
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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。 

 2021.11 

 

vol.136 

狭山公園友の会だより 
Friends of Sayama Park 

【ツリフネソウ＠狭山公園湧水の池】 

今年もツリフネソウが開花しました。花期は 9月～10月頃まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9月・10月の活動より 

9月より段階的にボランティア活動を再開しました！ 

花壇のお手入れ・木の実拾い・デザインワーク <9月 15日,10月 6,20日> 

2か月ぶりの活動再開では、花壇のお手入れ、イベント用の木の実拾い、 

皇帝ダリアの支柱立てに、たい肥置き場の整理整頓など作業内容が盛りだく

さんでした。その他にも友の会の皆さんには、大学生の卒業研究のヒアリン

グ対応もして頂き、学生さんも大変喜んでいました。論文が完成したら 

皆さんに共有します！ 

デザインワークには 10名が参加！冬春花壇のデザインを皆さんと相談しな

がら決めていきました。詳細は別紙にてお送りしますのでご確認ください。 

ヤママユガ＠東大和公園 クマヤナギ＠東大和公園 

花壇用に昨年新設した、 
たい肥置き場からは、たくさん 
のカブトムシの幼虫を発見！1年で 
栄養いっぱいの腐葉土になりました。 
各所ではたくさんのキノコも見られ、 
毎年違った生き物が見れる環境は 
素晴らしいですね♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑木林活動・ときどき池の草取り<9月 26日・10月 3日> 

森のあそびばの草刈り、草で生い茂っていた、たい肥置き場の草刈りや周辺の 

草刈りを行いました。 

ときどき池ではキショウブ、アメリカスミレサイシンの抜根作業！ 

季節に応じてできることをコツコツと！引き続き作業よろしくお願いします♪ 

＼SAYAMA HILLS DAY開催します／ 
 

今年は新型コロナウイルス感染症の対策の観点から、友の会のサポ

ートは中止にしておりますが、SAYAMA HILLS DAYを開催します。 

2 年ぶりの開催となる今年は、狭山丘陵フィールドシンポジウムと

同時開催となります。狭山丘陵で行われているサステイナブル（持続

可能）な取り組みについて考えるようなコーナーや、マルシェや音楽

ライブなどを予定しています！来年こそは友の会の皆さんとイベン

トができますように！今年はお客さんとして遊びにきてください♪ 

 

 

詳細はチラシ 
HPまで！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

発行・お問い合わせ   ＼狭山公園友の会 随時入会受付中／ 

狭山公園友の会 事務局 (内田、亀山)  都立狭山公園パークセンター 

TEL：042-393-0154 FAＸ:042-397-9467 E-mail：s3-park@sayamaparks.com 

 

Information 

事務局からのお知らせ 
 

■狭山公園友の会 2021年11月以降のボランティア活動について■ 

10月のリバウンド防止期間の解除に伴い、段階的に通常通りのボランティア活動として再
開していく方針です。※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、この内容も変更の
可能性があります。 

活動参加にあたっては、下記の点にご理解・ご協力をお願いします。 

●毎活動で記入いただく「ボランティア活動参加時の感染防止策の確認書」のチェック 

など引き続きご協力をお願いします。 
 

 

冬春花壇の土づくり-植え替え 

集合場所:狭山公園パークセンターバックヤード 

土づくり 11月 10日（水）<延期日 11日(木)> 
 
植え替え 11月 17日（水）<延期日 18日(木)> 
 

①10:00～12:00 ②13:30～15:30 

【参加連絡締切日】活動日の 2日前まで 

※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。 

※予定日に終わらなかった場合や雨天の場合 

には翌日に作業します。実施の有無は参加 

連絡をいただいた方にのみご連絡します。 
 

冬の腐葉土づくりから始まっている友の会 

花壇。11月は冬春の花壇へと植え替えで 

す！作業がたくさんありますので、部分的 

でもご参加お待ちしています。要参加連絡。 
 

 

【 持ち物 】 

「野外活動時の安全管理チェックシート」（今年度初参加の方） 

作業用手袋、帽子、飲み物、長靴がおすすめ 

タオル、鼻口を覆うマスク等 
 

門松づくり 

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（水）9:30～12:00   

 <雨天延期> 延期日 25日(土) 

