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東大和公園 森のあそびば
『友の会だより』は、公園ボランティアである狭山公園

.1

友の会の活動を紹介しているニュースレター。

4 月の活動より
花壇のお手入れ

Activities of April

<9 日・21 日 ※14 日は雨天中止>

花一斉に咲き揃う狭山公園の友の会花壇は、多くの方がカメラを手に足を止め、
子どもたちにも人気のスポット♪ひと月後の植え替えまで美しさを保つため、
花の間はもちろん、花壇の縁の草取りも行いました！

お久しぶりの一緒の作業は距離をとっても嬉しく楽しく、短い時間でも作業が
はかどりました。5 月の土づくりと植え替えも楽しみですね。

雑木林活動 in 東大和公園

<4 日・18 日>
森のあそびばの草刈りシーズンが始ま
りました！こつこつ草刈りをしてきた
散策路の歩きやすさは維持されている
ため、みんなで相談して、広場周辺の低
木を伐って間引いていくことに。少人数
でも集中して作業したことで、早くも見
通しが良くなってきました！

野外活動時の安全管理チェックが済んで
いない方は、スタッフと「チェックシート」
で安全管理について確認してから作業を始
めています！
チェック

東大和公園 ときどき池草とりたい！

<4 日・18 日>

東大和公園のときどき池では、友の会メ
ンバーの企画発案で 2019 年度から、
外来植物や繁茂する草の除草といった
保全活動が続いています！
※東大和公園での雑木林活動実施日に、
同時間内で作業しています。

管理計画案をもとに今年度から実施予定の「狭山公園湧水の池での保全活動」は、
6 月の除草から開始予定です。詳しくは次号の友の会だよりをご覧ください。

さやま Kids Week 準備 <21 日+自宅作業>
KidsWeek に工作キットを配布するた
め、準備を進めてきました。けん玉の柄
は狭山公園内のアオキの枝を剪定を兼
ねて利用！キット配布中止のため、ご自
宅で制作いただいた紙とんぼや改良ぶ
んぶんゴマなどは、11 月の「SAYAMA
HILLSDAY」での活用を予定しています。

春のうららかウォーキングワードラリー <～28 日>
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
をいただいている「春のうららかウォー
キング」を今回は、特製マップを見てワ
ードを集めながら歩く形で開催しまし
た！たくさんの方に春の散策をお楽し
みいただきました♪

Information

事務局からのお知らせ
狭山公園友の会 2021 年 5 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を受け、5 月のイベント・ボランティア活動の日時・内容を変更します。
今後の状況により再変更の可能性があり、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。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。

この時期に必ず必要な作業であることから、
人数・時間を限定して花壇活動を実施します。

狭山公園の駐車場について
緊急事態宣言の発令に伴い、狭山公園の駐車場は
5 月 11 日まで閉鎖期間を延長しています。

夏秋花壇の土づくり-植え替え
集合場所:狭山公園パークセンターバックヤード
土づくり 5 月 12 日（水）<予備日 13 日(木)>
植え替え 5 月 19 日（水）<予備日 20 日(木)>

さやま KidsWeek について
4/29～5/5 の KidsWeek はより一層感染
拡大防止に配慮するため、人の密集する工
作キットの配布は中止、5/5 友の会の当日

①10:00～12:00 ②13:30～15:30

サポートも取り止めます。キットの準備や

【参加連絡締切日】活動日の 2 日前

当日サポートの申し出をいただいたのに残

【定員】各回 5 名(先着順) ＜雨天延期＞

念ですが、どうぞご了承ください。

※雨天時の他、作業が終了しない場合も予備日
に活動します。実施の有無は参加連絡をいた

キットは 11 月の「SAYAMA HILLS DAY」
開催時の活用を予定しています。

だいた方にのみお知らせします。
※天候判断に迷う場合はお問い合わせください。

まだ楽しめる花を移植しながら土づくりを
し、友の会有志とスタッフが選んだ花を植
えていきましょう♪ご都合の良い時間だけ

予定

5 月 29 日（土）10:00～12:00
.1集合場所：東大和公園 正門広場
【参加連絡締切日】5/22

の参加も歓迎します。植える花リストを同

【定員】8 名(先着順) ＜雨天中止＞

封しますので参考にご覧ください。
【 持ち物 】
作業用手袋、帽子、飲み物、長靴がおすすめ！
タオル、鼻口を覆うマスク等
「活動の手引きチェックリスト」（未提出の方）

雑木林活動 in 東大和公園

4 月から始めた森のあそびば広場周辺の草
刈りを進めましょう！
※5/8 に予定していた活動を延期して実施しま
すが、宣言が延長された場合は中止します。

発行・お問い合わせ
狭山公園友の会 事務局
TEL：042-393-0154

(内田、亀山、中沢)

FAＸ:042-397-9467

都立狭山公園パークセンター
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。随時入会を受け付けています。

緊急事態宣言の発令を受け、5～6月のイベント・ボランティア活動の日時・内容を変更します。今後の状況により再変更の可能性があり、
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ので、あらかじめご了承ください。
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)
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★雑木林活動in東大和公園

●さやま Kids Week
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5/29に延期

★●ちょこっとボランティアin東大和公園

友の会の5/5の活動は中止

中止

中止

KidsWeekはより一層感染拡大防止に配慮するため、人の密集する
工作キットの配布は中止、友の会の当日サポートも取り止めます。
キットは11月の「SAYAMA HILLS DAY」開催時の活用を予定しています。
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★花壇の引き抜き・土づくり
集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード
①10：00～12：00／②13：30～15：30
【定員】各回5名(先着順) 【参加連絡締切日】5/10
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★花壇
予備日
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14

★花壇
予備日

★夏秋花壇の植え替え
集合場所：狭山公園パークセンターバックヤード
①10：00～12：00／②13：30～15：30
【定員】各回5名(先着順) 【参加連絡締切日】5/17
24

13

【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

15
狭山公園の玄関口として来園者を迎える花壇の維持のため、
この時期に必ず必要な作業であることから、花壇活動は
時間・人数を限定して実施します！

●狭山公園ガーデニング講座
～きてみてガーデンの植え替え～

27

★:狭山公園友の会の活動日 ●:イベント ■:関係団体の活動

【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 【参加連絡締切日】5/22

※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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5/8に予定していた活動を延期して実施しますが、
緊急事態宣言が延長された場合は中止します。

6月のボランティア活動は全て予定です。今後の状況により変更の可能性があり、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
ので、あらかじめご了承ください。
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
ご協力をお願いします。

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。

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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【予定】
★花壇のお手入れ
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】5/31

7

8

【予定】
★春夏の安全管理講習
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＞
【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
13：30～15：30 ＜雨天延期＞
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【予定】
★花壇のお手入れ＆七夕飾りづくり
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＞

21

22

【予定】
★●ちょこっとボランティアin八国山緑地
集合場所：八国山緑地 踏切口
10：00～12：00 ＜雨天中止＞

23

【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
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【予定】
●狭山公園ガーデニング講座
～花壇のお手入れ～

【予定】
★雑木林活動in東大和公園 延期日

30

29

【予定】
★花壇のお手入れ
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＞

★: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。

