
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2月の活動より Activities of February 

毎年恒例、公園花壇に欠かせない腐葉土の仕込みが完了しました！公園内のク

ヌギやコナラの落ち葉に米ぬか・水を混ぜ合わせ、汗をかきかき踏み込みます。 

腐葉土づくり＜5日＞ 

雑木林活動 in東大和公園＜9日＞ 

 

ガイドウォーク サポート＜15
八国

日
山

＞ 

東大和公園を象徴するアカマツ。友の会では、実生(種子から発芽した若い苗)を

適地に移植するなどの保全活動を続けています。今回は団地口付近の実生まわり

の草刈りを行い、アカマツに陽射しが入るようになりました！ 

公園レンジャーによるガイドウォークを、2月は八国山緑地でも実施。 

参加者サポート、道具の片づけなどご協力ありがとうございました！ 

 

発酵促進のためひと月後には切り返し、花壇に活用される 1年後以降をじっくり

待ちます。みなさんおつかれさまでした！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭山公園友の会 来年度ミーティング＜5日、9日＞   

来年度の活動をよりよりものにしていくために、「花壇」「雑木林」それぞれにつ

いてミーティングを行いました！皆さんから出た意見やアイディア、今後の活動

については同封の資料「意見交換結果」をご覧ください。3・4月の活動内でもみ

んなで確認していきましょう。 

夏秋花壇のテーマ決め・おさんぽ花壇デザイン＜19日>  

冬の安全管理講習 in狭山公園＜16日＞ 

松井一郎氏を講師に、ノコギリ・ナタ・

ロープワーク・杭打ちの講習を行いま

した！ノコギリの持ち方・動かし方に

始まり、水平伐り・垂直伐り、「受け

口・追い口」の入れ方までを必要なロ

ープワークを駆使しながら実習。 

ナタで杭を作ってカケヤで打ち込む

など、普段の活動で活用する技術の習

得はもちろん、安全作業のための心構

えもしっかり確認！共に作業する全

員での朝礼・ふりかえりや「ヒヤリハ

ット」の共有、声掛けの重要性も学ぶ

ことができました！ 

夏～秋を彩るみかづき花壇・おひさま

花壇のテーマカラーや植える花を話

し合いました！毎回これまでにない

アイディアが出てきます♪ 

午後には有志の方々と、多年草花壇計

画の進む、おさんぽ花壇のデザインワ

ークを行いました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ●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。2月に送

付した登録申込書をご確認ください。保険加

入のため、お早目の申し込みをおすすめしま

す。友の会の活動は、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。 

 

狭山公園友の会オリエンテーション ①②とも 10：00～12：00 
 

① 4月 1日（水） 開催場所：狭山公園パークセンター 

② 4月 12日（日） 開催場所：東大和市 湖畔集会所 
 

今年も楽しい活動にするために、公園のルールや活動の内容を確認します！どちらかの回に

必ず出席してください。都合がつかない場合は事務局までご連絡ください。 

夏秋花壇のデザイン決め 

3月 18日（水）10：00～12：00 

開催場所:狭山公園パークセンター 
 

2/19 に皆さんから出たアイディアやテーマ

カラーをもとに、わいわい楽しくどの花をど

れくらい植えるかを決めていきましょう♪ 

＊可能な限り屋外で行います。 

① 4月 4日(水) ②8日(日) 9：30～15：45 ＠野山北-六道山公園 里山民家 

② 15日（水）13：00～15：00 ＠狭山公園  【〆切：3月 5日】 
 

ボランティアに継続登録の方も、新規入会の方も、毎年 1回受講していただく講習です。 

受講された方は雑木林活動などで鎌やノコギリを使用することができます。 

野山北・六道山公園ボランティアの講習にも参加いただけます。狭山公園友の会事務局まで 

お申し込みいただき、当日直接集合してください。 

※別紙：集合場所などの詳細をご確認ください。 
 

春の安全管理講習 講師：松井一郎氏(NPO birth) ＜雨天の場合、内容を変更して実施＞ 

 



2020.2.29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

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＜雨天時、活動中止＞
　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
　10：00～12：00　<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

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

●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

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

朝礼やふりかえりも屋外で行います。

腐葉土切り返しには長靴がおススメです！

2月のテーマ決めで出たアイディアやテーマカラーを

もとに、どの花をどれくらい植えるかを決めていきましょう♪

可能な限り屋外で行います。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受け、

下記イベント・講習を中止します。

・3／1「さやまキッズプログラム」

・3／4 PM「救命救急法講習」

・3／15「ガイドウォーク」

また、感染予防のため、活動時にお茶や

お菓子は提供しませんので、飲み物などは

各自ご用意ください。



2020.2.29作成

月 火 水 木 金 土 日

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(予定)

　13：00～15：00

★野山北・六道山公園ボランティア
　春の安全管理講習①　９：30～15：45
　集合場所：里山民家
　講師：松井一郎氏(NPO birth)

●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
★野山北・六道山公園ボランティア
　春の安全管理講習②　９：30～15：45
　集合場所：里山民家
　講師：松井一郎氏(NPO birth)

●コミュニティガーデン講座①
　9：30～16：30

★友の会オリエンテーション②
　10：00～12：00
　開催場所：東大和市 湖畔集会所

★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>

13 14 15 16 17 18 19
★スクエア花壇のデザイン
　アドバイザー：三浦香澄氏(NPO Green Works)

　10：00～12：00

★狭山公園友の会　春の安全管理講習
　集合場所：狭山公園パークセンター
　13：00～15：00

●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

27 28 29 30 1 2 3
★さやまKIDSDAY準備(予定)
　10：00～12：00

★さやまKIDSDAY準備(予定)
　10：00～12：00

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  4 April

5月

①4/1②4/12どちらかの回に

必ず出席してください。

ボランティアに継続登録の方も、新規入会の方も、毎年1回、受講して

いただく講習です。受講された方は雑木林活動などで鎌やノコギリを

使用することができます。

野山北・六道山公園の春の安全管理講習に、狭山公園友の会の

皆さんもご参加いただけます。4/15の狭山公園での講習に参加

できない方は、友の会事務局までお申し込みのうえ、ぜひこちら

にご参加ください。(〆切：3/5)

NEW!

NEW!

別紙：集合場所などの詳細

をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況を受け、イベント・講習・ボランティア活動の日時や内容が変更になる場合があります。

変更時は事務局から随時ご連絡しますが、あらかじめご了承ください。(2020年2月29日時点)
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