
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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です。 

狭山公園友の会だより 
Friends of Sayama Park 

【2022年門松完成＠狭山公園】 

狭山公園友の会の活動で、12月から準備していた門松が完成しました！ 
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雑木林活動・ときどき池の草取り<11月 13日・12月 11日> 

花壇の土作り・植え替え ＜11月 10日,17日> 

冬の東大和公園の雑木林では、落ち葉かきがメイン！ 

園内各所の大量の落ち葉を集めました。 

ときどき池では成長し始めているキショウブの抜根がメイン。 

皆さんの毎月の活動が着実に成果となって現れています。 

毎年恒例の冬春花壇の植え替えを行いました。9月・10月に話し合って決めた 

デザインや花苗を、友の会のみなさんと相談しながら植え替え♪基本の植え方は変え

ずに、花の配置や色合いを工夫し、個性が光る素敵な花壇ができあがりました！ 

完成した花壇 

11月・12月の活動より 

引き抜き 土作り 植え替え 

土作りは一苦労！ 
公園スタッフも総出で力を合わせました！ 
寒い日が続きますが順調にお花は育って 
います！ 
狭山公園まで見に来てくださいね（^＾） 
 

リンドウが大輪でした 

たい肥に落ち葉が山のよう 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＼SAYAMA HILLS DAY開催します／ 
 

 

門松作り準備・花壇のお手入れ<12月 1日・15日> 

門松作り<12月 22日> 

狭山丘陵の素材をたっぷり使う狭山公園の立派な門松。田んぼからいただいてき

た新藁を整え、竹を磨いて準備をし、竹を切り、男結びできゅっと締め、松・

笹・南天・梅・葉牡丹で彩るのも、すべて友の会の皆さんの手によるもの！ 

来園者さんから早速「ボランティアさんが立派に作って 

いて驚き、作業もとても楽しそうでした！！」と 

お声掛けいただきました（＾▽＾）/ 

今回もすばらしい 

門松が完成しました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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、静)  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 2022年1月以降のボランティア活動について■ 

2021 年 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
動として再開しております。※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、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。 
 

 

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＆マスク持参がおすすめです！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

年末年始パークセンター休館日 

12月 29日～2022年 1月 3日 

2022年最初の友の会活動は、1月5日(水)です。 

2022年もよろしくお願いいたします！ 

「花炭づくり」 
1月 8日(土) 10:00～12:00  

【締切日】活動日 2日前まで <雨天・強風中止> 

実施場所：狭山公園パークセンターバックヤード 

 

 
 

毎年 1月に開催している大人気のイベント 

『花炭づくり』を、おうちでも出来る特別版で実施

します！いつものたき火をたき火台やカセットコン

ロに置き換えて、皆さんが集めてくれたドングリや

まつぼっくりがきれいな花炭になるか実験です。 

 ＊初の試みのため、失敗の可能性もあります！ 

成功した場合の花炭は、十分に冷却させるため 1週間 

以上おき、ご希望の方にお渡しします。 

＊火気を扱うため、毎年「花炭づくり練習」を必須の 

活動としていますが、今回は行いません。 

当日の安全管理にご協力をお願いします。 

＊飲食の提供はできません。 

＊屋外実施のため寒さ対策を！ 

 



2021.12.25作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2

3 4 5 6 7 8 9
★門松片づけ＆花炭準備<雨天中止>
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

★花炭づくり<雨天・強風中止>
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

10 11 12 13 14 15 16
★雑木林活動in東大和公園　落ち葉かき
  集合場所：東大和公園 正門広場
  10：00～12：00　<雨天中止>

●狭山丘陵マウンテンバイクツアー
9:30～12:00　事前申し込み制

●狭山丘陵マウンテンバイクツアー予備日

●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

17 18 19 20 21 22 23
★腐葉土づくり<雨天中止>
　集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード
　10：00～12：00

●コミュニティガーデン講座
　ボランティアDAY～お手入れ～
　9:30～12:00

24 25 26 27 28 29 30
■東大和市環境を考える会<雨天延期>
・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

★雑木林活動<雨天中止>
　～冬の安全管理講習 ノコギリの扱い方編～
　集合場所：東大和公園
　10：00～12：00

31

基本的対策徹底期間ではありますが、通常通り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。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、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。

2022  1 January

成虫

幼虫

東大和市環境を考える会が毎年実施して

いる調査です。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。

11月から集めていた落ち葉と米ぬか・水とを混ぜ合わせ、

花壇に欠かせない自家製腐葉土をつくります！

体力仕事ですが、できる分だけ仕込んでいきましょう。

長靴がおすすめです！

毎年大人気のイベント『花炭づくり』を

ボランティア活動として実施します！

皆さんが集めてくれた木の実を使ってたき火台など

活用して実施予定です。練習件本番のため皆さんと

一緒に確認しながら進めていきます。

森のあそびばで、ひこばえ伐りや

冬の作業時に気を付ける内容を

みんなで確認します。久しぶりの

冬の安全管理講習ぜひご参加ください。

＊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。



2021.12.25作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6
★友の会 腐葉土切り返し＆花壇の手入れなど
　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
　<雨天中止>

★雑木林活動in東大和公園　アカマツ保全作業
  集合場所：東大和公園 正門広場
  10：00～12：00　<雨天中止>

●さやまキッズプログラム
  13：30～1時間程度　[先着10組]
　集合場所：狭山公園パークセンター前
　※サポートボランティアの募集はありません。

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
★花壇のお手入れ＆夏秋花壇のテーマ決め
　10：00～12：00　<雨天中止>
　集合場所：狭山公園パークセンター バックヤード

●八国山緑地親子さとやま体験
（旧八国山フォレストワーク）
　10:00～12:30
　集合場所：八国山緑地　踏切口
　＊事前申し込み制

●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

21 22 23 24 25 26 27
【予定】
■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入門オンライン講座
10:00～12:00
（オンライン入室8:30～開始）
集合場所：ご自宅などオンラインで参加
＊事前申し込み制

28

狭山公園友の会 活動カレンダー

★:狭山公園友の会活動日 ●: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。

2022  2 February

※今後の状況により、この内容も変更の可能性があります。

狭山公園友の会 継続登録受付開始！

登録申込書：2/1～3/31の間随時

(直接の場合は原則として友の会活動日)

登録料：2/1～3/20の間、原則として友の会活動日

同封の登録申込書で登録手順をご確認いただき、

継続登録をお待ちしています！

●『狭山公園友の会来年度計画』

3月第一水曜日に実施予定です。コロナ前のこと、これからのことを皆さんとお話して来年度に向けて準備します。

たくさんのご参加お待ちしております。

●『さやまキッズデイ』

毎年5月5日に開催し、友の会では3月から準備を始めていますが、規模や内容を一部変更して開催を検討中です。

友の会のクラフトコーナーなどの準備は3～4月の活動の中で進めていければと思います。

狭山公園友の会の関わる、今後のイベントなどについて
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