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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
を紹介しているニュースレター。毎月発行。

3 月の活動より

Activities of March

ちょこっとボランティア
in 東大和公園 ＜4 日＞
大規模な更新伐採により風景がガラッ
と変わった森の遊び場で、春の草花のた
めにササ刈りをしました。丁度良い天気
の中、爽やかな汗を流し、たまに会話も
はさみながら楽しく作業をしました！

友の会来年度の計画ミーティング

＜7、11 日＞

4 月から 1 年間の友の会の活動につい
てミーティングを行いました。これま
での経験を活かすことあり、新しい挑
戦あり、楽しみですね！計画を記載し
た「狭山 3 公園ごよみ」はオリエンテ
ーションの際にもお渡しします。

救命救急法講習

＜7 日＞

夏秋花壇の
デザイン決め

＜21 日＞

毎年度実施している公園レンジャーに

2 月に話し合った季節のテーマをもと

よる救命救急法講習。公園の活動だけ

に、夏秋の花壇を彩る花を選んでいき

でなく、いざという時に大事な技術

ました。事前にデザインを考えてくれ

を、体で覚えて習得しました！

たこともあり、白熱の充実した 90 分
間で、全ての花壇のデザインが決定！

湧水の池の泥かき＆生き物調査

＜11 日＞

北川かっぱの会と公園保全部との合同
で、湧水の池の生きものを調査しまし
た！これまでの成果か、見つけられない
ほど減っていたヤゴ（トンボの幼虫）が
見られた、初めてカエルの卵塊が確認で
きたなどの嬉しい発見がありました♪

さやま KIDS DAY 準備
＜21 日ほか＞
5／5KIDS DAY に向け、竹のけん玉や
まつぼっくりブローチの材料準備が
進んでいます。連絡ノートがあります
ので、都合のよい時に出来る範囲で、
みんなで準備をしていきましょう！

狭山丘陵フォトロゲイニング
狭山公園初のイベント「フォトロゲイ
ニング」を開催！友の会の強力なサポ
ートで、160 名もの参加者に狭山丘陵
をめいっぱい楽しんでいただくことが
できました！

＜18 日＞

トウカエデの芽吹き＠狭山公園
輝くような緑の葉萌えいづる春。
スプリンググリーンとも呼ばれる萌黄色に
包まれて木立を散策する心地よさは、
今だけのお楽しみです♪
【トウカエデの芽吹き】

ボランティアの継続登録を
お待ちしています！
登録用紙を提出されていない方は、
4 月 4 日・
7 日のオリエンテーションの際にお持ちくだ

狭山公園友の会
安全管理講習

さい。活動への参加は都合のよい時で構いま

4 月 18 日(水) 9：30～15：45
集合場所：狭山公園パークセンター
講師：松井 一郎氏(NPO birth)

せんし、登録いただけば「友の会だより」を
毎月お送りします♪オリエンテーションに
参加できない場合など、事務局までお気軽に
ご相談ください。登録料(保険料 600 円)もオ

狭山公園友の会で安全に楽しく雑木林活
動をするために、安全管理講習を行いま

リエンテーションの日にお預かりします。

す！雑木林活動をしていくうえで必要な、
道具の使い方や安全管理について、現場で
学んでいきましょう。
受講すると、今年度の活動の中でカマやノ
コギリを使うことができます！初心者向

ちょこっとボランティア
in 八国山緑地
4 月 14 日（土）10：00～12：00
集合場所：八国山緑地 踏切口広場

けの講習ですので、皆さんどうぞお気軽に
ご参加ください！野山北・六道山公園ボラ

春の雑木林で、芽吹きや花を楽しみながら、

ンティアの講習を受けた方も、サポートい

ササ刈りなど季節のお手入れを行います！

ただけたらうれしいです！

※サポートの方は 9:45 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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活動カレンダー
2018

月

火

水

木

April

金

2018.3.31作成

土

日

1
●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

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KIDSDAY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。

2

3

4

5

6

★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

9

10

11

12

13

18
★安全管理講習
9：30～15：45

23

8
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！

14
★●ちょこっとボランティアin八国山緑地
10：00～12：00
集合場所：八国山緑地踏切口

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。受講した方は、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！

17

7
★友の会オリエンテーション②
10：00～12：00
集合場所：湖畔集会所(東大和公園正門近く)
★東大和公園見学
13：00～15：00

＼新しい講習です／

16

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

※サポートの方は9：45に集合を
お願いします！

15
●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！

19

20

21

22

26

27

28

29

※時間を変更しました。

24

25

●コミュニティガーデン講座①
9：30～16：30

★さやまKIDSDAY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

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、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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月

火

水

木

1

2

May

金

3

★さやまKIDSDAY準備
10：00～12：00

2018.3.31作成

土

日

4

5

★さやまKIDSDAY
★●さやまKIDSDAY
前日準備
9：00～16：00
10：00～12：00

■東大和市環境を考える会
「ﾊﾙｾﾞﾐの鳴く林で春の花を見よう」
in東大和公園 9：30～12：30
集合場所：東大和市郷土博物館
●さやまキッズプログラム
13：30～15：00

毎年大好評のクラフトコーナーや、KIDSDAYでは初となる
薪割り体験など、子供たちと子どもの日を楽しみましょう♪
風の広場の花壇で、ヒマワリの種まきもスタート！

7

8

9

10

★ヒマワリの種まき・水やり
10：00～12：00
●富士見中学校
ボランティア体験
10：00～15：00

14

15

16

11

※サポートの方は13：15に集合を
お願いします！

12

13

19

20

ヒマワリの種まきなど、
中学生と一緒に活動しましょう！

17

18

★花壇の引き抜き・土づくり
10：00～12：00
★ヒマワリの水やり
13：00～15：00

★●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！

★雑木林活動in東大和公園
13：00～15：00

21

22

23

6

24

■東大和市環境を考える会
定例観察会
9：30～12：30

25

●親子自然あそびプログラム3-4歳編①
10：00～12：00
●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！

26
●コミュニティガーデン講座②
9:30～15:30

集合場所：東大和市郷土博物館

28

29

★:狭山公園友の会の活動日

30

●:イベント

31

■: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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