
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1月の活動より Activities of January 

門松片づけ＜8日＞   

準備からみんなで力合わせてつくった

大きな門松。新年最初の友の会活動で

片づけを行いました。紅白のハボタン

はみかづき花壇に植えました！竹は花

炭を飾る器や、たき火の焚き付けに活

用されます♪ 

花壇看板づくり＜8日、15日＞ 

友の会がデザイン・植えつけ・お手入れを行っている 4つの花壇には、それ

ぞれ名前がついていますが、少し古くなってきた花壇看板を一新！看板もさ

すが、友の会お手製です！おしゃれで素敵な看板に仕上がりました♪ 

 

花炭準備＜8日、16日＞・『花炭づくり』サポート＜19日＞ 

 
秋の木の実拾い、12月にはみんなで練

習、たき火用の薪準備、炭を飾る竹器

づくりまで！友の会の皆さんが様々な

形で関わってくださった『花炭づくり』

が、あたたかな雰囲気の中無事終了し

ました♪美しい花炭に拍手喝采！ 

 

＼2020年の友の会活動スタート／   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑木林活動 in東大和公園＜11日＞ 

雑木林活動 ～冬の安全管理講習 ノコギリの扱い方・伐倒編～ 

2月 16日（日）9：30～15：30頃 

集合場所：狭山公園パークセンター ＜雨天の場合、内容を変更して実施＞ 
  

松井一郎氏を講師に、雑木林活動を行う上で必要な、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。今回は、新規入会の方多数のため、   

「ノコギリの扱い方」から始めます！4月の春の講習と両方を受講した方は、   

その必要が出てきた際に、活動内でノコギリを使うことができます。 

道具の準備などのため、必ず参加連絡をお願いします！ 
 

【持ち物】軍手、てぬぐい・タオル、飲み物、昼食 

 

 

 

昨年オープンを迎えた「森のあそびば」では、友の会の力強い活動が続いて

います！今回は、5年前に造られた落ち葉だめを大胆に改修。森にある素材

で杭をつくっては打ち込み、枝を編み込んで、なんとたった 90分の活動内

で新しい落ち葉だめが完成しました！ 

 

落ち葉かきで林床には光が入り、落ち葉だめいっぱいに詰めた葉っぱの中

は、たくさんの生きものが利用してくれることでしょう♪ 

 

新メンバーもようこそ！おつかれさまでした！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

友の会来年度ミーティング 
 

① 2月 5日(水）10：00～12：00 

＠狭山公園パークセンター 
 

② 2月 9日(日) 10：00～12：00 

＠東大和市湖畔集会所 

※地図を同封しますのでご確認ください。 
 

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。5月 5日「さやま KIDSDAY」 

友の会コーナーの計画・準備もスタート！ 

●ボランティア継続登録をお待ちしています● 
 

狭山公園友の会は年度更新制です。同封の登録申込書で登録手順をご確認ください。 

友の会の活動への参加は、できる時にできることだけで構いません(見ているだけでも OK)♪

継続を迷っている…などがあれば、事務局までお気軽にご相談ください。 

 

救命救急法講習 

3月 4日（水）13：00～15：00 

開催場所：狭山公園パークセンター 
 

公園レンジャーによる心肺蘇生や止血方法

などの講習です！活動中だけでなく、いざと

いう時に役立ちます！ぜひご参加ください。 

 

『さやま KIDS DAY』とは？ 
   

             

 

子どもの日に、狭山公園で毎年開催している

イベントで、特に友の会のクラフトコーナー・

薪割り体験が大好評！コーナーの内容は毎回

友の会メンバーで話し合い決定しています。 
 

 

狭山公園友の会オリエンテーション ①4月 1日（水） ②4月 12日(日) 

オリエンテーションは、ボランティアの皆さんと公園のルールや活動の内容を確認するために 

年に 1回行っており、ボランティア登録者には毎年度必ず出席していただきます(①または②)。 
 

 

＊：＊ 予告 ＊：＊ 
 



2020.1.29作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2
●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＆腐葉土づくり
　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　<雨天中止>

10 11 12 13 14 15 16
●八国山緑地ガイドウォーク
　13：00～1時間30分程度
　集合場所：八国山緑地 ころころ広場
※サポートの方は12：45に集合をお願いします！

●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！

★雑木林活動
　～冬の安全管理講習 ノコギリの扱い方・伐倒編～
　講師：松井一郎氏　集合場所：狭山公園パークセンター
　9：30～15：30頃　<雨天の場合、内容を変更して実施>

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

●東大和公園ガイドウォーク
　13：00～1時間30分程度
　集合場所：東大和公園 正門広場
※サポートの方は12：45に集合をお願いします！

●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

雨天のため1月に実施できなかった腐葉土づくりを

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

湖畔集会所までの地図を同封します。

ご確認ください。

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。

NEW!

開催場所を狭山公園に変更しました。

道具の準備などのため、必ず参加連絡を

お願いします！

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。

今回は、新規入会の方多数のため、「ノコギリの扱い方」

から始めます！

4月の春の講習と両方を受講した方は、その必要が出て

きた際に、活動内でノコギリを使うことができます。



2020.1.30作成

月 火 水 木 金 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 7 8
★狭山公園友の会 来年度計画(日程)確認
　＆腐葉土切り返し
　10：00～12：00

★救命救急法講習
　13：00～15：00

★雑木林活動in東大和公園
　＆来年度計画(日程)確認
　集合場所：東大和公園 正門広場
　13：00～15：00　<雨天中止>

9 10 11 12 13 14 15
●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！

16 17 18 19 20 21 22
★夏秋花壇のデザイン決め
　10：00～12：00
★さやまKIDSDAY準備(予定)
　13：00～15：00

23 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～デザインワーク～
　9：30～12：00

30 31 1 2 3 4 5
★友の会オリエンテーション①
　10：00～12：00
★さやまKIDSDAY準備
　13：00～15：00

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  3 March

4月

友の会オリエンテーションは4/1と4/12の2回開催！

必ずどちらかの回に出席してください。

5/5さやまKIDSDAYの準備も進めましょう！

都合がつかない場合は事務局までご連絡ください。

公園レンジャーによる心肺蘇生や

止血方法などの講習です。ボランティア

活動中だけでなく、いざという時に役立ち

ます！ぜひご参加ください。

2月のミーティングで出た意見・アイディアをもとに、

活動計画と日程の確認をします！5月5日さやまKIDSDAYの

友の会コーナーについても話し合いましょう！
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