
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friends of Sayama Park 

狭山公園友の会だより 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

『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。 
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2月の活動より Activities of February 

サバイバル防災 DAY  ＜2月 17日＞ 

 広域避難場所に指定されている八国山緑地で、災害時に役立つこと

を楽しく体験できるイベントを開催！HiLLS DAYでも使ったキンド

リングクラッカーでの薪割りコーナーや友の会で集めたマツボックリ

での火おこし体験、防災スタンプラリーといったたくさんの場面でサ

ポート！冬ならではの内容が盛り沢山な一日でした♪ 

【薪割り体験】 

200名ほど参加！ 

SAYAMA HILLS 3DAYS

に引き続き、大好評♪ 

【防災スタンプラリー】 

会場に設置されたスタンプを集めた

方にアウトドアクッションや備蓄食

料などの防災グッズをプレゼント！ 

【火おこし体験】 

自分で割った薪と小枝と松ぼっくり

を使った火おこし体験！成功したら、

マシュマロ焼きもしました。 

みなさん、お疲れ様でした！！ 

事前準備として、松ぼっくりも集めました！ 

☆ありがとうございました☆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょこっとボランティア 

in 八国山緑地 ＜11日＞ 
 

 葉を落とした木々の間から、向こうが

見えるこの季節、ササ刈りにも勢いがつ

きます！刈る、集める、運ぶのチームワ

ークと丁寧な作業で、園路脇の一面が見

違えるほどきれいになりました♪ 

 

夏秋花壇のテーマ決め 
    ＜21日＞ 

 夏から秋を彩る花壇のテーマカラー

を、花壇の位置や背景も想像しながら

考えました。見てもらう人の目線にな

ってイメージ出しをしたので、きっと

来園者に楽しんでもらえる花壇になり

ます！ 

来年度アイディア出し 
    ＜7日、25日＞ 

 今年度を振り返り、来年度はどうす

るか？を話し合いました。みなさんか

らたくさんのアイディアが出てきまし

た！このアイディアを元に、ますます

友の会活躍が楽しいものとなるよう、

一緒に取り組みましょう！ 
今年度の友の会だよりを見ながら、 

活動について意見交換をしました。 

1月につくった花炭を 

サポータ基金へ出す準備もしました！ 

毎年、来園者の方が楽しみしてくれています♪ 

暖色系のオレンジや黄色といった 

テーマカラー案が出来てきました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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。 

 

 

 

友の会オリエンテーション 
 

4月 4日（水）10：00～12：00 

4月 7日（土）10：00～12：00 

※両日とも、午後にも活動があります。 

開催場所：4日 狭山公園パークセンター 

     11日 湖畔集会所 
 

 今年も楽しい活動にするために、公園や活

動内容について再確認します！必ずどちら

かの日程で、ご参加ください！ 

※両日とも、午後の活動に参加する人は、 

 お弁当を持参下さい。 

 また、4日の午後には、さやま KIDS DAY

の準備をします。11 日の午後には、整備工

事が行われた東大和公園を見学し、「森のあ

そび場」の雑木林について話し合います。 

※湖畔集会所までのアクセスは、同封の地図 

 を参照して下さい。 

 

湧水の池の生きもの調査 
 

3月 11日（日）9：15～12：00 

集合場所：狭山公園パークセンター 
 

 多摩湖から染み出る水が一度溜ま

ってつくられる「湧水の池」で、自然

環境保全部と一緒に生きもの探しや、

落ち葉の除去、クレソンの引き抜きな

どを行います。これから水辺の活動も

増やしていく予定です。興味がある方

は是非、ご参加下さい！ 

狭山丘陵フォトロゲイニング  

3月 18日（日） 9：00～15：30 

集合場所：狭山公園パークセンター 
 

 

 狭山公園をスタートし、写真を撮り

ながら狭山丘陵のおすすめスポットを

めぐるゲーム感覚のスポーツです。受

付や賞品の配布など、みなさんのサポ

ートが必要です！サポートをお願いし

ます♪ 

 

 春はもうすぐ！＠狭山公園  

暖かくなり、冬の寒さにじっと耐えていた

生きものたちが、姿を見せ始めています。狭

山公園では、アセビが見ごろ。小さなつぼの

ような花が連なって咲き、とても可愛らしい

です！お散歩の際、観察してみて下さい♪ 



2018.2.28作成

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4
★●ちょこっとボランティア
 　 in 東大和公園　10：00～12：00
　　※サポートの方は9：45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 10 11
★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

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

12 13 14 15 16 17 18
●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

★●狭山丘陵フォトロゲイニング
　　10：00～15：30
　　※サポートの方は9：00に集合を
　　　お願いします！
●ガイドウォーク
　13：30～1時間程度

19 20 21 22 23 24 25
★花壇のデザイン決め
　…アドバイザー：NPO法人 Green Works
　10：00～12：00
★さやま KIDS DAYの準備
　13：00～15：00

26 27 28 29 30 31

■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 活動カレンダー

2018  3 March

★: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。

受付、記念品配付などの

サポートをお願いします。

都合のよい時間で結構です！

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！

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。

北川かっぱの会、友の会、

公園保全部の合同実施。

長靴・合羽・タオル・着替え

などをお持ちください！



2018.2.28作成

月 火 水 木 金 土 日

1
●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！

2 3 4 5 6 7 8
★友の会オリエンテーション①
　10：00～12：00
★さやま KIDS DAYの準備
　13：00～15：00

集合場所：
湖畔集会所(予定)…東大和公園正門近く
★友の会オリエンテーション②
　10：00～12：00
★東大和公園見学
　13：00～15：00

9 10 11 12 13 14 15
★●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9：45に集合を
　　　お願いします！

●ガイドウォーク
　13：30～1時間程度
　※サポートの方は13：15に集合を
　　お願いします！

16 17 18 19 20 21 22
★花壇のお手入れ
　10：00～12：00
★安全管理講習
　13：00～15：00

23 24 25 26 27 28 29
★さやま KIDS DAYの準備
　10：00～12：00
■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

●みどりでつながる！
　コミュニティガーデン講座①
　9:30～16:30

30

2018  4 April

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。

友の会オリエンテーションは平日と土曜の2回開催！必ず、どちらかの回に

出席してください。5/5さやまKIDS DAYの準備も進めましょう！

都合がつかない場合は事務局までご連絡ください。

伐採整備後の東大和公園の様子を

見学して、雑木林活動の作業計画を

立てていきましょう！

雑木林活動などを行う上で必要な、道具の使い方、安全管理についての

講習です。受講された方は、今年度の友の会活動の中でカマやノコギリを

使うことができます。野山北・六道山公園ボランティアの安全管理講習を

受けていない方は、ぜひご参加ください！

＼新しい講習です


