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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。

5 月の活動より
夏秋花壇の土づくり＆植え替え

<12 日・19 日>
まだ美しく咲いているキンギョソウは
移植、カレンデュラは切り花に♪

友の会で 2 年前に仕
込んだ腐葉土を掘り
起こし、

花を引き抜き、ササ
の根などを取り除い

苦土石灰と肥料を

たところに投入！

適量撒いたら

鍬で耕し、平らに
ならして土づくりは

植え替えはまず花

完了！

壇のデザインをみ
んなで確認。

浅植えに気をつけ
配置しながらアイデ

ながら、400 株近

ィアも出てきます♪

い苗をどんどん植
え付け、

＼友の会 2021 夏秋花壇の完成／
スクエア花壇

みかづき花壇

おひさま花壇

Activities of May
さやま kids week <4 月 29 日～5 月 5 日>
毎年 5 月 5 日に開催している『さや
ま KIDSDAY』の代わりとして、ゴー
ルデンウィークの 1 週間、セルフ
プログラムで子どもたちに狭山公園
を楽しんでもらいました！
中でも、マップをたよりに公園内を
めぐってひみつの言葉を導き出す
「狭山公園宝さがし」では、景品の
友の会お手製「改良竹のぶんぶんゴ
マ」に子どもたちが大喜び！100 個
以上作っていただいたのですが、
ぜんぶ子どもたちに手渡しました♪
この他、竹のけん玉や紙とんぼなどの準備を進めていただき、ありがとうござ
いました！11 月の『SAYAMA HILLS DAY』でもよろしくお願いします。

正門前

トイレ前

アスチルベ

ダリア

モナルダ

Information

事務局からのお知らせ
狭山公園友の会 2021 年 6 月以降のボランティア活動について
緊急事態宣言中は、すべてのイベント・講習・ボランティア活動が中止です。天候以外の理由
で活動が変更・中止となる場合は、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。
緊急事態宣言中も、水やりなどの手入れが不可
欠な花壇については、特例として活動を実施し
ます。距離をとる、会話を控えるなど、感染症
感染防止策にご協力ください。

狭山公園友の会 春夏の安全管理講習
6 月 27 日（日）13:30～15:30
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】6/20 ＜雨天中止＞

花壇のお手入れ
6 月 2 日、16 日（水）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
【参加連絡締切日】活動日の 2 日前
【定員】各日 5 名 (先着順) ＜雨天中止＞

毎年 6 月に実施する「夏の安全管理講習」
では、夏～秋に特に気をつけたい動植物・
熱中症などについて確認しています。今回は、
毎年 4 月に実施する「春の安全管理講習」
の内容を含みます。花壇・雑木林を問わず、
野外で活動する方は皆さんご参加ください。

湧水の池の草とり＆七夕かざりづくり
6 月 30 日（水）10:00～12:00

動画やスライドを用いてのスタッフの講義
が主ですが、屋外実施のため普段の活動時
の服装でお越しください。

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】活動日の 2 日前
【 定 員 】 5 名 (先 着 順 ) ＜雨天中止＞

雑木林活動 in 東大和公園

湧水の池の保全活動を開始します！水の深い
所には入りませんが、汚れますので長靴を

7 月 4 日（日）10:00～12:00
＜雨天延期(延期日は次号でお知らせします)＞

お持ちください。

集合場所：東大和公園 正門広場
【参加連絡締切日】6/27 【定員】8 名(先着順)

狭山公園の駐車場について
感染症拡大防止のため閉鎖していた狭山公園
駐車場は、5 月 12 日から再開しています。

6/27 の講習に参加できない方は、スタッフ
と安全管理について確認後作業します。

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。

緊急事態宣言中は全てのイベント・講習・ボランティア活動が中止です。天候以外の理由で活動が変更・中止となる場合は、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。

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
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★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

★春夏の安全管理講習
緊急事態宣言中も、水やりなどの手入れ不可欠な花壇に
ついては、特例として活動を実施します。距離をとる、
会話を控えるなど、感染症感染防止策にご協力ください。

★雑木林活動in東大和公園

6/27に延期
7/4に延期

花壇・雑木林を問わず、野外で活動
する方は皆さんご参加ください。
14
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★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】6/14
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★●『ちょこっとボランティアin八国山緑地』
＊事前申込制
7月以降に延期

23

24

毎年6月に実施する「夏の安全管理講習」では、夏～秋に
特に気をつけたい動植物・熱中症などについて確認して
います。今回は、毎年4月に実施する「春の安全管理講習」
の内容を含みます。

25

■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

26

●狭山公園ガーデン講座＊事前申込制
～花壇のお手入れ～

27

★春夏の安全管理講習
開催場所：狭山公園パークセンター バックヤード
13：30～15：30 ＜雨天中止＞
【参加連絡締切日】6/20

狭山公園湧水の池の保全活動を開始します！
参加する作業はご自身で決めていただけますが、
池の作業をする方は長靴をお持ちください。
28

30
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★湧水の池の草とり＆七夕かざりづくり
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＞
【定員】5名(先着順) 【参加連絡締切日】6/28
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6/27の講習に参加できない方は、スタッフと
安全管理について確認後作業します。
熱中症対策として、飲み物はたっぷりお持ちください！

★:狭山公園友の会の活動日 ●:イベント ■:関係団体の活動

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 <雨天延期>
【定員】8名(先着順) 【参加連絡締切日】6/27

※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。

