
　埼玉県内の東京2020オリンピック聖火リレーは、令和3年7月6日からの3日間、ランナーが埼
玉県内各地を駆け巡りました。県内最終日の8日、残念ながら公道走行が中止となりましたさい
たま市では、県内聖火リレーのゴール地点「さいたま新都心公園」で、聖火の到着を祝うセレブ
レーションが行われ、聖火に様々な思いを託し、歴史的イベントの舞台としての大役をつとめ、オ
リンピックレガシーとしてその名を刻むことができました。
　平成30年10月に開設されたこの公園には、さいたま新都心周辺の防災機能を担う一面があ
り、災害発生時の一時避難場所、また、広域的な防災活動拠点として活用できる設備（防災パー
ゴラ・マンホールトイレ等）があります。
　普段は、隣接している新都心さくら広場、新都心みどり広場などとともに緑豊かな憩いの場と
して、訪れる人に潤いを与えてくれる施設です。さいたま新都心にお越しの際は、ぜひ一度、足を
運んでみてはいかがでしょうか。

～公園緑地協会からのご案内～

〒336-0021 さいたま市南区別所4-12-10
TEL： 048－836－5678
FAX： 048－836－5200

協会ホームページ

https://www.sgp.or.jp

さいたま公園ナビ

公益財団法人
さいたま市公園緑地協会

令和3年9月発行  寄附金募集のご案内
◎特定公益増進法人である当法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。

　公園緑地協会では、緑の基金・公園文化創造寄金・桜回廊寄附金・一般寄附金の募集をし
ております。
　多くのみなさまからのご支援・ご協力をお願いいたします。
　令和2年度寄附金実績については、次のとおり報告いたします。
　ご協力ありがとうございました。

とぴっくす

　芝浦工業大学大宮キャンパス近くに
開設された公園で、ローラースライダー
が人気です。ウオーキングやジョギング
などができる1周約200ｍのコースも
あり、幅広い年齢層の方が利用できます。

　日本初の女子プロサッカーリーグとして誕生したWEリーグが、9月12日（日）に全11チームにより開幕しました。
　さいたま市からは、大宮アルディージャVENTUS・三菱重工浦和レッズレディースが参戦し、熱戦を繰り広げています。
　当協会では、両チームのホームスタジアムの管理をしており、常に適正な状態のピッチを提供しながら、選手がグラウンドを駆け抜ける姿
を見守っていきます。
　是非、熱い試合と緑の芝を堪能しにスタジアムまで足をお運びください！

　公園で遊ぶ子どもたちの安全を見守っていただくため、大人を対
象にした出張講座「子供たちを守ろう!! ～公園での事故防止～」及
び、保育園児・幼稚園児・小学校低学年の子どもたちを対象に、公園
で楽しく安全に遊ぶためのルールやマナーを学ぶ「公園に行こう！」
を実施しています。
　無料でお伺いしますので、お気軽にご用命ください。

日本初の女子プロサッカーリーグ「.WEリーグ」開幕!!

新規公園紹介

無料出張講座「公園における事故防止啓発事業」のご案内

緑の基金
384,325円

公園文化創造寄金
1,058,646円

桜回廊寄附金
157,788円

一般寄附金
20,000円

大宮アルディージャVENTUS（NACK５スタジアム大宮）

丸ケ崎公園（見沼区）

　庭先のような身近な公園で、公園中
央部にはシンボルツリーとして、イロハ
モミジを配置し、木陰で休めるよう
サークルベンチがあります。

丸ケ崎合ノ谷公園（見沼区）

　広い芝生エリアや子ども向けの複合
遊具・高齢者向けの健康遊具があり、周
囲は1周280mのウオーキングコース
となっています。

仲町りんどう公園（岩槻区） 内野本郷大空公園（西区）

四谷一丁目公園（南区）

三菱重工浦和レッズレディース（浦和駒場スタジアム）

大人向け講座
「子供たちを守ろう!! ～公園での事故防止～」

子ども向け講座「公園に行こう！」

広告掲載募集！ 「みどりと公園」に広告を掲載しませんか？
お問い合わせ ： 「公益財団法人さいたま市公園緑地協会 事業グループ」まで

お問い合わせ ： 公益財団法人「さいたま市公園緑地協会 事業グループ」まで

※各公園　駐車場はございません
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公益財団法人 さいたま市公園緑地協会
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所在地：さいたま市大宮区北袋町1丁目190-24
お問い合わせ：さいたま新都心公園　TEL・FAX：048-729-5675
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ワンポイントアドバイス
お庭の芝・お手入れ