 【参加連絡締切日】12月 15日(水)  

【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(15日)  

・ハボタンを準備 

・男結びの練習  

・クマザサ、マツ、ナンテンを採取(15日 or当日) 
 

皆さんの様々な技と力が結集して出来あ

がる狭山公園の立派な門松！15 日までに

準備をできるところまで行って、当日はみ

んなで楽しく作りましょう♪応援のみも

歓迎ですが、参加連絡をお願いします。 

「門松のつくり方」を同封しますので参考

にしてください。 

※屋外での活動です。防寒対策を！ 

 

 

 



2021.10.24作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7
●狭山丘陵フィールドシンポジウム
  ＆SAYAMA HILLS DAY
　10:30～15:00  <少雨決行・荒天中止>

●パークヨガ
＊事前予約制、雨天延期
※詳細は公園ホームページまで

●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

8 9 10 11 12 13 14
★花壇の引き抜き&土づくり　<雨天延期>
　①10:00～12:00　②13:30～15:30
　集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード

★土づくり　延期日 ★雑木林活動in東大和公園
  集合場所：東大和公園 正門広場
  10:00～12:00　<雨天延期>

●パークヨガ予備日
＊事前予約制

15 16 17 18 19 20 21
★冬春花壇の植え替え　<雨天延期>
　①10:00～12:00　②13:30～15:30
　集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード

★植え替え　延期日
　

●コミュニティガーデン講座
　ボランティアDAY～土づくり～
　9:30～12:00

★雑木林活動in東大和公園<予備日>
●ガイドウォーク

22 23 24 25 26 27 28
■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～植え替え～
　9:30～12:00

29 30

リバウンド防止期間解除後、基本的対策徹底期間となったため、引き続き人数制限しながらボランティア活動を実施します。
ご参加可能な方はぜひご連絡ください。ただし、活動参加にあたっては引き続き、必ず参加連絡をいただき、感染症防止対策にご理解・ご協力をお願いします。

※今後の状況により、この内容も変更の可能性があります。ご了承ください。

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。

2021  11 November

安全管理講習の受講がまだの方はスタッフと確認後、

森のあそびばの草刈りを行います！事前に

「野外活動時の安全管理チェックシート」をお持ちください。

長靴がおすすめです！

長靴がおすすめです！
終日屋外での活動です。ご自身で防寒対策を！

作業用手袋の貸し出し、飲食物の提供も出来

ませんので、持参してください。

11月3日に毎年開催し、友の会の薪割りコーナーも大好評の

「SAYAMA HILLS DAY」ですが、コロナ感染防止対策として、

今年はスタッフのみのコーナー運営とさせていただきます。

ぜひ当日遊びに来てください！



2021.10.29作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5
★友の会 門松準備＆花壇の手入れ
10:00～12:00
集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード

きてみてガーデンの植え替え予備日 ●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

6 7 8 9 10 11 12
★雑木林活動　落ち葉かきin東大和公園
  集合場所：東大和公園 正門広場
  10:00～12:00　<雨天延期>

13 14 15 16 17 18 19
★友の会 門松準備＆花壇の手入れ
　10:00～12:00
 集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード

●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
 

20 21 22 23 24 25 26
★門松づくり9：30～12：00　<雨天延期>
開催場所：狭山公園パークセンターバック
ヤード
■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

★門松づくり<予備日>
開催場所：狭山公園パークセンターバックヤード

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。

　　10月のリバウンド防止期間解除に伴い、通常通りのボランティア活動として再開していきます。ご参加可能な方はぜひご参加くご連絡ださい。
ただし、活動参加にあたっては引き続き、必ず参加連絡をいただき、感染症防止対策にご理解・ご協力をお願いします。

※今後の状況により、この内容も変更の可能性があります。ご了承ください。

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。

2021  12 December

「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♪ただし、参加連絡をお願いします。

■「八国山フォレストワーク」は2022年2月に、時間を短縮して開催を検討中です。※サポートボランティアの募集はしない予定です。

■1月の「花炭づくり」はイベントではなく、来園者に花炭を提供する形に変更します。

例年12～1月に実施しているイベントについて

花 炭
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