狭山公園友の会だより
Friends of Sayama Park

vol.109
2019.４
.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。

3 月の活動より

Activities of March

救命救急法講習＜6 日＞
応急手当普及員の資格をもつ公園レン
ジャーを講師に、年に一度の救命救急
法講習を行いました！心肺蘇生の方法
と AED の使い方を再確認。毎年毎年の
積み重ねが、安全なボランティア活動
を支えることはもちろん、日々の生活
の中で誰かの命を助けることにもつな
がります。

さやま KIDS DAY 準備スタート＜6 日、20 日＞
3 月の話し合いで、KIDSDAY での友の会のコーナーは「紙とんぼ」
「竹のけん玉」
「木の実モビール」
「里山こいのぼり」に決定！(3/20 時点) 使用する木の実の仕
分けや、より楽しんでもらえる工夫を考えながら試作も進めています♪

＊ヒルズデイでも大好評の「薪割り」コーナーも、当日参加メンバーが増えれば
実施することができます！5/5 の参加連絡お待ちしております。

雑木林活動 in 東大和公園＜3 日＞
→雨天のため中止しました。次回の東大和公園での雑木林活動は 5/12！
ササ刈りや道づくりを行いましょう！

湧水の池の泥かき＆生きもの調査＜10 日＞
友の会でアメリカザリガニのトラップ
など活動を行ってきた湧水の池で、生
きもの調査を行いました。地域の子ど
もたちが熱心に調査！今年も、ニホン
アカガエルの卵や、沢山の水生昆虫が
見つかりました。みなさんのおかげで、
水辺の生きものが守られています♪

『春のうららかウォーキング』＜17 日＞

ちょうど見頃のナノハナや友の会の皆
さんのお出迎えで、終始あたたかな雰
囲気の中、約 150 名の方が狭山公園～
東大和公園～八国山緑地をめぐる春の
ウォーキングを
楽しまれました♪

夏秋花壇のデザイン決め＜20 日＞
今の花壇と候補の花の写真を見ながら
イメージをふくらませ、友の会メンバ
ーの案をもとにした夏秋花壇のデザイ
ンが決まりました！厳しい夏の暑さも
考慮して、植える花も選定♪6 月の植
え替えが楽しみですね！

事務局からのお知らせ
Information

東大和公園わいわいミーティング
4 月 14 日（日）13：00～15：30

春の安全管理講習

集合場所:東大和公園 正門広場

4 月 24 日（水）9：30～15：45

開園 40 周年のこの機会に、友の会の活動で

開催場所:狭山公園パークセンター

も大切に保全を続けてきたアカマツの、具体

狭山公園野鳥の森(予定)
≪雨天の場合も室内で実施≫

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！

講師:松井一郎氏(NPO birth)

友の会でも機会の増えてきた雑木林活動を
していくうえで必要な、道具の使い方や安

ボランティア継続登録を
お待ちしています♪

全管理についての講習です！
受講した方は今年度の活動の中でカマとノ

前号に同封の登録申込書の提出をお待ちし

コギリを使うことができます！初心者向け

ております！狭山公園友の会は、活動への

の講習ですので、皆さんどうぞお気軽にご

参加は都合のよい時で構いませんし、登録

参加ください。野山北・六道山公園ボランテ

いただくと「友の会だより」と活動予定カ

ィアの講習を受けた方も、サポートいただ

レンダーを毎月お送りします♪

けたらうれしいです！

さやま KIDS DAY
5 月 5 日（日） 10：30～16：00
（イベントは 15：00 まで）

集合場所：狭山公園パークセンター
※9：00 に集合をお願いします。 まず朝礼をします

毎年大好評の友の会のクラフトコーナーで、今年もたくさんの子ども
たちと狭山公園の子どもの日を楽しみましょう！都合のよい時間内での
参加も大歓迎です♪参加連絡をお待ちしています！

今年度も引き続き、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。
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活動カレンダー
2019

月

火

1

水

2

3
★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

8

木

April

金

4

2019.3.23作成

土

5

日

6
●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！

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。

9

10

11

12

13

16

17

18

19

★●東大和公園わいわいミーティング＜雨天決行＞
13：00～15：30 集合場所：東大和公園 正門広場

20

★花壇のお手入れ＆
さやまKIDSDAY準備
10：00～12：00

22

23

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

25

★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

29

21
●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

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

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)

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！

15

7

26

27
●コミュニティガーデン講座①
9：30～16：30

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！

30
★: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
2019

月

火

水

木

1

金

2

2019.3.23作成

土

3

★さやまKIDSDAY準備
10：00～12：00

6

May
日

4

★●さやまKIDSDAY
10：30～15：00

★さやまKIDSDAY前日準備
10：00～12：00

7

8

9

10

<少雨決行・荒天中止>
※9：00に集合をお願いします！

11

14

15

16

17

12
■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！」
in東大和公園 9：30～12：30
集合場所：東大和市郷土博物館

3月の活動が雨天中止になったため、おひさしぶりの
作業日です！東大和公園の春を楽しみながら、
ササ刈りや道づくりを行いましょう。
森のあそび場オープンへ向けてのアイディアも、
みんなでわいわい話しましょう♪

13

5

★雑木林活動in東大和公園
13：30～15：30

18

★花壇の引き抜き・土づくり
10：00～12：00

19
●親子自然あそびプログラム3-4歳編
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！

20

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

27

28

★:狭山公園友の会の活動日

●コミュニティガーデン講座②
9：30～15：30

29

●:イベント

25

30

31

■:関係団体の活動

26
★●狭山丘陵フォトロゲイニング
8：30～16：00 <雨天決行・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。

昨年初開催のフォトロゲイニング。時間も範囲もスケールアップ
して第2回目の開催です！前回も友の会の皆さんに大活躍していた
だきましたが、受付・採点・記念品配布など、今回もサポート
よろしくお願いします！

※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。