サッカー場の芝はなぜ一年中青いの？ 野球場の芝はなぜ夏だけ青いの？

夏芝（ティフトン419）

冬芝（ペレニアルライグラス）

高麗芝（夏シーズン）

高麗芝（冬シーズン）

　レジデンシャルスタジアム大宮（大和田公園野球場）の芝生は、芝生内に3人の外野手しか入らないため、サッ
カー場の芝に比べ傷みにくい傾向にあります。
　そのため、生長が遅い高麗芝や野芝を使用することによって、芝刈りの負担が軽減され、そのぶん内野のグラウ
ンド整備に時間を充てることができます。
　野球場は冬になるとシーズンオフとなることから、芝が青いのは春～秋だけでよいのですが、シーズン中に
損傷する定位置の芝は、生長が遅いゆえ、使いつつ回復とはいきません。そのため、シーズンオフに傷んだ箇
所の張り替えをしています。
　高麗芝は見た目にもとてもきれいで、芝生の生長も遅く、芝刈り回数が少なくてすむことから、お庭の芝生
としても最適です。
※当協会管理の野球場のある施設：大和田公園、川通公園、岩槻城址公園、八王子公園

真冬、ティフトンは休眠、ペレニアルライグラスは青々

芝刈り
芝はマメに刈れば刈るほど良くなると
言われます。それはなぜでしょう。
芝には生長点があり、ここを刈りとらな
いようにこまめに芝刈りすることで、回
復しながら密度が上がっていきます。手
入れを怠り伸ばした状態から一気に短
くすると、この生長点を刈ってしまうの
で密度が上がらず、回復にも時間がかか
ります（軸刈り）。一度の芝刈りは1/3ま
でにとどめましょう。

エアレーション
芝地は植木鉢のように古くなった土の
交換ができません。 ですからたまに深く
穴を開けたりして、通気性や水はけを良
くしてあげます。 上から新しい砂を少し
かけてあげるとなお良しです。 スペース
ができたことで芝が根っこを伸ばして、
新芽が出てきます。
穴を開けるのはホームセンターなどで
売っている道具で可能です。 

冬芝・ペレニアルライグラス
●夏芝が停滞する時期に、冬芝の種を全面に播種します。
●ピッチ全体が冬芝に移り変わり、夏芝は土壌部の根を残して休眠期に入ります。
●全体的に色が濃くゼブラ模様が美しいです。
●夏芝と違い、茎が上に伸び葉数が増えます。
●ディボット（芝生が損傷した箇所）エリアは種を混ぜた砂を埋めて回復を図ります。
●芝刈の高さを、高い位置で維持するため、刈込回数は夏芝より減ります。
●真冬の時季は、雪・霜対策として全面に寒冷紗シートを敷設します。
●春先に、寒冷紗シートを撤去し、利用に向けて管理作業が再開されます。

９月 ティフトンからペレニアルライグラスへ

タネまき後、約一週間。
ティフトンの上にペレニアルライグラスが芽を出しています。

生長・休眠グラフ【サッカー場】

夏芝・ティフトン　　　　  冬芝・ペレニアルライグラス

1月

休眠

生長

12月9月
種まき消滅

7月4月

高麗芝

地下茎をだしてゆっくり広がります。

生長・休眠グラフ【野球場】

高麗芝

1月

休眠

生長

12月9月7月4月

野球場の芝（高麗芝）の特徴
　高温期は芝が青く、気温の低下とともに休眠期に入り茶色となります。翌春、
気温が上がり始めると休眠から目覚め、青い芝がよみがえります。
　高麗芝は夏芝の中では、生育速度が遅く、傷んだ場所の回復も遅いです。一
般的に公園の広場やお庭、野球場外野部に使用することが多いです。他の夏
芝に比べ暑さには強く、管理手法も容易です。

当協会では、大宮公園サッカー場でのエ
アレーション作業にて、抜き取ったコア
（写真）を市内小学校等に提供し、芝生化
に協力しています。

サッカー場と野球場の芝の違いについて

サッカー場・冬芝の特徴

夏芝・ティフトン
●暖かい時季を好み、生育も旺盛となります。
●全体的に色が薄くゼブラ模様が冬芝より薄くなります。
●茎が土壌面を這うように伸び、伸びた茎より葉数が増えます。
●ディボット（芝生が損傷した箇所）エリアの回復が早いです。
●芝刈りの高さを低く維持するため、刈込回数が多くなります。
●気温が低下すると、生育が停滞し土壌部の根を残し、休眠期に入ります。

サッカー場・夏芝の特徴

カットは1/3まで！
生長点は残しましょう。

　NACK５スタジアム大宮（大宮公園サッカー場）の芝生は、スパイクを履いた選手22人が走り回ってボール
を蹴ることからとても芝が傷みます。 
  そのため、回復が早くて丈夫なティフトンという芝が必要となります。ただ、丈夫なティフトンも寒さには
とても弱いので、休眠して黄色くなる前に、寒さに強いペレニアルライグラスの種をティフトンの上から蒔い
て育てることによって、一年じゅう青い芝生となります。 
　ペレニアルライグラスは、ティフトンとは逆に涼しい気候を好み、初期生育が早く、暑い時季になると衰退
する特性を持つため、ティフトンとペレニアルライグラスの使い分けが可能となります。またペレニアルライ
グラスは見た目がとてもきれいです。
※当協会管理のサッカー場のある施設：大宮公園サッカー場、駒場運動公園、秋葉の森総合公園

