10：00～12：00

24

25

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

22

23

29

30

★門松づくり
10：00～12：00

26

27

28

■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

クマザサ、マツ、ナンテンを調達してくる
ところから完成まで。みんなで力合わせて
作りましょう！応援だけでも大歓迎♪

31

★:狭山公園友の会の活動日

●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
13：00～15：00

21

16
★花炭づくり練習＆門松づくり準備
10：00～15：00

※サポートの方は9：45に集合を
お願いします！

ワラを整える、竹を磨く、男結びを練習する！
など、門松づくりの準備をしましょう。

17

9

＊年末年始のお知らせ＊
狭山公園パークセンターは12月29日～1月3日まで
休館いたします。

●: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。

