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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。

4 月の活動より
友の会オリエンテーション
狭山

Activities of April

＜4、7 日＞
狭山公園友の会、今年度の活動がス
タートしました！まずはオリエンテ
ーションとして、公園ボランティア
とは？といった基本を確認。続いて、
活動場所となる狭山公園内の花壇や
湧水の池を見学しました。
今年度もよろしくお願いします！

これから本格的に始動する東大和公

東大和

園の「森のあそび場」づくりに向け
て、現地を見学しながら、作業内容を
みんなで考えました。
今年度は「ちょこっとボランティア」
実施日の午後にも活動します！ぜひ
ご参加ください。

ちょこっとボランティア in 八国山緑地

＜14 日＞

新緑美しい八国山緑地で、14 名の方と森のお手入れを行いました！道具の取り
扱いや作業の仕方など友の会の方からの的確なアドバイスもあり、抜群のチー
ムワークで、予定をはるかに上回る範囲のササがきれいに刈られました！

八国山

安全管理講習

＜18 日＞

狭山公園友の会では初となる春の安
全管理講習を実施しました！森のお
手入れの作業や安全の管理、服装、
道具について、講義を受けて学んで
いきました。
あいにくの雨のため、屋根の下で道
具の実技講習。使ったことのある人
も初めての人も、カマとノコギリの
「特性」と「取り扱い方」を丁寧に確
認しました。
講習修了者は、今年度の活動中必要
な場面で、カマとノコギリを使って
いただけます。

さやま KIDS DAY 準備
新クラフト・木の実モビールの考案や準備、

木の実
モビール

まつぼっくりの羽・リボン・牛乳パックを切る、
木の枝やササを切る、新コーナー・薪割り体験用の薪準備など、
友の会総出でこつこつ準備を進めてきました！5/5 は、公園や森の素材を
子どもたちに楽しんでもらえることまちがいなし♪

ひまわりの種をまきました！
5 月 5 日に開催したさやま KIDSDAY にて、子
ども達と一緒にまきました。サポートして下さっ
たみなさん、ありがとうございます！これからす
くすくと成長していく過程を、友の会でも見守
り、お手入れをしながら観察していきましょう♪

狭山公園友の会では
ボランティア登録を随時受付中！
狭山公園友の会に登録いただくと、花壇のお手
入れ、雑木林活動、水辺の活動やイベントサポ

ちょこっとボランティア
in 東大和公園&雑木林活動

ートなど、様々な活動に参加いただけます。

5 月 19 日（土）10：00～12：00

だくだけで「友の会だより」を毎月お届けしま

13：00～15：00
集合場所：東大和公園 正門広場

す♪不明点は事務局までお気軽にご相談くだ

参加は都合のよい時で構いませんし、登録いた

さい。

新 緑 や 花 を 楽 し み なが ら 、 サ サ 刈 り など

花壇の引き抜き・土づくり

季節のお手入れを行います！
※サポートの方は 9:45 に集合をお願いします。

5 月 16 日（水）10：00～12：00

夏秋花壇の植え替え

ちょこっとボランティアの後は、「森の
あそび場」のルートづくりを始めましょう！
ご都合のよい時間内での参加も大歓迎♪
持ち物：軍手、てぬぐい(ヘルメットの下に
かぶる物)、タオル、飲み物、
昼食(午前・午後参加の方)

6 月 6 日（水）10：00～12：00
開催場所：狭山公園
2 月にテーマ、3 月にデザインと植える花をみ
んなで決めた友の会の夏秋花壇づくりがいよ
いよ始まります！ たくさんの ご参加お待ち
しています。

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。

狭山公園友の会

活動カレンダー
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月

火
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木

1

2

5

May

金

2018.5.6作成

土

3

日

4

5

★さやまKIDSDAY準備
10：00～12：00

★さやまKIDSDAY
★●さやまKIDSDAY
前日準備
9：00～16：00
10：00～12：00 ●さやまキッズプログラム
&ヒマワリの種まき
13：00～14：00
毎年大好評のクラフトコーナーや、KIDSDAYでは初となる

6
■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

薪割り体験など、子ども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

11

12
ちょこっとボランティアでササ刈りをした
後は、「森のあそび場」のルートづくりを
始めましょう！

ヒマワリの種まきなど、
中学生と一緒に活動しましょう！

16

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

19
★●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

24

■東大和市環境を考える会
定例観察会
9：30～12：30

13

25

20
●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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狭山公園友の会

活動カレンダー
2018

月

火

水

木

6

June

金

2018.5.6作成

土

1

日

2
★ヒマワリの間引き
10：00～12：00

3
●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！

4

5

6

7

★夏秋花壇の植え替え
10：00～12：00
★七夕飾り準備
13：00～15：00

8

9

10
★●ちょこっとボランティアin狭山公園
アメリカザリガニ捕り
10：00～12：00

水辺で活動しますので、長靴をおすすめ
します！サポートだけでも大歓迎♪

※サポートの方は9：45に集合を
お願いします！

★●ガールスカウト
コンテナ花壇の植え替え
13：00～15：00

11

12

13

14

15

16

17
★●ちょこっとボランティアin東大和公園
10：00～12：00

東村山のガールスカウトのみなさんと
一緒に活動しましょう！

※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
●ツリーイング
●ガイドウォーク 13：30～1時間程度

18

19

20

21

22

23

★花壇のお手入れ&
アメリカザリガニ捕り
10：00～12：00
★七夕飾り
13：00～15：00

25

26

●親子自然あそびプログラム0-2歳春編
10：00～12：00

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

24

●:イベント

29

30
●コミュニティガーデン講座③
9:30～15:30

■: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。

