狭山公園友の会だより
Friends of Sayama Park

2019 年 11 月 3 日

おつかれさまでした！

薪割り体験
参加者 235 名！
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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。

10 月の活動より

Activities of October

冬春花壇のテーマ＆デザイン決め＜10 月 2 日、16 日＞

11 月の植え替えに向け、冬～春を彩る花壇のテーマ決めと、皆さんのアイデ
ィアに合わせたデザイン・花選びを行いました♪4 つの花壇それぞれに違っ
た個性をもった花壇ができそうです。植え替えが楽しみですね！

植える花は
こちらです♪(一部)

リナリア

オルレア

ビオラ

ハボタン
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ぶんぶんゴマ、花壇お手入れ後の花束、
薪割り体験後の薪束など、友の会の皆さん
お手製のグッズが、都立公園サポーター基金
にご協力いただいた方へのお礼として大好評
です！いつもありがとうございます！

ちょこっとボランティア in 東大和公園＜10 月 27 日＞
誰でも気軽に雑木林のお手入れ体験ができる「ちょこっとボランティア」
。
総勢 19 名で「森のあそび場」の草刈りを行いました！

東大和公園に来るのも、雑木林活動も初めて！という方がほとんどという中、
友の会の皆さんのあたたかなサポートで、「またやりたい！」「素晴らしい活動
ですね」との感想をいただきました♪

雑木林活動 in 東大和公園
事務局からのお知らせ
Information

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、こつこつ手入れを進めてきた「森
のあそび場」が、3 か所の入口看板
を設置して、ついにオープンしまし
た！ぜひ一度歩いてみてください♪
ここからがまたスタート！さらに魅
力的な森のあそび場づくりを、みん
なで進めていきましょう。

2019 年 10 月 27 日 森のあそび場 オープン！

事務局からのお知らせ
Information
冬春花壇の植え替え
11 月 20 日（水）10：00～12：00
NEW! 13：00～15：00
予備日 11 月 21 日(木)

※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。

ちょこっとボランティア
in 八国山緑地
11 月 30 日（土）10：00～12：00
集合場所：八国山緑地 踏切口
生き物や植物の発見、会話も楽しみなが
ら、ササ刈り、落ち葉かきを行います！
※サポートの方は 9:45 に集合をお願いします。
※雨天時の連絡などのため、サポートいただけ

※20 日の植え替えが終わらなかった場合、

る方は参加連絡をお願いします。

雨天の場合には、21 日に行います。実施
の有無は 21 日の参加表明をいただいた方
に事務局からご連絡します。

デザイン、友の会特製腐葉土を使っての土づ

雑木林活動 in 東大和公園

くりまでをみんなで進めてきた冬春花壇。い

集合場所：東大和公園 正門広場

よいよ植え替えです！たくさんの花々を植
花
えますので、たくさんのご参加お待ちしてい

11 月 24 日（日）10：00～12：00

ます。初めての方も歓迎です♪

オープンほやほやの森のあそび場のお手入
れと、昨年つくった粗朶柵の補修を行いま
しょう。ゆっくり休憩をとりながら活動し

＼ようこそ狭山公園友の会へ／

ますのでお気軽にご参加ください。

8～11 月の間に、6 名の方が「狭山公園

＊＊＊＊＊

友の会」に入会してくださいました！
毎月お送りするこの「友の会だより」とカレ
ンダーをご確認いただき、花壇・雑木林・イ
ベントなど、様々な活動にお気軽にご参加く
ださい。

軍手、てぬぐい・タオル、飲み物

持ち物

＊＊＊＊＊

12 月に予定してい
た冬の安全管理講習
は、日程調整のため

ゆかいな仲間たちとスタッフ一同
ご参加をお待ちしております！

2 月に延期します。
そ だ

落ち葉をためる粗朶柵

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

金

November

2019.11.6作成

土

日

1

2
★●SAYAMA HILLS DAY
10：30～15：00 <少雨決行・荒天中止>

★SAYAMA HILLS DAY前日準備
13：00～15：00

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

19

13

NEW!
★冬春花壇の植え替え
10：00～12：00、13：00～15：00
(13：00～15：00 トイレ前花壇)

8

9

10

15

16

17

★花壇
予備日

14

友の会４つの花壇の植え替えを行います！
みんなで決めたたくさんの花々を植えますので、
みなさんふるってご参加ください。
午後の作業を追加しました！

18

3

20

●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

前日20日の植え替えが終わらなかった場合や
雨天の場合には、翌21日に植え替えを行います！
実施の有無は、21日の参加表明をいただいた方に
事務局からご連絡します。

21

22

★花壇
予備日

※サポートの方は13：15に集合をお願いします！

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

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

★:狭山公園友の会の活動日

●:イベント

■:関係団体の活動

同封のチラシで集合場所をご確認ください。
雨天時の連絡などのため、サポートいただける方は
参加連絡をお願いします。

※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

December

2019.11.6作成

土

日

1
●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
※サポートの方は13：15に集合をお願いします！

2

3

4

5

6

★花壇のお手入れ＆門松づくり準備
10：00～12：00

9

10

11

17

12

13

19

20

25

※昼食等の準備がありますので、サポートの方も
参加連絡をお願いします。

26

27

★:狭山公園友の会の活動日

●:イベント

28

1/18から練習の日程を変更しました。
1/19の「花炭づくり」をサポートして
いただける方は、必ず練習にご参加ください！

29

＊年末年始のお知らせ＊
狭山公園パークセンターは12月29日～1月3日まで
休館いたします。

1

1月

22

★門松づくり
10：00～12：00
★「花炭づくり」練習
※サポートの方は、9:30に集合をお願いします！
13：00～15：00

■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

31

21
★●八国山フォレストワーク
10：00～15：00
集合場所：八国山緑地 踏切口

12/1から日程を変更しました。
詳細は次号でお知らせします。
サポートよろしくお願いします。

30

15

切る、結ぶ、飾る！みんなの技と力を
合わせて門松を作りましょう。
応援だけでも大歓迎♪

18

24

14
★雑木林活動in東大和公園
※ガイドウォークは別イベント開催のためお休み
10：00～12：00
冬の安全管理講習 伐倒編＆来年度の作業計画

★花壇のお手入れ＆門松づくり準備
＆花炭づくり準備
10：00～12：00

23

8

日程調整のため、冬の安全管理講習は
2/16に延期します。

22日の門松づくりに向けて、竹を磨く(4日)
ワラを整える(18日)、男結びを練習するなど
準備を進めましょう！人数が集まれば、クマ
ザサとマツの採取も行います(18日)。

16

7

2

3

■: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。

