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チカラシバ＠狭山公園 ススキ原っぱ
根が強く、なかなか抜けないことが名前の由来です。遊具広場側から見
ると、うすきつね色のススキと重なった、秋らしい色彩を楽しめます！
＊『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。

9 月の活動より

Activities of September

花壇のお手入れ
久しぶりの友の会活動！うっそうと
した雰囲気の花壇で雑草とりをしまし
た。作業が進むにつれて、鮮やかな
花々がくっきりと見えるようになり、
とても綺麗になりました♪

木の実集め
「花炭づくり」やこどもの日のクラ
フトコーナーに使う木の実を活動の最
後に拾いました。トチノミがごろごろ
と落ちていて、みなさんも驚きの表
情！公園内を散策しながら、沢山の木
の実を集めました♪

ちょこっとボランティア
in 八国山緑地
今回は、ボーイスカウトや土曜子ど
も講座の方も参加し、子どもたちで賑
いました。ササ刈りや生きものとの出
会いも充実！みなさんのサポートもあ
り、楽しい時間となりました♪

アメリカザリガニトラップ！
狭山公園の湧水の池に罠を設置し、ア
メリカザリガニを捕まえました。活動の
はじめに設置して約 2 時間後に回収する
と、6 匹も掛かっていました！これからも
新しい活動として、組み込んでいきたい
と思いますので、またご参加下さい♪

東村山さとやまシアター
狭山公園で初めて、夜の映画祭を開
催！みなさまにも「狭山公園 80 周年ク
イズラリー」の運営をしてもらい、参加
者はなんと約 200 人にもなりました！
また、上映後の片付けまでサポートして
下さった方も。皆さん、ありがとうござ
いました！

シュロ de ほうきづくり
八国山緑地の資源を使ったシュロほう
き作りを開催！八国山たいけんの里によ
る歴史の紹介やシュロ皮を現地で採取す
るなど、自然と歴史を満喫しました。作
る作業は大人でも大変でしたが、友の会
の方のご協力もあり、全ての参加者が完
成させることが出来ました！

カシワバハグマ
@東大和公園 こもれびの谷
大きな葉っぱに薄ピンク色の花を咲かせま
す。花は白熊の毛に例えられており、そこか
ら「ハグマ」という名前がつけられていま
す。今の時期、コウヤボウキなど似たような
花が多いですが、葉っぱを見ると見分けるこ
とが出来ます。是非、観察してみて下さい♪

冬春花壇のデザイン決め
10 月 18 日（水）10：00～12：00
集合場所：狭山公園パークセンター

東大和公園 わいわいミーティング

冬春の季節を彩る花壇デザインを話し
合って決めます。今回もアドバイザーと
して、NPO 法人 Green Works の三浦氏
をお招きして行いますので、是非ご参加
下さい♪

10 月 21 日（土）13：00～15：30
集合場所：東大和公園 正門前
友の会の雑木林エリアでもある正門前
の「森のあそび場」の魅力アップに向け
て、現地を見ながら森の設計図と管理計
画をつくります。子どもたちが気軽に入
って遊べる森にするための作業を来年度
から本格化するための大切な内容ですの
で、ご興味があれば是非、ご参加下さい！

SAYAMA HILLS 3DAYS
11 月 3 日（金）～11 月 5 日（日）
開催場所：狭山公園風の広場
毎年恒例のイベントですが、今年は狭山
公園 80 周年を記念して 3 日間開催しま
す。この期間は、クイズラリーや薪割り体
験など、様々な催しを行う予定ですので、
みなさんのご協力をお願い致します！

＊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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活動カレンダー
2017

月

火

水

木

October

金

土

日

1
★●ちょこっとボランティア
in 東大和公園～アカマツの移植～
集合場所：東大和公園正門前
10：00～12：00
●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

2

3

4

5

6

★花壇のお手入れ＆
季節のテーマ決め・・・ ア
10:00～12:00
★■環境パートナーシップ研修
ススキ原っぱ保全のためのクズ取り
13：00～15：45
集合場所：狭山公園パークセンター

9

10

11

7

8

14

15

■太極拳で健康作り体操
in 狭山公園
10：00～11：30
集合場所：狭山公園遊具広場前

12

13

●親子自然あそびプログラム 3,4歳編③
開催場所：八国山緑地
10：00～12：00
●ガイドウォーク in 狭山公園
13：30～15：00

全国の自治体の職員が70名程来られます。
道具の使い方や作業の方法などの
サポートを大募集中！

16

17

18

19

20

★花壇のデザイン決め＆お手入れ・・ア
10:00～12:00

23

24

25
■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

30

31

★：狭山公園友の会の活動日

●：イベント

※イベントの詳細は、「きてみて」かＨＰで確認ください。

21

22

★■わいわいミーティング in 東大和公園
集合場所：東大和公園正門前
13：00～15：30

26

27

28
正門前の「森のあそび場」の魅力アップに向けて、
目標環境や必要な作業などについて、話し合います。
ご興味のある方は是非、ご参加下さい！

■：関係団体の活動

ア

：Green Works アドバイザー

29
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活動カレンダー
2017

月

火

水

木

金

1

7

8

土

2

●SAYAMA HILLS 3DAYS
★AM：花壇引抜き&土づくり
前日準備
10：00～12：00
13：00～15：00
PM：SAYAMA HILLS 3DAYS
当日の流れ確認と準備
13：00～15：00

6

November

3
★●SAYAMA HILLS 3DAYS
9：00～16：00

9

日

4
★●SAYAMA HILLS 3DAYS
9：00～16：00

10

5
★●SAYAMA HILLS 3DAYS
9：00～16：00
●さやまキッズプログラム
13：30～1時間程度

11

12

18

19

狭山公園80周年を祝う様々なイベントを行います！
一緒にイベントを盛り上げていきましょう♪
※詳細は、別紙参照

13 14

15

16

17

●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
13：30～15：00

花苗の取り寄せの都合により、普段と活動日が異なります。
冬春を彩る花を植えますので、是非ご参加下さい！

20 21

22

23

24

★花壇の植え替え・・ ア
★花壇の植替え 予備日
10：00～12：00
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

27 28

29

★：狭山公園友の会の活動日

●：イベント

※イベントの詳細は、「きてみて」かＨＰで確認ください。

25
●みどりでつながる！
コミュニティガーデン講座⑥
9:30～15:30

30

■：関係団体の活動

ア

：Green Works

アドバイザー

26

