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【狭山公園の門松】
狭山丘陵の素材を使った大きな門松。準備からはじまって、
友の会の 5 歳～80 歳のみんなで力合わせて作りました！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
『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。

12 月の活動より

Activities of December

八国山フォレストワーク
＜2 日＞
紅葉美しい八国山で、フォレストワ
ーク秋編を開催！みなさんの強力な
サポートと美味しいお弁当で、気持
ちよく美味しく楽しく！雑木林とそ
のお手入れについて学びました。

雑木林の恵み、落ち葉かき

「里山」と人の暮らしについて学びます

鎌やノコギリを使って、ササ刈り

落ち葉かき &
クリスマスツリー
飾りつけ
＜6 日＞
たくさんの落ち葉を熊手で集めて、
カサカサという音も楽しい落ち葉
かき。集めた落ち葉は公園自家製
腐葉土にして、狭山公園の花壇に
使われます♪

クリスマスツリーも
素敵な飾りつけが出
来ました♪

門松づくり準備 ～ワラ・竹～

＜9 日、20 日＞

門松づくりに向けて、土台をきゅっと締めるワラや、竹の準備を行いまし
た！ワラは野山北・六道山公園の田んぼから、竹は東大和公園から、貴重
な素材を使わせてもらいます。

材料の準備、欠かせない技「男結び」の修
得、門松の作り方の伝承も目指します！

花炭づくり練習&交流会

小さい手と熟練の手でワラを整えます

＜16 日＞

1 月の『花炭づくり』イベントに向けて、火や道具の扱い方を練習しまし
た。花炭づくりも見事成功！当日も安全で楽しいイベントにしましょう。
火と煙のあがり方、
色の変化などに注意
をはらいます。

“お楽しみ”の焼
きマシュマロも練
習をして交流会♪

門松づくり

＜27 日＞

狭山公園のお正月と言えば、狭山
丘陵の素材を使った大きな門松。
準備から始まって、友の会の
5 歳から 80 歳のみなさんが力合
わせて作りました。立派！

ソシンロウバイ＠狭山公園

おひさま花壇

蝋月(旧暦 12 月)に咲くことや、蝋細工
のような花の姿からその名がついた蝋梅
の花。透き通った黄色い花と良い香りが
おひさま花壇から新しい年の始まりを祝
福しているかのようです♪

八国山わいわいミーティング
資源活用 Work Shop
1 月 14 日（日）13：00～15：30

『花炭づくり』イベント
1 月 21 日（日）10：00～16：00
予備日 27 日(土)

≪雨天、強風時延期≫

※サポートの方は 9:00 に集合をお願いします！

開催場所：狭山公園パークセンター
12 月の花炭づくり練習に参加いただいたみな
さんには火を扱う班長、イベント当日から参加
の方にはイベントサポートをお願いします。
一緒に安全で楽しいイベントにしましょう♪

＊：＊：＊：＊ 予告 ＊：＊：＊：＊
2 月 11 日（日）
ちょこっとボランティア in 八国山緑地
2 月 17 日（土）
『八国山サバイバル防災 DAY』
＊同封のチラシを参照してください。
サポートよろしくお願いいたします！

開催場所：八国山緑地、多摩湖ふれあいセンター
集合場所：八国山緑地西入口広場
＊同封のチラシを参照してください。

森の手入れで発生する材の有効活用をテーマ
に、活用方法やしくみについて、現地を見ながら
意見交換を行います。他の地域の活用事例も紹
介します。みなさんの声を聞かせてください！

友の会来年度のアイディア出し①
2 月 7 日（水）10：00～12：00
開催場所：狭山公園パークセンター
アイディア出しは 2 回開催！2 回目は
2/25(日)に予定しています。参加はどちらかで
も両日でも大歓迎です。
今年度を振り返りながら、これからの楽しいア
イディアを出し合いましょう♪3 月には来年度
の計画を立てていきます！

＊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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10

11

12

★腐葉土づくり
10：00～12：00

15

16

17

2017.12.27作成

日

6

7
★落ち葉掃き
10：00～12：00

＊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。

8

活動日を追加しました！

18

森のお手入れで発生する材の有効
活用をテーマに、「資源活用
WorkShop」を行います。
皆さんの声を聞かせてください！

19

★花炭づくり準備
10：00～12：00

●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

13

14
★●八国山わいわいミーティング
13：00～15：30
集合場所：八国山緑地西入口広場

20
●みどりでつながる！
コミュニティーガーデン講座⑦
9：30～15：30

21
★●花炭づくりイベント
10：00～16：00
※サポートの方は9:00に集合を
お願いします！イベント終了は
15：00ですが、片付けの時間も
含めた時間を記載しています。

●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

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頃
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

29

30

★●花炭づくりイベント予備日
10：00～16：00
※サポートの方は9:00に集合を
お願いします！イベント終了は
15：00ですが、片付けの時間も
含めた時間を記載しています。

31
成虫

★:狭山公園友の会の活動日

幼虫

●:イベント

27

28
●親子自然あそびプログラム 3,4歳編④
●八国山緑地 雑木林ようちえん
(3～5歳向け)

東大和市環境を考える会の皆さんと、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。

■: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。
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3
●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

アイディア出しは2回開催！参加はどちらかでも両日で
も大歓迎です。今年度を振り返りながら、これからの楽
しいアイディアを出していきましょう♪

5

6

7

4

8

9

★友の会来年度のアイディア出し①
&花壇のお手入れ
10：00～12：00

薪割り体験やスタンプラリー
などのサポートをお願いする
予定です！

10

11
★●ちょこっとボランティア
in 八国山緑地
10：00～12：00
※サポートの方は9：30に集合を
お願いします！

12

13

14

15

16

17
★●八国山サバイバル防災DAY
10：30～14：00

●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

※当日サポートの詳細はあらためて
お知らせします。

19

20

21

22

23

★花壇の季節のテーマ決め
10：00～12：00

26

27

18
※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

24
●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY
10：00～12：00

25
★友の会来年度のアイディア出し②
10：00～12：00

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

★: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。

