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エゴノキ＠狭山公園、八国山緑地、東大和公園
垂れるように花をつけるので、私たちを見下ろしているかのように咲い
ています。花の中までじっくりと観察してみて下さい！
＊『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。

4 月の活動より

Activites of April

ボランティア
オリエンテーション①
今年の活動や心構え等について、再
確認をしました。後半は、八国山緑地
を散策し、生物多様性事業で見違える
ほど変わった環境に驚き！「さやま
KIDS DAY」で使う枝集めもしました♪

ボランティア
オリエンテーション②
＠

さやま KIDS DAY 準備
5 月 5 日に向けて、クラフトコーナ
ーの準備を行いました。当日の役割分担
や各コーナーの備品の作成を進めまし
た。去年も 100 人以上の子どもたちが
参加してくれている人気イベントなので
用意するものも膨大！皆さん、ありがと
うございます！当日が楽しみですね♪

第２回目には、主に土日の活動で活
躍されている方が参加！後半では、「さ
やま KIDS DAY」のクラフトコーナー
で使う竹の輪作り。切り口に紙やすり
を掛けてすべすべに仕上げました♪

ちょこっとボランティア
in 八国山緑地
友の会やちょこっとボランティアで手
入れをしている場所で、ササ刈りを行い
ました。風がつよく、少しの時間の中で
の作業でしたが、すっきりとした道沿い
になりました！花が次々と芽吹く時期な
ので、山野草が楽しみです♪

花壇のお手入れ&
さやま KIDS DAY 準備
暖かくなり、冬をじっと堪えていた花
が、はずむように成長！花と花壇の淵を
整理することで、より一層際立つように
なりました。後半は、さやま KIDS DAY
に向けた準備もしました！

ホオノキ
@狭山公園、八国山緑地、東大和公園
葉の上に味噌を乗せて焼く「朴葉味
噌」など、昔から人の生活の中で使われ
ている植物。その葉っぱや花の大きさ
は、なんと日本一！花の香りも強く、近
くを通ると甘い香りが漂ってきます。公
園を散策される際、目と鼻を使って探し
てみて下さい♪
さやまキッズプログラムで
ヒマワリの種まき！
5 月 7 日（日）13：30～1 時間程度

午前：花の引き抜き&土づくり
午後：風の広場花壇の種まき
5 月 10 日 10：00～12：00
13：00～15：00
集合場所：狭山公園パークセンター
夏秋花壇に向けて、花の引き抜きと土づく
りを行います。風の広場の花壇では、友の
会メンバーのアイディアをもとに、はじめ
てヒマワリの種まきにチャレンジしま
す！また、練馬区から中学生が 20 名ほど
来て、終日一緒に活動をする予定です。
皆さんのご参加、お待ちしてます！

集合場所：狭山公園パークセンター
レンジャーによる公園内の自然紹介の
後、風の広場前の大きな花壇にヒマワリ
の種をまきます。作業場所の誘導やまい
た後に土をかぶせる作業など、みなさん
のサポートをお願いします♪

夏秋花壇のデザインワーク
5 月 24 日（水）10：00～12：00
集合場所：狭山公園パークセンター
夏と秋に楽しめる花壇のデザインを考え
ます。3 月に話し合った花壇づくりの計
画を元にみんなで考えましょう！花壇の
お手入れやラベンダーの植付けも行う予
定です♪

＊発行・お問合せ＊
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、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。
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★さやま KIDS DAY ●さやま KIDS DAY
前日準備
9:00～16:00
10:00～12:00
沢山の子どもたちを
お迎えしましょう！

8

9

10
★花壇の引き抜き、土づくり
10:00～12:00
★風の広場花壇のタネまき
13:00～15:00

15 16

11

●ﾊﾙｾﾞﾐの鳴く林で
春の花を見よう
in東大和公園
集合場所：東大和市郷土博物館
9:30～12:30
主催：東大和市環境を考える会
★●さやまキッズプログラム
13：30～1時間程度

風の広場花壇に
ヒマワリの種を植えます！

12

13

18

14
★●ガールスカウト東京第68団
コンテナ花壇の植え替え

練馬区の中学生が一緒に
活動します！

17

7

19

20

21
●親子自然あそび
プログラム 3,4歳編①
●ガイドウォーク

22 23

24

25

★花壇の手入れ、
デザインワーク
ラベンダーの植え付け
10:00～12:00
■東大和市環境を考える会観察会
定例観察会
集合場所：東大和市郷土博物館
9:30～12:30

29 30

★：狭山公園友の会の活動日

26

27
●～みどりでつながる～
コミュニティガーデン
講座②
9:30～15:30

31

●：イベント ■：関係団体の活動

※イベントの詳細は、「きてみて」かＨＰで確認ください。
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狭山公園友の会
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活動カレンダー
2017

月

火

水

木
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1

土

日

2

3
★●ちょこっとボランティア
in 東大和公園
9：30～12：00

5

6

7
★夏秋花壇の植え替え
10:00～12:00

12

13

8

9

15

20

21

22

16

27

17
★七夕飾りづくり＆
ラベンダーサシェづくり
10：00～12：00

23

★花壇のお手入れ&
ラベンダーサシェづくり
10:00～12:00

26

11
★●ガールスカウト東京第68団
コンテナ花壇の植え替え

コミュニティガーデン講座の
受講生も一緒に活動をします！

19

10

★植え替え
予備日

14

4
★●さやまキッズプログラム
13:00～1時間程度

18
●親子自然あそびプログラム
0,2歳編
10：00～12：00
●ガイドウォーク
in狭山公園
13:30~～1時間程度

24
●コミュニティーガーデン
講座③
9:30～15:30

28

29

30

■東大和市環境を考える会観察会
定例観察会
集合場所：東大和市郷土博物館
9:30～12:30

★：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、「きてみて」かＨＰで確認ください。
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