狭山公園友の会だより
Friends of Sayama Park

＼あけましておめでとうございます/

狭山丘陵の木の実やマツボックリで花炭
づくり。きれいな花炭ができました♪
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『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

.1

を紹介しているニュースレター。毎月発行。

1 月の活動より
落ち葉かき＜7 日＞

Activities of January

腐葉土づくり＜10 日＞

新年最初の友の会活動は、狭山

公園花壇の土づくりに欠かせな

公園内の落ち葉かき。12 月か

い腐葉土づくりを行いました。

ら始めた落ち葉かきで、落ち葉

材料は、落ち葉・米ぬか・水の

入れが満タンになりました♪

みっつだけ！汗をかきかき混ぜ
合わせて、仕込みは完了！

花炭づくり準備＜17 日＞

21 日の花炭づくりに向
けて、木の実選びと道具
や場所の準備を行いま
した。イベントには参加
できないという方も関
わっていただいて、準備
万全で当日を迎えるこ
とができました！

八国山わいわいミーティング＜14 日＞
森の手入れで発生する材の有効活用について、友の会や地域住民のみなさん、
薪ストーブユーザーなど、様々な参加者で意見交換を行いました！

『花炭づくり』＜21 日＞
みなさんの木の実集めや練習・準備
の結果、安全で楽しく花炭づくりを
行うことができました！狭山丘陵
の木の実やマツボックリがきれい
な花炭になりました♪

の狭山公園
花炭づくりの翌日 22 日の雪で、
花壇も原っぱもすっぽり雪の中！

冬の森と鳥の声＠狭山公園
澄みきった空気と静けさの中、鳥たちの声がよく聞こえる冬。
はるばる海を越えて辿りついた
渡り鳥の旅路や、おなじみの鳥の
冬の過ごし方に、思いをはせて
みてはいかがでしょうか。

【スクエア花壇の
うしろをトコトコ
歩く、ツグミ
(こう見えて渡り鳥)】

【レンジャー撮影の野鳥写真
＠パークギャラリー】

『八国山サバイバル防災 DAY』
2 月 17 日（土）10：30～14：00
※サポートの方は 9:00 に集合をお願いします！
※雨、雪中止
判断に迷う場合はお問い合わせください。

友の会来年度のアイディア出し
＆花壇のお手入れなど
①2 月 7 日(水) ②25 日（日）
10：00～12：00
開催場所：狭山公園パークセンター
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！

集合場所：八国山緑地 踏切口広場
防災ついて、もしもの時に役立つ方法に
ついて、楽しく体験しながら学ぶ 1 日です！
薪割り体験、火おこし体験、スタンプラリー
などのサポートをお願いします。
昼食をお持ちください。

ちょこっとボランティア
in 八国山緑地
2 月 11 日（日）10：00～12：00
集合場所：八国山緑地 踏切口広場

花壇の季節のテーマ決め
2 月 21 日（水）10：00～12：00
開催場所：狭山公園パークセンター
夏秋花壇の季節のテーマを決めましょう。
3/21 にはいよいよデザイン決めです。
たくさんのご参加お待ちしています！

in 東大和公園
3 月 4 日（日）10：00～12：00
集合場所：東大和公園 正門広場
冬の雑木林を楽しみながら、
ササ刈りや落ち葉かきを行います！
※サポートの方は 9:30 に集合をお願いします！

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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狭山公園友の会 活動カレンダー
2018
月

火

水

木

February

金

1

2018.1.31作成

土

日

2

3
●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

アイディア出しは平日と日曜の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

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

8

9

★友の会来年度のアイディア出し① &
防災DAY準備
(たき火用のマツボックリや小枝集め)
10：00～12：00

12

13

14

10

15

16

※サポートの方は9：30に集合を
お願いします！

17

21

22

23

★花壇の季節のテーマ決め
10：00～12：00

26

27

18
●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

※サポートの方は9：00に集合を
お願いします！

20

11
★●ちょこっとボランティア
in 八国山緑地
10：00～12：00

薪割り体験、火おこし体験、
スタンプラリーなどのサ
ポートをお願いします！

★●八国山サバイバル防災DAY
10：30～14：00

19

4

※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
★友の会来年度のアイディア出し②
ボランティアDAY～季節のテーマ決め～
＆花壇のお手入れ
9：30～12：00
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
★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

★:狭山公園友の会の活動日

●:イベント

雪のため1/24から延期になりました！
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。

幼虫

成虫

■: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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狭山公園友の会

3

活動カレンダー
2018

月

火

水

木

金

1

March

2018.1.31作成

土

日

2

3

4
★●ちょこっとボランティア
in 東大和公園 10：00～12：00

来年度の計画ミーティングは平日と日曜の2回開催！参加は
どちらかでも両日でも大歓迎です。5/5さやまKIDS DAYの
クラフトコーナーの内容についても話し合いましょう！

※サポートの方は9：30に集合を
お願いします！

●さやまキッズプログラム
13：30～15：00
※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

5

6

7

8

9

★友の会来年度の計画ミーティング①
10：00～12：00
★救命救急法講習
13：00～15：00

12

13

14

15

16

20

21

10

11
★湧水の池の泥かき＆生き物調査
9：00～12：00
★友の会来年度の計画ミーティング②
13：00～15：00

17
●コミュニティガーデン講座
ボランティアDAY～デザインワーク～
9：30～12：00

公園レンジャーによる心肺蘇生
や止血方法などの講習です！可
能なかぎりご参加ください。

19

北川かっぱの会、友の会、
公園保全部の合同実施。
長靴、着替え(必要な方の
み)をお持ちください！

22

23

24

29

30

31

★花壇のデザイン決め
…アドバイザー：NPO法人 Green Works

18
★●狭山丘陵フォトロゲイニング
10：00～15：00
●ガイドウォーク
13：30～1時間程度

受付、informationなどの
サポートをお願いする予定です。

10：00～12：00

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

★: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。
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