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【東大和公園森のあそび場】
冒険気分で歩いていけば、様々な樹や花、生きものに出会える森のあそび場。
友の会がこつこつ手入れを続け、2019 年秋オープン予定です！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
『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

.1

活動を紹介しているニュースレター。毎月発行。

6 月の活動より

Activities of June

雑木林活動 in 東大和公園＜1 日＞
樹々の枝葉が一斉に勢いを増す東大和公園「森のあそび場」では、春の講習
の成果もあり、鎌を使って広い範囲の草刈りを実施中！くわえて剪定ばさみ
での丁寧な作業の中では、山栗の花やアカマツの実生など、
「森のあそび場」
の魅力がどんどん発見されています♪

夏の安全管理講習＜12 日＞

講師：松井一郎氏(NPO birth)

多岐にわたる友の会の活動の中でとても大事な安全管理について、夏の講習
を行いました！夏～秋に特に注意したい熱中症や蜂・毛虫について学び、
ポイズンリムーバーや対応の流れを実践練習。

毎年の繰り返しが、いざという時に自分とまわりの人を助けることにつなが
ります！ひきつづき、安全に楽しく活動していきましょう。

夏秋花壇植え替え、トイレ前花壇植え替え＜5 日、6 日＞
花壇のお手入れ＜12 日、19 日＞
テーマ決め、デザイン、土づくりまで、みんなで進めてきた友の会の 4 つの
花壇を、夏秋花壇へと植え替えました。さすがは友の会♪のチームワークで
植えた花数はなんと約 520 株！みなさん本当におつかれさまでした。

2 年前に植えたラベンダーも花盛り、トイレ前も美しくなり、公園全体が鮮
やかな花々に彩られています♪ありがとうございます！

七夕かざり＜19 日＞
★

～7 月 7 日

友の会手づくりの工夫こらし
た涼やかな七夕かざりに彩ら
れたササが、来園者の皆さんの
願いでいっぱいに！特に子ど
も達に大人気です♪

ちょこっとボランティア in 八国山緑地＜9 日＞
→雨天のため中止しました。次回の八国山緑地での雑木林活動
(ちょこっとボランティア)は 11/30 を予定しています！

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

NEW

7 月 6 日（土）10：00～12：00

道具のお手入れ
7 月 14 日（日）10：00～12：00

夏の雑木林は草刈りシーズン。8 月は活

集合場所:狭山公園パークセンター

動をしませんので、広場＆道の草刈りを

≪雨天決行≫
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？
参加者がいない（参加連絡がない）場合は実
施を見合わせますので、皆さんのご都合
をおしえてください！

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。
＊＊＊ 持ち物 ＊＊＊
軍手、飲み物(たっぷり)
てぬぐい・タオル、

狭山公園わいわいミーティング

東大和公園ときどき池 草とりたい

7 月 20 日（土）10：00～12：00

活動がはじまりました！

集合場所:狭山公園パークセンター
≪雨天決行、荒天中止≫
親子で自然を楽しむためにあったら嬉しい

「外来植物やクズなどを除草し、ときどき
池周辺の湿地らしい姿を取り戻す」こと
を目的とした活動がはじまりました！

サービス、公園の自然環境について、皆さん
のご意見を頂きたいと思います！
園内の、普段の活動ではあまり歩かない場所
を散策後に意見交換を行いますので、友の会
の皆さんもふるってご参加ください。
※参考に参加連絡をいただきますが、
当日参加も OK です！

東大和公園での雑木林活動と同日同時に
友の会メンバーが作業を行っています。

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
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活動カレンダー
2019

月

火

1

水

木

2

3

金

4

2019.6.30作成

土

5

★花壇のお手入れ＆
ボランティア倉庫の整理整頓
10：00～12：00

8

July
日

6
★雑木林活動in東大和公園
★ときどき池の草とり
10：00～12：00
集合場所：東大和公園 正門広場

9

10

11

12

7
●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

NEW!

14

★道具のお手入れ(予定) ＜雨天決行＞
10：00～12：00 集合場所：狭山公園パークセンター
ラベンダーの剪定など花壇のお手入れ
後は、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♪

15

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

17
★花壇のお手入れ
10：00～12：00

18

19

7/21から日程を変更しました。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？
参加者がいない場合は実施を見合わせますので、
皆さんのご都合をおしえてください！

20
★●狭山公園わいわいミーティング
10：00～12：00＜雨天決行、荒天中止＞
集合場所：狭山公園パークセンター

7/14から変更になりました。

21
●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！

■狭山3公園管理運営協議会
13：00～15：00

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

29

30

★:狭山公園友の会の活動日

25

26

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

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。

28

狭山公園友の会
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活動カレンダー
2019

月

火

水

木

August

金

2019.6.30作成

土

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

暑い間は花壇の定例活動はお休みですが、少し時間を
短くして、花壇のお手入れはいかがでしょうか？
スクエア花壇の後方にコスモスの種を蒔こう！という
アイディアも出ています。

19

20

21
★花壇のお手入れ NEW!
10：00～11：30

26

●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY
10：00～12：00

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

★: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。

■当日7:30に日本気象協会発表の東村山市の天気予報で警報が発令されている時は、すべての活動が中止です。

夏の野外ボランティア活動
実施判断について

■前日の正午(12時)に、日本気象協会の天気予報(https://tenki.jp/)で
東村山市の当日の最高気温が35℃以上の場合、野外活動は原則中止とします。(狭山公園・八国山緑地・東大和公園の共通基準)
※35℃以下であっても、活動内容などを考慮し、中止や変更を検討することがあります。
※判断に迷う場合は狭山公園パークセンターまでお問い合わせください。

