
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friends of Sayama Park 

狭山公園友の会だより 

2019.3 

.1  

vol.108 『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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月の活動より Activities of February 

ちょこっとボランティア in八国山緑地＜10日＞ 
 
→前日からの降雪のため中止しました。サポートを予定してくださって 

いた皆さん、ありがとうございました！ 

→次回のちょこっとボランティアは 6/9八国山緑地で開催します！ 

    

 

腐葉土の切りかえし＜2日＞ 

 

 

WOOD DAY～木工体験ワークショップ～＜9日＞ 

    

 

 

1月に落ち葉をかいて、汗をかきかき仕

込んだ腐葉土の発酵をさらに促すた

め、「切りかえし」を行いました！ 

上下を返して混ぜ合わせ、湿り具合を

見ながら水をまき、みんなで踏み込む

と、体がぽかぽかになりました。 

切り返しは今後も月に 1 度は行いたい

ところ。ご一緒にいかがでしょうか！ 

粉雪舞う八国山緑地で、わいわいミー

ティング『WOOD DAY』を開催しまし

た。日頃「木」に携わる参加者も多い中、

友の会の薪割り体験にも皆さん興味

津々。薪束も美しく仕上がりました♪ 

木挽き職人が当日挽いて作ったベンチ

にも、ぜひ腰かけてみてください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏秋花壇のテーマ決め＜20日＞ 

 

 

狭山公園友の会来年度ミーティング＜2日、6日＞ 

    

 

 

●ボランティア継続登録をお待ちしています♪● 
 

同封の登録申込書で登録手順・提出方法をご確認ください。狭山公園友の会は、    

活動への参加は都合のよい時で構いませんし、登録いただくと「友の会だより」と

活動予定カレンダーを毎月お送りします♪オリエンテーションに参加できない、

継続を迷っている…など、事務局までお気軽にご相談ください。 

 

ガイドウォークサポート＜3 日、17日＞ 

 

 

今年度を振り返りながら、4 月からの活

動についてのミーティングを行いまし

た！花壇や雑木林で楽しく無理なく活動

できるよう、皆さんのアイディア・意見

は、3月にあらためて共有しましょう♪ 

 

 
年間予定はオリエンテーションで配付する

「狭山 3 公園ごよみ」で確認できます。 

 

寒さに耐えた花壇のお手入れをする

と、春待つ花芽やクロッカスを発見♪

あたたかな陽ざしの中で、これからの

季節をイメージしながら夏秋花壇のア

イディアやカラーを話し合いました！

3月のデザイン決めが楽しみですね。 

公園レンジャーが日曜日に開催しているさやまキッズプログラムとガイドウォ

ーク。記録写真や参加者サポートなど、ありがとうございます！野鳥やカマキリ

の卵の観察などを楽しく行うことができました♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

事務局からのお知らせ 
Information 湧水の池の泥かき＆生き物調査 

3月 10日（日）9：15～12：00 

集合場所:狭山公園パークセンターバックヤード 
 

公園の自然環境保全部と一緒に、生き物探し 

や落ち葉除去、クレソンの引き抜きなどを行 

います！多少濡れることがありますので、 

長靴・合羽・タオル・着替えなどをお持ち 

ください。 

3月 17日（日）9：00～15：00  

集合場所:狭山公園パークセンター 

※サポートの方は 8:00に集合をお願いします！  
 

毎回大人気の狭山丘陵東部をめぐるウォー

キングイベント！都合のよい時間内で構い

ませんのでサポートを大募集しています。

参加可能時間を教えてください。 

 
 

夏秋花壇のデザイン決め 

3月 20日（水）10：00～12：00 

開催場所:狭山公園パークセンター 
 

2/20 に皆さんから出たアイディアやテーマ

カラーをもとに、わいわい楽しくどんな花を

植えるかを決めていきましょう♪たくさんの

ご参加お待ちしています！初めての方もお気

軽にどうぞ！ 

注目 

春のうららかウォーキング  

狭山公園友の会オリエンテーション ①②とも 10：00～12：00 

① 4月 3日（水） 開催場所:狭山公園パークセンター 

② 4月 14日（日） 開催場所：湖畔集会所(東大和公園正門近く※地図を次号に同封します。) 
 