CF0000＃000000



　埼玉県内の東京2020オリンピック聖火リレーは、令和3年7月6日からの3日間、ランナーが埼
玉県内各地を駆け巡りました。県内最終日の8日、残念ながら公道走行が中止となりましたさい
たま市では、県内聖火リレーのゴール地点「さいたま新都心公園」で、聖火の到着を祝うセレブ
レーションが行われ、聖火に様々な思いを託し、歴史的イベントの舞台としての大役をつとめ、オ
リンピックレガシーとしてその名を刻むことができました。
　平成30年10月に開設されたこの公園には、さいたま新都心周辺の防災機能を担う一面があ
り、災害発生時の一時避難場所、また、広域的な防災活動拠点として活用できる設備（防災パー
ゴラ・マンホールトイレ等）があります。
　普段は、隣接している新都心さくら広場、新都心みどり広場などとともに緑豊かな憩いの場と
して、訪れる人に潤いを与えてくれる施設です。さいたま新都心にお越しの際は、ぜひ一度、足を
運んでみてはいかがでしょうか。

～公園緑地協会からのご案内～

〒336-0021 さいたま市南区別所4-12-10
TEL： 048－836－5678
FAX： 048－836－5200

協会ホームページ

https://www.sgp.or.jp

さいたま公園ナビ

公益財団法人
さいたま市公園緑地協会

令和3年9月発行  寄附金募集のご案内
◎特定公益増進法人である当法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。

　公園緑地協会では、緑の基金・公園文化創造寄金・桜回廊寄附金・一般寄附金の募集をし
ております。
　多くのみなさまからのご支援・ご協力をお願いいたします。
　令和2年度寄附金実績については、次のとおり報告いたします。
　ご協力ありがとうございました。

とぴっくす

　芝浦工業大学大宮キャンパス近くに
開設された公園で、ローラースライダー
が人気です。ウオーキングやジョギング
などができる1周約200ｍのコースも
あり、幅広い年齢層の方が利用できます。

　日本初の女子プロサッカーリーグとして誕生したWEリーグが、9月12日（日）に全11チームにより開幕しました。
　さいたま市からは、大宮アルディージャVENTUS・三菱重工浦和レッズレディースが参戦し、熱戦を繰り広げています。
　当協会では、両チームのホームスタジアムの管理をしており、常に適正な状態のピッチを提供しながら、選手がグラウンドを駆け抜ける姿
を見守っていきます。
　是非、熱い試合と緑の芝を堪能しにスタジアムまで足をお運びください！

　公園で遊ぶ子どもたちの安全を見守っていただくため、大人を対
象にした出張講座「子供たちを守ろう!! ～公園での事故防止～」及
び、保育園児・幼稚園児・小学校低学年の子どもたちを対象に、公園
で楽しく安全に遊ぶためのルールやマナーを学ぶ「公園に行こう！」
を実施しています。
　無料でお伺いしますので、お気軽にご用命ください。

日本初の女子プロサッカーリーグ「.WEリーグ」開幕!!

新規公園紹介

無料出張講座「公園における事故防止啓発事業」のご案内

緑の基金
384,325円

公園文化創造寄金
1,058,646円

桜回廊寄附金
157,788円

一般寄附金
20,000円

大宮アルディージャVENTUS（NACK５スタジアム大宮）

丸ケ崎公園（見沼区）

　庭先のような身近な公園で、公園中
央部にはシンボルツリーとして、イロハ
モミジを配置し、木陰で休めるよう
サークルベンチがあります。

丸ケ崎合ノ谷公園（見沼区）

　広い芝生エリアや子ども向けの複合
遊具・高齢者向けの健康遊具があり、周
囲は1周280mのウオーキングコース
となっています。

仲町りんどう公園（岩槻区） 内野本郷大空公園（西区）

四谷一丁目公園（南区）

三菱重工浦和レッズレディース（浦和駒場スタジアム）

大人向け講座
「子供たちを守ろう!! ～公園での事故防止～」

子ども向け講座「公園に行こう！」

広告掲載募集！ 「みどりと公園」に広告を掲載しませんか？
お問い合わせ ： 「公益財団法人さいたま市公園緑地協会 事業グループ」まで

お問い合わせ ： 公益財団法人「さいたま市公園緑地協会 事業グループ」まで

※各公園　駐車場はございません

2021
秋

Vol.17みどりと公園

公益財団法人 さいたま市公園緑地協会

＃827644　広報紙みどりと公園Vol.17　表

所在地：さいたま市大宮区北袋町1丁目190-24
お問い合わせ：さいたま新都心公園　TEL・FAX：048-729-5675

首都
高速埼

玉新都
心線

さいたま新都心駅

大宮警察署

さいたま
赤十字病院

造幣局さいたま支局
新都心さくら広場

新都心
みどり広場

コクーンシティ
35

さいたま新都心公園
164

S2

東
北
本
線

産
業
道
路

↑
上
尾

↑
大
宮

川
口
↓

東
京
↓


	827644広報紙みどりと公園Vol17納品用.pdf
	827644広報紙みどりと公園Vol17納品用 - コピー.pdf



