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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。

5 月の活動より

Activities of May

さやま KIDS DAY＜5 日＞
子どもたちの笑顔はじける KIDSDAY！緑いっぱい気持ちの良い狭山公園の春
を、1000 名を超える皆さんに楽しんでいただきました。友の会のクラフトコー
ナーと薪割り体験も大好評♪準備に始まり、皆さんおつかれさまでした！
木の実モビール

紙とんぼ

竹のけん玉

の

里山こいのぼり

薪割り体験

狭山丘陵フォトロゲイニング＜26 日＞
狭山公園をスタートし、
狭山丘陵のおすすめ
スポットをめぐって
270 名が 5 時間の大疾走！
受付からフィニッシュまで炎天下のイベント
サポートありがとうございました！

花壇の引き抜き＆土づくり＆スクエア花壇づくり
＜15 日、22 日＞

みんなでテーマ決め、デザインを進めてきた友の会の４つの花壇。冬～春を彩
ってくれた花々にお礼を言いつつ引き抜いて、友の会特製腐葉土を使っての
土づくりまで行いました。

課題にあがっていたタマリュウを取り除いて移植したり、スクエア花壇後方
を耕したり、力仕事もおつかれさまでした！

6 月はいよいよ植え替え！
・ ・

花苗はこちらです♪(一部)
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アメリカンブルー

事務局からのお知らせ
Information
注目

夏の安全管理講習
6 月 12 日（水）13：00～15：00 頃

夏秋花壇の植え替え

＊講師都合により日程を変更しました。

集合場所:狭山公園パークセンター

6 月 5 日（水）10：00～12：00
予備日 6 月 6 日(木) 開催場所:狭山公園

松井一郎氏(NPObirth)を講師に、夏～秋の

少雨決行ですが、判断に迷われる

時期に注意したい動植物や熱中症について

場合はお問い合わせください。

再確認！また、どの活動においても重要な
安全管理の心得も学びます。皆さん

テーマ決め、デザイン、友の会特製腐葉土

どうぞご参加ください。

を使っての土づくりまでをみんなで進めて
きた夏秋花壇。いよいよ植え替えです！
たくさんの花々を植えますので、たくさん

雑木林活動 in 東大和公園

のご参加お待ちしています！

集合場所:東大和公園 正門広場
7 月 6 日（土）10：00～12：00

ちょこっとボランティア
in 八国山緑地

≪雨天中止≫

6 月 9 日（日）13：00～15：00
※サポートの方は 12：45 に集合をお願いします！

集合場所:八国山緑地 踏切口

夏の雑木林は草刈りシーズン。8 月は活
動をしませんので、広場＆道の草刈りを
この時期に完了しましょう！ゆっくり休憩
をとりながら行いますので、初めての方も
お気軽にご参加ください。

予約不要・参加費無料・初心者大歓迎の雑

＊＊＊＊＊

木林のお手入れ体験。道具の扱い方など、

軍手、てぬぐい・タオル、飲み物

友の会の皆さんのサポートもよろしくお願

※暑い中での作業が予想されます！

いいたします！

持ち物

＊＊＊＊＊

飲み物はたっぷりお持ちください。

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

6

活動カレンダー
2019

月

火

水

木

June

金

2019.5.31作成

土

日

1
★雑木林活動in東大和公園
10：00～12：00
集合場所：東大和公園 正門広場

2
●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！

3

4

5
★夏秋花壇の植え替え
10：00～12：00

11

★花壇のお手入れ NEW!
10：00～12：00

12

13

18

14

★:狭山公園友の会の活動日

●:イベント

15

夏～秋に気をつけたい動植物、熱中症などについて
再確認！また、どの活動においても重要な安全管理の
心得も学びます。どうぞ皆さんご参加ください。

20

21

16

27

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！

22
●コミュニティガーデン講座③
9：30～15：30

26
■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

★●ちょこっとボランティアin八国山緑地
13：00～15：00 集合場所：八国山緑地 踏切口
※サポートの方は12：45に集合をお願いします！

●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

19

25

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

★花壇のお手入れ&七夕飾り
10：00～12：00

24

8

講師都合により、
6/5から日程を変更しました！

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

17

7

★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

28

毎月開催の狭山公園のキッズプログラムとガイド
ウォークでは、受付や公園レンジャーのサポートなどを
友の会の皆さんにお願いしています！

29

ふたつ

ふたつ池周辺の環境改善をテーマとして、今年度
計画している周辺樹木の伐採等について、
現地確認と意見交換を行います！

■:関係団体の活動

23

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

※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

1

水

木

2

3

金

4

9

5

15

日

6
★雑木林活動in東大和公園
10：00～12：00
集合場所：東大和公園 正門広場

10

キッズデイで使った木の実や枝を
整理して、秋からの木の実拾いに
備えましょう♪

2019.5.31作成

土

★花壇のお手入れ＆
NEW!
ボランティア倉庫の整理整頓
10：00～12：00

8

July

11

12

●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！

13

17

18

19

■狭山3公園管理運営協議会
13：00～15：00

20

★花壇のお手入れ
10：00～12：00

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

29

30

★:狭山公園友の会の活動日

NEW!

21

★道具のお手入れ(予定)
10：00～12：00 集合場所：狭山公園パークセンター
雑木林や花壇の活動で使う鎌、鋸、はさみなど、
点検を兼ねてお手入れしませんか？7月の友の会だよりで
皆さんのご都合をお聞きします！

22

14
★●狭山公園わいわいミーティング＜雨天決行＞(予定)
10：00～12：00 集合場所：狭山公園パークセンター

夏の雑木林は草刈りシーズン。8月は活動をしませんので、
広場＆道の草刈りをこの時期に完了しましょう！ゆっくり休憩を
とりながら行いますので、初めての方もお気軽にご参加ください。

16

7

25

26

●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！

27
●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY
10：00～12：00

28
●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY 予備日

31

●: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。

