
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friends of Sayama Park 

狭山公園友の会だより 

『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。 
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12月の活動より Activities of December 

さやまキッズプログラム サポート＜12月 1日＞ 

毎月第 1日曜日、子どもたちを対象に

実施しているパークレンジャーのキッ

ズプログラム。今回は雑木林を探検し

て、色とりどりの葉っぱで自分だけの

アートづくり！友の会メンバーのサポ

ートで、楽しく開催できました♪ 

続・冬春花壇の植え替え＜12月 4日、1 2
ふらっと

日
ボランティア

、18日＞ 

11月の土づくりから始まり、12月にチューリップの球根を植えつけたところ

で、狭山公園の冬春花壇が完成しました！これまでにないデザインも登場し、 

公園入口が鮮やかに彩られています♪チューリップ咲く春もお楽しみに！ 

トイレ前花壇のお手入れや、正門

前コンテナの植え替え、 

ふらっとボランティア 

での花がらつみなども、 

ありがとうございます！ 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『八国山フォレストワーク』 サポート＜12月 21日＞ 

門松づくり準備＜12月 4日、18日＞・門松づくり＜22日＞ 

歩いて、学んで、お手入れ。地元ゴハン

も美味しい里山満喫のフォレストワー

クを開催しました！とても寒い日でし

たが、皆さんのあたたかなサポートで

「楽しい作業ありがとうございまし

た」などの感想多数でした！ 

田んぼからいただいた藁を整え、竹を切り、男結びできゅっと締め、松・笹・

南天・葉牡丹で彩って、狭山丘陵の素材をたっぷり使った立派な門松が出来上

がりました！2020年 1月 8日まで狭山公園パークセンター前に飾ります！ 

雑木林活動 in東大和公園＜12月 14日＞ 

『花炭づくり』練習＜12月 22日＞ 

コナラやクヌギの落ち葉がたっぷり降

り積もった「森のあそびば」で落ち葉

かき！林床には光が入り、(1年前に作

った)粗朶柵いっぱいにつめた落ち葉

は、生きものが利用してくれることで

しょう♪ 

2020年最初のイベント『花炭づくり』

の練習を行いました！竹と薪で安全に

確実に速やかに着火。みんなでこつこ

つ集めた木の実は、その性質や 

出来上がりを考えながら選んで 

缶に詰め、見事美しい花炭にな 

りました♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

花 

事務局からのお知らせ 

Information 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

年末年始パークセンター休館日 

12月 29日～2020年 1月 3日 

2020年最初の友の会活動は、1
第

月
2 水

8
曜

日
日

(水)です。 

『花炭づくり』サポート 

1月 19日（日）10：00～16：00 

延期日 2月 1日(土) ≪雨天、強風時延期≫ 

※サポートの方は 9:00に集合をお願いします。 

開催場所：狭山公園パークセンター バックヤード 
 

練習にご参加いただいた皆さんには、火を扱

う班長と班の参加者サポートをお願いしてい

ます。安全で楽しいイベントにしましょう♪ 

練習に参加できなかったけれど、イベントに

は参加できる！という方は、参加の連絡をい

ただいた上でぜひお越しください。準備や片

づけのサポートをお願いします！ 

各自昼食をお持ちください。 
 

※終日屋外での活動ですので、寒さ対策をお

願いします。また、ダウンジャケットなど化繊

素材の上着は、火の粉で穴があくことがあり

ますのでご注意ください！ 

 

友の会メンバーが竹を活用して

素敵な器を作ってくださってい

ます！練習とイベント本番で出 

来上がった花炭は、友の会の皆さんの分もあり

ますので(上手くでき出来れば)お楽しみに♪

2/19までに受け取りをお願いします。 

2020年もよろしくお願いいたします！ 

腐葉土づくり 

1月 15 日（水）10：00～12：00 

集合場所：狭山公園パークセンター 
 

狭山公園の花壇に欠かせない腐葉土は、なん

と毎年狭山公園友の会の自家製です！公園の

落ち葉と米ぬか・水とを混ぜ合わせ、みんなで

踏み込みます。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。長

靴＆マスクがおすすめです！ 



2019.12.27作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 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」

●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 8 9 10 11 12
★花壇のお手入れ＆「花炭づくり」準備
　　　　　　　　＆ 門松片付け
　10：00～12：00

★雑木林活動in東大和公園
　10：00～12：00

★●「八国山フォレストワーク」延期日

13 14 15 16 17 18 19
★花壇のお手入れ＆腐葉土づくり
　10：00～12：00

★●「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！
    ※終日屋外での活動です。寒さ対策を！

●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！

20 21 22 23 24 25 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
■オオムラサキの越冬幼虫調査
　13：00頃～15：00頃
　集合場所：東大和公園正門広場

●コミュニティガーデン講座⑦
  9：30～15：30

27 28 29 30 31

　　　　　　　＊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。

狭山公園友の会 活動カレンダー

★: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。

2020  1 January

＼注意：第2水曜日です／

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。

長靴＆マスクがおすすめ！

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！

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。

1/12から日程を変更しました。

雨天時の連絡などのため、参加連絡を

お願いします。

成虫 幼虫



2019.12.27作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2
★●「花炭づくり」延期日 ●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！

3 4 5 6 7 8 9
★花壇のお手入れ＆腐葉土切り返し
　友の会来年度ミーティング①
　10：00～12：00

★友の会来年度ミーティング②
　開催場所：東大和市湖畔集会所
　10：00～12：00
★雑木林活動in東大和公園
　集合場所：東大和公園 正門広場
　13：00～15：00

10 11 12 13 14 15 16
★雑木林活動
　～冬の安全管理講習 伐倒編＆来年度の作業計画～
　講師：松井一郎氏　集合場所：東大和公園 正門広場
　9：30～15：30（予定）

●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！

17 18 19 20 21 22 23
★夏秋花壇のテーマ決め
　10：00～12：00

24 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

●コミュニティガーデン講座
　ボランティアDAY～季節のテーマ決め～
　9：30～12：00

狭山公園友の会 活動カレンダー

★: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。

2020  2 February

雑木林活動などを行う上で必要な、安全管理についての心構えや安全に木を伐倒する

方法などを学びます。受講した方は、その必要が出てきた際に、伐倒作業を行うことが

できます。野山北・六道山公園ボランティアの講習を受けた方も、ぜひご参加ください！

1月に仕込んだ腐葉土の発酵を促進するため、

混ぜ合わせる作業を行います！長靴＆マスク

がおすすめです。

①主に花壇、イベントについて

2020年度夏～秋の花壇計画も

始めていきます！

②主に雑木林、イベントについて

開催場所など詳細は次号でお知ら

せします。

これからの活動がより良いものになるように、

「来年度はこんなことを、こんな風に、できるといいな！」

といった意見を出し合いましょう。①②どちらかだけでも

参加いただけると嬉しいです。
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