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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。

4 月の活動より

Activities of April

狭山公園友の会オリエンテーション＜3 日、14 日＞
狭山公園友の会 2019 年度の活動が始まりました！まずはオリエンテーション
で、活動場所や活動内容、都立公園でのボランティアの心構えなどをみんなで確
認。今年度も、春夏秋冬楽しく活動していきましょう♪

＊オリエンテーションに出席できな
かった方には個別に実施しますの
で、時間の調整をお願いします。
＊登録申込書の原本の提出もお待ち
しております。ボランティア保険加
入をご希望の方は、保険料を忘れず
にお持ちください。

さやま KIDSDAY 準備
皆さんから出席連絡をいただいて、さやま KIDSDAY で「薪割り体験」も実施
が決定♪枝や木の実の準備も進んでいます。前日 5/4 には「里山こいのぼり」
用のササを刈りにいきましょう！こどもの日が楽しみですね！

里山こいのぼり

竹のけん玉

薪割り体験

木の実モビール

紙とんぼ

東大和公園わいわいミーティング＜14 日＞

友の会の活動でも大切に手入れを続けてきたアカマツの保全強化をテーマに、
具体的な管理計画を話し合いました。交換された意見やアイディアについて
は、今後の雑木林活動の中などで、皆さんにお話ししていければと思います。

花壇のお手入れ＜17 日、21 日、24 日＞
草取りシーズン到来ですが、日々鮮や
かになる花々を見ながらの作業にな
かなか手が止まりません。草に覆われ
たスクエア花壇後方も、一気にすっき
り。暑い中での作業、おつかれさまで
した！
5 月には、友の会メン
バー発案の、花壇の縁
と作業路づくり の計
画があります！

ガイドウォークサポート＜21 日＞
友の会メンバーでもあるキッズレンジャーが
ガイドウォークで活躍中です！

春の安全管理講習＜24 日＞
参加予定者が少数だったため狭山公園での講習は中止し、野山北・六道
山公園での受講をお願いしています。今年度も安全に活動しましょう！

事務局からのお知らせ
Information

雑木林活動 in 東大和公園
集合場所:東大和公園 正門広場

花壇の引き抜き・土づくり
スクエア花壇の縁と作業路づくり
5 月 15 日（水）

5 月 12 日（日）13：30～15：30
NEW!

予備日 5 月 22 日（水）

10：00～12：00／13：00～15：00
開催場所:狭山公園
少雨決行ですが、判断に迷われる
場合はお問い合わせください。
友の会で仕込んだ腐葉土を使って土づくり

6 月 1 日（土）10：00～12：00
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お話しできたらうれしい
です。初めての方もどうぞお気軽にご参加く
ださい。

を行います。スクエア花壇の縁と作業路づく

＊＊＊＊＊

りをしよう！という発案もありますので長

軍手、てぬぐい・タオル、飲み物

靴がおすすめです。6 月の植え替えとあわせ
て、みなさんふるってご参加ください♪

持ち物

＊＊＊＊＊

※すでに暑い中での作業が予想されます！
飲み物はたっぷりお持ちください。

狭山丘陵フォトロゲイニング
5 月 26 日（日） 8：30～16：00
集合場所：狭山公園パークセンター バックヤード
※8：00 に集合をお願いします。 ≪雨天決行、荒天中止≫

狭山公園をスタートし、写真を撮りながら狭山丘陵のおすす
めスポットをめぐるゲーム感覚のスポーツ！時間も範囲もス
ケールアップして第 2 回目の開催の今回も、受付・採点・記
念品配布など、サポートよろしくお願いします！都合のよい
時間内で構いませんので、参加可能時間を教えてください。

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
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活動カレンダー
2019

月

火

水

木

1

金

2

May

2019.4.27作成

土

3

★さやまKIDSDAY準備
10：00～12：00

日

4

★●さやまKIDSDAY
10：30～15：00

★さやまKIDSDAY前日準備
10：00～12：00

<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
※9：00に集合をお願いします！

「里山こいのぼり」用のアズマネザサを野鳥の森へ
刈りに行きます！各クラフトの作り方、誘導の仕方も
みんなで確認しておきましょう。

6

7

8

9

10

11

14

15

★花壇の引き抜き・土づくり
10：00～12：00
★スクエア花壇の縁と作業路づくり
NEW!
13：00～15：00

20

21

16

17

23

18

24

★花壇予備日 NEW!
10：00～12：00、13：00～15：00

28

★:狭山公園友の会の活動日

29

●コミュニティガーデン講座②
9：30～15：30

●:イベント

30

19
●親子自然あそびプログラム3-4歳春編
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！

25

■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

★雑木林活動in東大和公園
13：30～15：30

友の会で仕込んだ腐葉土を使って土づくり！
長靴がおすすめです。スクエア花壇の縁と作業路
づくりをしよう！という発案もあります。
みなさんふるってご参加ください♪

22

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 9：30～12：00頃
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

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>
集合場所：狭山公園パークセンター バックヤード
※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。

狭山公園友の会
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活動カレンダー
2019

月

火

水

木

金

June

2019.4.27作成

土

日

1
初夏の雑木林はササ刈りシーズン！すでに暑い中での
作業が予想されますので、飲み物はたっぷりお持ちください。
初めての方もお気軽にご参加ください♪

3

4

5
★夏秋花壇の植え替え
10：00～12：00

●親子自然あそびプログラム0-2歳春編
10：00～12：00
●さやまキッズプログラム
13：30～15：00 集合場所：狭山公園パークセンター
※サポートの方は13：15に集合をお願いします！

7

8

★花壇
予備日

★夏の安全管理講習
13：00～15：30 講師：松井一郎氏
集合場所：狭山公園パークセンター

10

6

★雑木林活動in東大和公園
10：00～12：00

11

12

2

9
●「木のマグネットづくり」<少雨決行・荒天中止>
①10：00～１２：00 ②13：30～15：30
開催場所：八国山緑地 踏切口の原っぱ ＊事前予約制

毎月開催の狭山公園のキッズプログラムとガイド
★●ちょこっとボランティアin八国山緑地
ウォークでは、受付や公園レンジャーのサポートなどを
13：00～15：00
集合場所：八国山緑地 踏切口
友の会の皆さんにお願いしています！

13

14

15

16
●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

集合場所：狭山公園パークセンター

※サポートの方は13：15に集合をお願いします！

17

18

19

20

21

★花壇のお手入れ&七夕飾り
10：00～12：00

24

25

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

●:イベント

23

29

30

●コミュニティガーデン講座③
9：30～15：30

26

★:狭山公園友の会の活動日

22

★●八国山緑地わいわいミーティング＜雨天決行＞
13：00～15：30 集合場所：八国山緑地 踏切口

■: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。