今年も楽しい活動にするために、公園のルールや活動の内容を確認します！必ずどちらかの日程で

ご参加ください。両日とも午後にも活動を予定しています。 

ボランティア視察会について 
 

昨年 9月の視察会アンケートには 5名の方から回答いただきました！ありがとうございます。年度

内の実施を検討していましたが、より多くの方の意見を取り入れたいこと、皆さんで話し合う機会

を設けられていないことから、年度内の実施は見合わせます。アンケート結果については 4月以降

皆さんお揃いのところでお話しし、ご要望が多ければ来年度の視察会実施を計画しましょう！ 

 

 



2019.2.27作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3
★雑木林活動in東大和公園
　10：00～12：00

●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！

4 5 6 7 8 9 10
★狭山公園友の会 来年度計画(日程)確認
　＆さやまKIDSDAY準備
　10：00～12：00
★救命救急法講習
　13：00～15：00

★湧水の池の泥かき＆生き物調査
　9：15～12：00　<少雨決行・荒天中止>
　集合場所：狭山公園パークセンター バックヤード

11 12 13 14 15 16 17
●コミュニティガーデン講座
　ボランティアDAY～デザインワーク～
　9：30～12：00

★●「春のうららかウォーキング」
　　 9：00～15：00　<少雨決行・荒天中止>
　  ※サポートの方は8：00に集合を
　　  お願いします！都合のよい時間内で構いません。

18 19 20 21 22 23 24
★花壇のデザイン決め
　10：00～12：00
★さやまKIDSDAY準備
　13：00～15：00

25 26 27 28 29 30 31
■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

2019  3 March

狭山公園友の会 活動カレンダー

★: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。

狭山公園友の会、公園保全部の合同実施。

長靴、合羽、タオル、着替えなどをお持ちください！

公園レンジャーによる心肺蘇生や

止血方法などの講習です。

可能なかぎりご参加ください。

来年度計画の確認とあわせて、

5月5日さやまKIDSDAYのクラフトコーナー

などについて話し合いましょう！

受付やゴールでの特製グッズ配布

などのサポートをお願いします！

参加可能時間をおしえてください。

皆さんのリクエストにお応えして、活動日を追加しました！

3名の方から参加連絡いただいています！みなさんふるって

ご参加ください。粗 柵の仕上げや道づくり、落ち葉かきなど、

森のあそび場の春を迎える準備をしましょう。



2019.2.27作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7
★友の会オリエンテーション①
　10：00～12：00
★さやまKIDSDAY準備
　13：00～15：00

●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！

8 9 10 11 12 13 14
★友の会オリエンテーション②
　10：00～12：00
　集合場所：湖畔集会所(東大和公園正門近く)
★●東大和公園わいわいミーティング
　　13：00～15：00　集合場所：東大和公園 正門広場

15 16 17 18 19 20 21
★花壇のお手入れ＆
　さやまKIDSDAY準備
　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！

22 23 24 25 26 27 28
★春の安全管理講習
　9：30～15：45　講師：松井一郎氏

　集合場所：狭山公園パークセンター

■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

●コミュニティガーデン講座①
　9：30～16：30

29 30 1 2 3 4 5
★さやまKIDSDAY準備
　10：00～12：00

★さやまKIDSDAY前日準備
　10：00～12：00

★●さやまKIDSDAY
　　9：00～16：00

＊東大和市環境を考える会「ﾊﾙｾﾞﾐの鳴く林で春の花を
　見よう」は5/12(日)開催

狭山公園友の会 活動カレンダー

★: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。

2019  4 April

友の会オリエンテーションは2回開催！必ずどちらかの回に

出席してください。5/5さやまKIDSDAYの準備も進めましょう！

都合がつかない場合は事務局までご連絡ください。

雑木林活動などを行う上で必要な、道具の使い方、安全管理についての

講習です。受講した方は、今年度の友の会活動の中でカマとノコギリを

使うことができます。野山北・六道山公園ボランティアの安全管理講習を

受けていない方は、ぜひご参加ください！

開園40周年のこの機会に、友の会の活動でも大切に

保全を続けてきたアカマツの、具体的な管理計画を話し合います。

保全強化に向けて、ぜひご参加ください！

5月


