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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。

2 月の活動より

Activities of February

2 月の狭山公園の花壇
花壇には春の便りが届き始めました！多彩な色のクリスマスロ
ーズ、黄色や白のクロッカス、ピンクと白のプリムラマラコイデ
ス、おひさま花壇の梅も満開♪チューリップももうすぐです。
＊毎年 3 月に友の会で行う夏秋花壇のデザインは、みんなで集まることができ
ないため、皆さんのアイディアを聴きとって、有志とスタッフでデザインします。

スタッフ作業：腐葉土切りかえし <19 日>
1 月にスタッフで仕込んだ腐葉土の切
り返しを行いました！じっくり時間を
かけて 2 年後に使えるようになる腐葉
土ですが、最初の発酵が肝心。発酵が進
むように、天地を返し混ぜ合わせ、水を
補いました。

公園の竹を活用した竹の器とぶんぶんゴマ
ススキのミニほうき (「里山×slowlife」セルフ版)
竹の器

ぶんぶんゴマ

狭山公園の門松に使った竹を活用して、友の会
メンバーが竹の器やぶんぶんゴマを作ってく
ださいました！ また、2 月に開催できなかっ
た「里山×slowlife」のセルフ版として、狭山
公園のススキを活用したミニほうきキットも
配布中♪(なくなり次第終了) 都立公園サポー
ター基金＊のお礼品として大好評です。

ススキのミニほうき

＊都立公園サポーター基金は、公園の魅力アップのた
めに使われるもので、狭山公園では子ども向け絵本の
整備などに活かされています。

Information

事務局からのお知らせ①

狭山公園友の会の関わる、今後のイベントについて
●『春のうららかウォーキングワードラリー』
隔年 3 月に開催し、受付・ゴールなどで友の会の皆さん
のあたたかなサポートをいただいていますが、今回は
地図を持って参加者がそれぞれ自由に歩く形で開催します。
そのためサポート募集はありません。また次回よろしく
お願いします！
●『さやま KIDS DAY』
例年通り 5 月 5 日に開催予定です！毎年大人気の友の会クラフトコーナーですが、
今回は対面せず、参加者それぞれが工作できるキットを配布する形を考えています。

友の会の関わり方(案)…これまでに実施したことのあるコーナーから
＜配布用工作キット準備・当日配布受付＞
竹のけん玉

＜配布用おもちゃづくり＞
紙とんぼ

木の実モビール

＜その他当日サポート(開催未定)＞
ガイドウォーク

＜材料準備・当日配布受付＆見守り＞
里山こいのぼり

3～4 月のふらっとボランティアの中で準備を進め、当日は配布受付と参加者の見守
りをお願いしたいと思っています。いつものような子どもたちと対面でのコーナー
ができず残念ですが、できるかぎりの工夫で楽しんでもらいませんか？
準備のため、今号の参加連絡用紙で関わり方についての連絡をお願いします。今後実
施してみたいクラフトのアイディアもいただいていますが、その他ご意見がある方
は事務局までご連絡ください。

Information

事務局からのお知らせ②
狭山公園友の会 2021 年 3 月以降のボランティア活動について
緊急事態宣言の発令(延長)を受け、ふらっとボランティアを含め、ボランティア活動を当
面の間中止とします。ただし、3 月中に宣言が解除され活動可能となった場合、日時・内
容・人数を限定したボランティア活動を再開します。
※今後の状況により、この内容も変更の可能性があります。

活動参加にあたっては、①参加連絡締切日までの参加連絡、②当日の「ボランティア活動
参加時の感染防止策の確認書」自己チェック、が必須です。ご協力をお願いします。

予定

予定

ふらっとボランティア

雑木林活動 in 東大和公園

集合場所:狭山公園パークセンターバックヤード

集合場所:東大和公園 正門広場
4 月 4 日（日）10:00～12:00

【活動可能日時】
3 月 24、31 日 10:00～12:00
【定員】各日 3 名(先着順)

<雨天中止>

【参加連絡締切日】活動日の 2 日前まで
3 月の活動としては下記があります。内容
はスタッフと相談のうえ、ご自身で決めて
いただけます♪
～24 日まで随時
・花壇のお手入れ
・5 月植替の夏秋花壇デザインのアイディア出し

