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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。

11 月の活動より

Activities of November

土づくり＆冬春花壇の植え替え＜11 月 6 日、20 日、25 日＞
今回は、テーマカラーやデザインの決め方、花の選び方など、新メンバーの
方も交えて様々摸索しながら進めてきた冬春花壇。いよいよの植え替えも、
配置や多年草の移植など色々なアイディアが飛び出して、（大変だけれど）
楽しい時間になりました♪

台風で何度も倒れた皇帝

トイレ前花壇の植え替え

ダリアですが、その度起
こして支えてこんなに
立派に咲きました！

＊

＊
続・冬春花壇の植え替え

12 月 4 日（水）10：00～

花苗手配の不備と延期日の雨天により、まだ終わっていない「おひさま花壇」
「おさんぽ花壇」の植え替えを行います。ご迷惑おかけして申し訳ありません！
ご協力よろしくお願いいたします。

ちょこっとボランティア in 八国山緑地＜11 月 30 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」
。
おひさしぶりの八国山緑地開催で、紅葉を楽しみながら総勢 16 名の皆さん
と、ふたつ池沿いのササ刈りを行いました！

剪定ばさみの扱い方、ササ刈りの
コツ、道具の手入れまで、友の会の
皆さんからの丁寧なレクチャー
で、ほとんどの方が初体験という
中、こんなにきれいになりまし
た！ありがとうございました。

雑木林活動 in 東大和公園＜24 日＞
→前日からの雨天のため中止しました。次回の雑木林活動は 12/14
（土）です。粗朶柵の補修や落ち葉かきはいかがでしょうか！

事務局からのお知らせ
Information
＊
おススメ
＊

門松づくり
12 月 22 日（日）9：30～12：00

『八国山フォレストワーク』

12 月 21 日（土）10：00～15：00
≪雨天延期 1/12≫
※サポートの方は 9:30 に集合をお願いします。

集合場所：八国山緑地 踏切口原っぱ

開催場所：狭山公園パークセンターバックヤード
【門松づくりの主な準備内容】
・ワラを整えて束にする

・竹を洗って磨く

・クマザサ、マツ、ナンテンを採取する
・ハボタンを準備する ・男結びを練習しておく

皆さんの様々な技と力が結集して出来あが

ガイドウォークや地元ゴハンのランチを

る狭山公園の立派な門松！12/4・18 に準備

森の中で楽しみながら、里山のくらしや

をできるところまで行って、当日はみんなで

鎌を使った森のお手入れについて学べる

楽しく作りましょう♪

イベントです！
【参加費】
一般参加 1,000 円 〆切 12/17
花
サポート≪お弁当付き≫ 800 円
サポート≪お弁当不要≫

無料

「花炭づくり」練習
開催場所：狭山公園パークセンターバックヤード
12 月 22 日（日）13：00～15：00

鎌を使った森のお手入れの班長、参加者

1/19「花炭づくり」をサポートいただける

サポートをお願いします！

方は、必ずこの練習にご参加ください。実際

※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。〆切 12/15

に火をおこして、手順を確認しながら花炭を
作ります！初めての方・練習だけになるかも
しれない方も、お気軽にどうぞ♪
※屋外での活動です。寒さ対策を。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

※ダウンジャケットなど化繊素材は火の粉で

年末年始パークセンター休館日
12 月 29 日～2019 年 1 月 3 日
第2 水曜 日

2020 年最初の友の会活動は、1月8日(水)です。

穴があくことがあり
ますのでご注意くだ
さい！

来年もよろしくお願いいたします！

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。
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土
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1
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3

4

NEW!
★冬春花壇の植え替え＆ドングリ拾い
＆門松づくり準備
10：00～12：00

5

7

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。

10

11

17

※サポートの方は13：15に集合をお願いします！

6

12

13

14

15

★雑木林活動in東大和公園
●■ 狭山丘陵観光連携事業推進実行委員会 主催
10：00～12：00
「SAYAMA HILLS RIDE」
冬の安全管理講習 伐倒編＆来年度の作業計画 ※ガイドウォークはお休み

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

●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

5/5「さやまキッズデイ」のクラフトに使う
ドングリを拾って、穴を開けるなどの加工を早めに
した方がよいのでは？という案が出ています！
みんなで相談しましょう。

11月中に終わらなかった
「おひさま花壇」「おさんぽ花壇」
の植え替えを行いましょう！

「門松のつくり方」を同封します。
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

19

20

★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

21

22

★●「八国山フォレストワーク」
10：00～15：00 ＜雨天延期1/12＞
集合場所：八国山緑地 踏切口原っぱ

★門松づくり
9：30～12：00
★「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
※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。

23

24

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

30

26

27

28

12/1から日程を変更しました。
ガイドウォークや地元ゴハンのランチを森の中で楽しみ
ながら、里山のくらしや鎌を使った森のお手入れについて
学べるイベント！一般参加も大募集中です♪

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！

＊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。

31

★:狭山公園友の会の活動日

●:イベント

■:関係団体の活動

29

※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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日

4

5
●狭山公園キッズレンジャー（年間登録）
「雑木林で落ち葉かき」

1/19の「花炭づくり」に向けて、皆さんが
こつこつ集めてくださった木の実の仕分けや、
たき火台、薪の準備をしましょう！

＊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。

●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！

6

7

＼注意：第2水曜日です／

8

9

10

11

★花壇のお手入れ＆「花炭づくり」準備
10：00～12：00

13

14

★●「八国山フォレストワーク」延期日

15

16

17

★花壇のお手入れ＆腐葉土づくり
10：00～12：00

18
★雑木林活動in東大和公園
10：00～12：00（予定）

※終日屋外での活動です。寒さ対策を！

落ち葉をかいて、米ぬか・水と混ぜ合わせ、
花壇に欠かせない公園自家製腐葉土をつくります！
なかなかの体力仕事になりますが、できる分だけ
仕込んでいきましょう。

21

22
■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
■オオムラサキの越冬幼虫調査
13：00～15：00頃
集合場所：東大和公園正門広場

27

28

19
★●「花炭づくり」
10：00～16：00 ＜雨天・強風延期2/1＞
※サポートの方は9:00に集合をお願いします！

長靴＆マスクがおすすめ！

20

12

●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

1/12から日程を変更しましたので、
日程を皆さんと相談させてください。

※サポートの方は13：15に集合をお願いします！

23

24

25

26

1

2

●コミュニティガーデン講座⑦
9：30～15：30
東大和市環境を考える会の皆さんと、エノキ
の木の下で越冬する国蝶オオムラサキの幼虫
の数を数えます。

29

30

31

2月
★●「花炭づくり」延期日

★: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。

