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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。

感染症拡大防止のため、毎年 3～4 月に実施する下記活動を中止しました。
毎

活動名

内容・対応

救命救急法講習

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、2020 年度は中止しました。

狭山公園友の会

3 月までのふりかえりと、4 月からの活動について
の意見をみんなで出し合う場ですが、2020 年度は
「年度末アンケート」を代替としました。アンケー

年

3 月初旬

3 月初旬

来年度ミーティング

トの結果は別紙を参照してください。

3 月中旬

夏秋花壇のデザイン

4月

＊2021 年度

1～7 日頃

狭山公園友の会

＜参加必須＞

ボランティアオリエンテーション

皆さんからの意見を聴きとり、有志とスタッフでデ
ザインしました。5 月に植える花の一覧を、来月号
でお知らせします♪

「活動の手引き」等の資料確認による友の会活動へ
の理解をお願いします！「活動の手引きチェックリ
スト」をご自身の初回活動日に提出してください。

本来

4月
1～15 日頃

春の安全管理講習

＜参加必須＞

2020 年 11 月に実施した「野外活動時の安全管理
チェックシート」による安全管理の確認を、講習の
代替としています。参加していない方は、ご自身の
初回活動日にチェックシートをお持ちください。

本来

＊狭山公園友の会 オリエンテーションについて
公園のルールや活動内容を確認するため、毎年 4 月に実施し、ボランティアに登録した方
全員に参加いただくオリエンテーションですが、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。
具体的には

●「2021 年度狭山公園友の会活動の手引き」
「ボランティア保険のご案内」を読む
●「活動の手引きチェックリスト」に☑を入れる
↓
●チェックリストをご自身の初回活動日に提出してください。

みんなで楽しく安全に活動を続けるために！よろしくお願いいたします。

3 月の活動より

Activities of March

緊急事態宣言の解除を受け、時間・内容・日時を限定した活動を再開しました！
事前の参加連絡や「感染防止策の確認書」の自己チェックなど、安全安心なボラ
ンティア活動実施へのご協力ありがとうございます！

花壇のお手入れ <24 日・31 日>
すっかり春となった花壇のお手入れ♪
冬の間の雨不足や寒さに枯れてしまっ
た苗の多かったスクエア花壇に、カレ
ンデュラやデイジーを補植して、まも
なく新葉を伸ばすヤブランの古い葉は
刈り取ってすっきりしました！
球根を掘って保管し、秋にみんなで植
えたチューリップもちゃんときれい
に咲きました♪

草を取ったり花がらを摘んだり、春に
なるとお手入れすることがたくさん
ですが、無理なく作業していきましょ
う！5 月の植え替えも楽しみですね♪

Information

事務局からのお知らせ
狭山公園友の会 2021 年 4 月以降のボランティア活動について
緊急事態宣言の解除を受け、友の会の活動を人数・日時・内容を限定して再開します。
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。
※今後の状況により、変更の可能性があります。

予定

花壇のお手入れ＆
さやま KIDS WEEK 準備
集合場所:狭山公園パークセンターバックヤード
4月9

日(金)・14 日(水)・21 日(水)
10:00～12:00 <雨天中止>

さやま KIDS WEEK

毎年 5/5 に開催している KIDS DAY を、
今年はセルフプログラム(参加者自身で
クラフトやウォーキング♪)を楽しんで
いただく KIDS WEEK として開催！

さやま KIDS WEEK 準備
5 月 2 日（日）10:00～12:00

【定員】各日 5 名(先着順)

【参加連絡締切日】活動日の 2 日前まで

さやま KIDS WEEK サポート
5 月 5 日(水祝) 10:30～15:00
【参加連絡締切日】4 月 21 日(水)

雑木林活動 in 東大和公園

3 月からの準備に 12 名、5/5 サポートに

集合場所:東大和公園 正門広場

8 名の参加連絡をいただいています。

4 月 18 日（日）10:00～12:00
【定員】8 名(先着順) <雨天中止>
【参加連絡締切日】4 月 11 日（日）まで
下草刈りの季節が始まります。講習が実
施できない分、より安全管理に気をつけ

5/5 サポートの連絡をいただいた方には
別途資料(集合時間、サポート内容、感染
症対策の注意事項等)を後日お送りします。
※すでに連絡をいただいた方で変更があれば
お知らせください。直前でも構いません。

ながら元気に作業していきましょう！

狭山公園の駐車場について

【持ち物】
作業用手袋、帽子、飲み物←たっぷり！
タオル・手ぬぐい、鼻口を覆うマスク等

狭山公園の駐車場は、緊急事態宣言解除による
反動的な感染症感染拡大防止のため、5 月 5 日まで
閉鎖期間を延長しています。

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。

3/21の緊急事態宣言解除を受け、日時・内容・人数を限定したふらっとボランティアを再開します。

☆ふらっとボランティア活動可能日

各日10：00～12：00

※今後の状況により、この内容も変更の可能性があります。

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5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 E-mail：s3-park@sayamaparks.com
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月

火

2021

水

木

4

7

8

13

14

15

日

3

10

11

17

18

毎年4月野外活動開始前に友の会の皆さん全員に向けて
行う春の安全管理講習は、「野外活動時の安全管理
チェックシート」による安全管理の確認を代替とします。

16

★花壇のお手入れ＆
「さやま KIDS WEEK」準備

19

20

4

★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

3/7に実施できなかった雑木林活動を行います。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。

9

★花壇のお手入れ＆
「さやま KIDS WEEK」準備

12

土

2

毎年4月の初回活動日に友の会の皆さん全員に向けて行う
オリエンテーションは、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！詳しくは同封資料をご確認ください。
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2021.4.1作成

金

1
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★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】4/11

21

22

23

28

29

30

24

★花壇のお手入れ＆
「さやま KIDS WEEK」準備

26

27

■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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【予定】
★さやまKIDSWEEK準備
集合場所：狭山公園パークセンター バックヤード
10：00～12：00 <雨天中止>
【定員】5名(先着順) 【参加連絡締切日】4/21

5月の活動・イベントはすべて【予定】です。今後の状況により変更の可能性があります。
変更・中止などの場合は、参加連絡のあった方にのみお知らせします。
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【予定】
★●さやまKIDSWEEK

8

【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>

集合場所：狭山公園パークセンター バックヤード
【参加連絡締切日】4/21

2

9

初心者の方も気軽に参加できる雑木林のお手入れ体験
「ちょこっとボランティア」を実施します！友の会の
皆さんには一般参加者のサポートをお願いする予定です。

【予定】
★●ちょこっとボランティアin東大和公園
13：00～15：00 <雨天中止>
5/5サポートの参加連絡をいただいた方には、

別途資料(集合時間、サポート内容、感染症
対策の注意事項等)をお送りします。
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11
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【予定】
★花壇の引き抜き・土づくり
①10：00～12：00／②13：30～15：30
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★花壇
予備日

26

25

14

★花壇
予備日

【予定】
★夏秋花壇の植え替え
①10：00～12：00／②13：30～15：30

24

13

★雑木林活動in東大和公園

27

28

予備日

29

■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

31

★: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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