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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。

9 月の活動より

Activities of September

花壇のお手入れ＜9 月 4 日、18 日＞
真夏のお手入れができない期間にも友の会花壇は元気でしたが、雑草も元気。
9 月はたくさんの参加があったため草取り、花がらつみがてきぱきと進みまし
た！(途中で雨のためおさんぽ花壇はお手入れ○
未 です。)

台風の過ぎ去った 18 日のお手入れで
は、倒れてしまった皇帝ダリアを起こ
して支柱を立てました。11～12 月の
花が楽しみですね♪

挿し木して、冬には室内の窓辺
で保管するなど、地道に育てて
増えました！

10/2
10/16
10 月は冬春花壇のテーマとデザイン決め
です！みんなでわいわい候補の花の写真を
見ながら考えますので、お花に詳しくな
い！という方もお気軽にご参加ください♪

木の実集め＜ふらっとボランティア＞
強い風の吹いた翌日や、頃合いを見計

マツ

プラタナス

らって、皆さんそれぞれの木の実スポ
ットでの木の実集め、ありがとうござ
います！随時受付中です♪
クヌギ

クリ

雑木林活動 in 東大和公園＜9 月 15 日＞
狭山公園友の会、
「ちょこっとボランティア」などでお手入れを続けてきた「森
のあそびば」は、2017 年に本格的に再始動、2018 年には友の会の皆さんと
計画図を作成し、オープンへ向けてこつこつ手入れを進めてきました。

今回の活動では、真夏に作業できない
内に伸びに伸びた草を刈り、林内にあ
るもので歩きやすい散策路づくり！
皆さんのアイディアで

＼3 つの入口の名称決定／

りんどう口
シデちゃん口
まゆみ口

10/27

次回 10 月の活動では、入口に看板を設置して、いよいよ「森のあそびば」を
オープンしましょう！友の会の皆さんと狭山公園所長など公園スタッフとでプチ
セレモニーを開催予定です♪見学＆散策だけでもぜひどうぞ！

事務局からのお知らせ
Information
NEW
東村山市共催

さとやまナイトフェスティバル
10 月 14 日（月祝）15：00～20：00
≪雨天延期≫

ちょこっとボランティア
&雑木林活動 in 東大和公園
10 月 27 日（日）10：00～12：00
13：00～15：00
集合場所：東大和公園 正門広場

延期日：10 月 19 日(土)

開催場所：狭山公園

風の広場

生き物や花の発見、会話も楽しみながら、
ササ刈りを行います！

スカイランタン、音楽ワークショップなど

※サポートの方は 9:45 に集合をお願いします。

様 々 な プ ロ グ ラ ム の 内 、「 薪 割 り 体 験 」
(15:00～17:00)のサポートをお願いでき

午後はいよいよ子どもたちのための「森

たらうれしいです！ご都合のよい時間内で

のあそびば」オープン！

構いません。

雨天時の連絡などのため、参加予定の方
は参加連絡をお願いします。

狭山丘陵で過ごす
花
さわやかな秋の一日

SAYAMA HILLS DAY
11 月 3 日（日）10：30～15：00
≪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

※サポートの方は 9:00 に集合をお願いします。 ＊まず朝礼をします＊

薪割り体験

子どもから大人まで簡単に薪割りができる「キンドリング
クラッカー」を使っての「薪割り体験」をお願いします！
受付、割る木のセッティング、木づちの使い方のサポート、
割った薪を束ねる、等 役割は様々。
毎回大盛況のため、サポートメンバーを大募集しています！
ご都合のよい時間内での参加も大歓迎♪

「キンドリングクラッカー」

SAYAMA HILLS DAY 前日準備
11 月 2 日（土）13：00～15：00

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

2

3

金

October

2019.9.28作成

土

日

4

5

★冬春花壇のテーマ決め
10：00～12：00

7

●さやまキッズプログラム
13：30～1時間程度
集合場所：狭山公園パークセンター

全国の自治体職員の方数十名が、今年は外来種
対策をテーマに研修予定です。毎年サポートいただいて
いますが、今回はボランティアの募集はありません。

薪割り体験(15：00～17：00)
●環境パートナーシップ研修
のサポート募集中です。
無理のない範囲でお願いします！

8

9

10

11

6

※サポートの方は13：15に集合をお願いします！

12

13

●「東大和公園40周年記念クイズラリー」
スタート！（～参加賞なくなり次第終了）

14

15

●■東村山市共催
「さとやま
ナイトフェスティバル」
15：00～20：00
※サポートの方は14：45に
集合をお願いします！

21

16

17

18

★冬春花壇のデザイン決め
10：00～12：00

19
●ツリーイング ＊事前予約制
●■東村山市共催

●親子自然あそびプログラム0-2歳秋編
10：00～12：00

「さとやまナイトフェスティバル」予備日
ご

スカイランタン、火おこし体験、音楽ワークショップ
などを楽しめます♪同封のチラシをご覧いただき、
ぜひ遊びにいらしてください！

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

すでに一般参加の問い合わせをいただいて
います。下草刈りなどのサポートよろしく
お願いします！

25

29

★:狭山公園友の会の活動日

30

●:イベント

●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！

26
●コミュニティガーデン講座⑤
9：30～1５：30

27
★●ちょこっとボランティアin東大和公園
10：00～12：00
※サポートの方は9：45に集合をお願いします！

＼「森のあそびば」オープン！／
看板を設置した後、プチセレモニーを
行う予定です♪

28

20

★雑木林活動in東大和公園
13：00～15：00

31

■: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
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活動カレンダー
2019

月

火

水

木

金

November

2019.9.28作成

土

日

1

2
★●SAYAMA HILLS DAY
10：30～15：00 <少雨決行・荒天中止>
※サポートの方は9：00に集合をお願いします！

★SAYAMA HILLS DAY前日準備
13：00～15：00

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。みなさんふるってご参加ください♪
4

5

6
★花壇の引き抜き&土づくり
10：00～12：00 友の会花壇

11

12

7

8

★花壇
予備日

13

14

薪割り体験に使うキンドリングクラッカー
(薪割り機)と丸太の状態、運営手順などを
確認しましょう！

15

3

9

毎回大好評の薪割り体験をお願いします！
ご都合のよい時間内での参加も大歓迎♪

16

10

17
●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！

18

19

20
★冬春花壇の植え替え
10：00～12：00 友の会花壇
(13：00～15：00 トイレ前花壇)

21

22

★花壇
予備日

23
●コミュニティガーデン講座⑥
9：30～1５：30

24
★雑木林活動in東大和公園
10：00～12：00
●親子自然あそびプログラム3-4歳秋編
10：00～12：00

25

26

27

28

29

■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

30
★●ちょこっとボランティアin八国山緑地
10：00～12：00
※サポートの方は9：45に集合をお願いします！

■: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。