【定員】8 名(先着順) <雨天中止>
【参加連絡締切日】3 月 28 日（日）まで
3 月に実施できなかった雑木林活動を行い
ます。今後の作業計画についての相談もし
ましょう！
【持ち物】
「野外活動時の安全管理チェックシート」
作業用手袋、帽子、飲み物
タオル・手ぬぐい、鼻口を覆うマスク等

・5/5『さやま KIDS DAY』準備

●ボランティア継続登録について●
狭山公園友の会は４月始まりの年度更新制です。すでに多くの方から継続登録申し込みをいた
だき、ありがとうございます！登録申込書で手順をご確認いただき、引き続き登録をお待ちして
います！ 3 月中の提出が難しい方は、電話・メールでの継続意思の連絡だけでも構いません。
連絡のない場合、以後「友の会だより」などのお知らせをお送りしませんので、ご了承ください。

発行・お問い合わせ
狭山公園友の会 事務局 (内田、亀山、中沢)
都立狭山公園パークセンター
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、土・日曜日の活動もあります。随時入会受け付けています。

狭山公園友の会 継続登録受付中！

緊急事態宣言の発令(延長)を受け、ふらっとボランティアを含め、ボランティア活動を当面の間中止とします。
ただし、3月中に緊急事態宣言が解除され活動が可能となった場合、日時・内容・人数を限定したボランティア
活動を再開します。
※今後の状況により、この内容も変更の可能性があります。

●登録申込書：2/1～3/31の間 随時

☆ふらっとボランティア活動可能予定日

各日10：00～12：00 集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード
【定員】各日3名(先着順) 【参加連絡締切日】活動日の2日前まで ＜雨天中止＞

活動参加にあたっては、①参加連絡締切日までの参加連絡 ②当日の「ボランティア活動時の
感染症防止策の確認書」自己チェック、が必須です。ご協力をお願いします。
狭山公園友の会事務局(内田、亀山、中沢)

都立狭山公園パークセンター

TEL：042-393-0154

狭山公園友の会 活動カレンダー
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★救命救急法講習
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E-mail：s3-park@sayamaparks.com

登録申込書で登録手順をご確認いただき、継続登録をお待ちしています。
友の会事務局スタッフが不在の場合受領できませんので、
直接提出の場合(来館の際)は必ず事前にご連絡ください。
3月中の提出が難しい方は、電話・メールでの継続意思の連絡だけでも
構いません。連絡のない場合、以後「友の会だより」などのお知らせを
お送りしませんので、ご了承ください。
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●登録料：2/1～3/24の間 随時
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中止

毎年3月に実施している公園レンジャーに
よる心肺蘇生や止血方法などの講習ですが、
今年度は中止します。

7

★雑木林活動in東大和公園
＆来年度計画(日程)確認

4/4に延期

●さやまキッズプログラム

中止
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毎年3月に友の会で行う夏秋花壇のデザインですが、
みんなで集まることができないため、皆さんのアイディアを
聴きとって有志とスタッフでデザインします。
こんな花が植えたい♪といったお声をお待ちしています！
(～24日まで随時)
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【予定】
★花壇のお手入れ
＆夏秋花壇デザインのアイディア出し
＆「さやま KIDS DAY」準備
【予定】
■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

29

☆

●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 ＊オンラインで実施

「さやま KIDS DAY」について
「さやま KIDS DAY」は例年通り5/5に開催予定です！
毎年大人気の友の会のクラフトコーナーは、参加者
それぞれが工作できるキットを配布する形を考えて
います。詳細は友の会だよりをご覧ください。
31

30

【予定】
★花壇のお手入れ
＆「さやまキッズデイ」準備
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3/7に実施できなかった雑木林活動を行います。4月から
の作業計画についての相談もしましょう！
昨年11月の安全管理についての確認に参加していない方は、
「野外活動時の安全管理チェックシート」をお持ちください。

3

4

月

毎年4月にボランティアの皆さん全員に向けて行う
オリエンテーションを2021年度も中止します。中止に伴い、
資料確認による狭山公園友の会活動への理解をお願いしますので、
詳しくは次号の友の会だよりをご確認ください。
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【予定】
★雑木林活動in東大和公園
集合場所：東大和公園 正門広場
10：00～12：00
<雨天中止>
【定員】8名(先着順) 【参加連絡締切日】3/28

●: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。

