狭山公園友の会だより
Friends of Sayama Park

vol.105
2018.12
.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。

11 月の活動より

Activities of November

SAYAMA HILLS DAY＜3 日＞
狭山公園の一大イベントが、今年も大盛況のうちに終了しました！中でも、友の会
の「薪割りコーナー」は子どもから大人まで大人気。参加者数はなんと 225 名！
やさしい指導と「いいぞ！」のかけ声に、みんなが笑顔になりました！

尊敬のまなざし…

引き抜き＆土づくり＜7 日＞・冬春花壇の植え替え＜21 日＞
みんなでデザイン、花選びをして楽しみにしていた、冬春花壇の植え替えを行いま
した！おなじみのパンジー・ノースポールなどに加え、ストックや友の会メンバー
提供のプリムラマラコイデス(耐寒性)も登場。たくさんのチューリップとムスカリの
球根も土の中で春を待つ、わくわくする花壇が完成です♪
トイレ前花壇の植え替え

ナノハナ花壇の
土寄せ
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＜11 日＞
黄葉美しい東大和公園で、ちょこっと
ボランティアを実施しました。剪定ば
ナタで杭づくり！

さみの扱い方から木々や草花、生き物
のお話も楽しみながら、初めましての
皆さんも大活躍！森のあそび場の広場
がすっかりきれいになりました。

カケヤで杭打ち！

枝を積みあげ

続いて午後は、生き物も育む粗朶柵づく
完

成！

り。抜群のチームワークと森の中の素材
があれば、こんなに立派な物ができるの
ですね！落ち葉かきが楽しみです♪

企業の雑木林活動サポート＜25 日＞
雑木林ボランティア活動のご希望を受け、企業の皆さんに狭山公園のササ刈りを実
施していただきました。
「友の会の皆さんの丁寧な指導と細やかな声がけに感銘を
受けました！」とのことで、今後も継続して活動してくださる予定です！

すばらしいサポートありがとうございました！

ボランティア活動用の
道具を増やしています！ 講習を受けて
使える 鎌
小学生(以下)
メンバー専用！

事務局からのお知らせ
Information
＼ようこそ狭山公園友の会へ／
9～11 月の間に、9 名の方が「狭山公園

はさみケース

皆さんが熱心にたくさん活動してくださっ
ているので、少しずつですが、道具を増やし
ています！使ってこその道具。大切に、どん

友の会」に入会してくださいました！
毎月お送りするこの「友の会だより」とカレ
ンダーをご確認いただき、花壇・雑木林・水
辺・クラフト・イベントなど、色々な活動に
お気軽にご参加ください。都合の良い時間内
での参加もＯＫです♪
ゆかいな仲間たちとスタッフ一同
ご参加をお待ちしております！

どん使っていきましょう♪

ちょこっとボランティア
&雑木林活動 in 東大和公園
12 月 15 日（土）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、
草刈りと落ち葉かきを行います！
※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」の広場と道の草刈りのほか、

門松づくり
12 月 22 日（土）10：00～12：00
開催場所：狭山公園パークセンター
【門松づくりの主な準備内容】
・ワラを整えて束にする

・竹を洗って磨く

・クマザサ、マツ、ナンテンを採取する
・ハボタンを準備する ・男結びを練習しておく

皆さんの様々な技と力が結集して出来あが
る狭山公園の立派な門松！12/16・19 に準
備をできるところまで行って、当日はみんな
で楽しく作りましょう♪

11 月に作った粗朶柵に早速落ち葉を
入れてみましょう！都合のよい時間内での
参加も大歓迎♪

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

年末年始パークセンター休館日
12 月 29 日～2019 年 1 月 3 日

持ち物：軍手、てぬぐい、タオル、
飲み物、昼食(終日参加の方)

2019 年最初の友の会活動は、1 月 6 日(日)です。
来年もよろしくお願いいたします！

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、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。

狭山公園友の会

活動カレンダー
2018

月

火

水

木

12

December

金

2018.11.30作成

土

日

1

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
方も参加連絡をお願いします。

12/16の練習にも必要になる、焚きつけ用
の竹を割る、木の実の確認をするなどの
準備をしましょう！

3

4

5

6

●さやまキッズプログラム
13：30～15：00
1/13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！
手順を確認しながら、みんなで
ごはんを食べましょう♪
昼食をお持ちください。

7

★花壇のお手入れ＆「花炭づくり」準備
10：00～12：00

10

11

12

13

14

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

8

花炭が冷めるのを待つ間に、
12/22門松づくりの準備を始めましょう。

15
★●ちょこっとボランティアin東大和公園
10：00～12：00

17

18

19

20

24

25

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

21

22
★門松づくり
10：00～12：00
★「花炭づくり」練習 予備日
13：00～15：00

26

27

●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

★花壇のお手入れ＆門松づくり準備
＆木の実集め
10：00～12：00

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。
人数が集まれば、クマザサとマツの採取も行います。

9

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

切る、結ぶ、飾る！みんなの技と力を
合わせて作りましょう。応援だけでも大歓迎♪

29
＊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。

31
★:狭山公園友の会の活動日

●:イベント

■:関係団体の活動

23

※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。

30

狭山公園友の会

1

活動カレンダー
2019

月

火

水

木

1

2

January

金

3

2018.11.30作成

土

日

4

5
★落ち葉かきin狭山公園＆腐葉土づくり
10：00～12：00

落ち葉をかいて、米ぬか・水と混ぜ合わせ、
花壇に欠かせない公園自家製腐葉土をつくります！
なかなかの体力仕事になりますが、できる分だけ
仕込んでいきましょう。

＊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。

6

●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

長靴＆マスクがおすすめです！
7

14

8

＼注意：第2水曜日です／
★花壇のお手入れ＆「花炭づくり」準備
10：00～12：00

15

9

16

10

11

12

18

★花壇のお手入れ＆腐葉土づくり
10：00～12：00

13
★●「花炭づくり」
10：00～16：00 雨天・強風延期(1/27)

1/13の「花炭づくり」に向けて、皆さんが
こつこつ集めてくださった木の実の仕分けや、
たき火台、薪の準備をしましょう！

17

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

※サポートの方は9:00に集合をお願いします！
※終日屋外での活動です。寒さ対策を！

19
●コミュニティガーデン講座⑦
9：30～15：30

20
★雑木林活動
～冬の安全管理講習＆来年度の作業計画～
講師：松井一郎氏 開催場所：東大和公園(予定)
9：30～15：30(予定)
●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！

21

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
★■オオムラサキの越冬幼虫調査
13：00～15：00
集合場所：東大和公園正門広場

28

29

25
●親子自然あそびプログラム3-4歳編④
10：00～12：00

31

2月
2 1 ★狭山公園友の会 来年度ミーティング①(予定)

東大和市環境を考える会の皆さんと、エノキ
の木の下で越冬する国蝶オオムラサキの幼虫
の数を数えます。

●:イベント

27
★●「花炭づくり」延期日
10：00～16：00
※サポートの方は9:00に集合をお願いします！
※終日屋外での活動です。寒さ対策を！

30

★:狭山公園友の会の活動日

26

■:関係団体の活動

10：00～12：00

2

3
●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！

※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。

