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都立東大和公園は、 昭和 40 年代に地域住民の方々の働きかけによって里山の自然が残され、 都

立で最初の丘陵地公園として昭和 54 年に開園しました。

現在は、 「雑木林博物館」 という管理運営コンセプトのもと、 市民団体や近隣にお住まいの方、 ボ

ランティアなど多くの人と一緒になって、 雑木林のすばらしさを感じ、 学び、 育む公園づくりを進め

ています。 園内には、 公園で観察できる昆虫や植物、 雑木林と野鳥の関係、 雑木林の管理の仕方な

どをわかりやすく紹介する案内板を設置した 「おすすめ観察コース」 もあります。

秋から初冬

にかけては、

コナラやリョ

ウブが黄金色

に輝き、 雑木

林が最も美し

くなる時季で

す。 ぜひ楽し

く学べる野外

の博物館にき

てみてくださ

い！

冬の間もずっと野外で暮らす昆虫たち。 彼らは様々な方法で、 厳しい冬を乗り越えています。 例

えばオオカマキリの卵にも、 冬を越すための秘密が隠されています。 お母さんカマキリは、 産卵のと

きに卵と一緒に泡状の物質を出します。 この泡は時間が経つと固くなり、 冬の寒さや乾燥、 他の生

きものなどから卵を守ることができる、 とても丈夫なマンショ

ンの様になります （これを “ 卵しょう ” といいます）。

野鳥や虫などにねらわれること

もありますが、 無事に春を迎えた

卵しょうからは、 数十から数百匹の

幼虫が産まれ、外の世界へと旅立っ

ていきます。 木の枝や草の茎、フェ

ンスなどにもよく産み付けられてい

るので、 ぜひ探してみて下さい。

　　　　　　（レンジャー　杉山）卵でお腹がふくれているオオカマキリ 雪をかぶった卵しょう

雑木林の黄葉 みんなの想いの詰まった「東大和公園絵図」

黄金色に輝く雑木林博物館　東大和公園

冬越しするカマキリの卵しょう

西武・狭山丘陵パートナーズ
狭山丘陵にある都立4公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山公園）は、平成18年4月1日から西武・狭山
丘陵パートナーズが指定管理者として公園運営管理を行ってます。

問合せ：西武・狭山丘陵パートナーズ　広報部
住　所：〒189-0026　東京都東村山市多摩湖町3-17-19
　　　　都立狭山公園パークセンター（管理所）
T E L ：042-393-0154

狭山丘陵の都立公園　お知らせ

w w w . s a y a m a p a r k s . c o m / f a i r /

期間中、狭山丘陵各所でイベントが盛りだくさん！

10/1 ～ 11/3010/1 ～ 11/30 開催！
狭山丘陵の各施設・団体で実施されるイベントや活動を
ホームページやフリーペーパーなどを通してみなさんに
紹介していきます！　ぜひこの機会に、人と自然の魅力あ
ふれる狭山丘陵にお越しください！
◇開催期間：10月1日～11月30日
◇主催：狭山丘陵フェア実行委員会（公益財団法人トトロのふる
さと基金、埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター、さいたま緑の森
博物館、早稲田大学自然環境調査室、corot、西武・狭山丘陵パートナーズ）

公園ホームページ「狭山丘陵の都立公園へきてみ
て！」では、最新のお知らせやイベント情報、公園ブロ
グをお届けします。

狭山丘陵の都立公園

第２回野山北・六道山公園わいわいミーティング
◇日時：11月30日（土）13：00～15：30
◇集合場所：高根トイレ前

第５回狭山公園わいわいミーティング（旧懇談会）
◇日時：12月7日（土）10：00～12：30（予定）
◇集合場所：狭山公園パークセンター（管理所）前

発行者：　　　　　　　　西武・狭山丘陵パートナーズ

発行日：平成25年11月1日

狭山公園 八国山緑地 東大和公園
開設日 昭和 12年 4月 29 日 平成 2年 6月 1日 昭和 54 年 6月 1日
開園面積 23.3ha 　（H21 年 5月 29 日現在） 36.5ha 　（H21 年 5月 29 日現在） 18.4ha 　（H11 年 5月 31 日現在）

野山北・六道山公園
昭和 63年 6月 1日
195.9ha     （H25年 6月1日現在）

見どころ 都立狭山自然公園の区域内に
あり、武蔵野の里山の風景や
自然が残っています。都民の
水がめである多摩湖の堰堤の
東側に広がり、宅部（やけべ）
池や太陽広場などがあります。

八国山緑地は、なだらかに広が
る狭山丘陵の東端に位置してい
ます。園内全体がコナラ、クヌ
ギ等の雑木林となっており、さ
まざまな野鳥や昆虫が見られる
貴重な緑となっています。

 東京都で最初の丘陵地公園と
して、昭和 54 年に開園しま
した。狭山丘陵の自然を活か
したこの公園は、起伏に富み、
コナラ、アカマツを主体とす
る雑木林でおおわれています。

首都圏に残された「緑の島」都
立狭山自然公園の西端にあり、
雑木林と谷戸（丘陵に切れ込ん
だ谷間）の組合せによって、豊
かな自然が残され、都立公園
で最大の面積を有しています。

東側に広がり、宅部

野山北・六道山公園

位置 東村山市多摩湖町3-17-19
*狭山公園パークセンター（管理所）

東村山市諏訪町二・三丁目、
多摩湖町四丁目

東大和市湖畔三丁目、高木一
丁目、狭山三丁目

武蔵村山市三ツ木4-2
*野山北・六道山公園インフォメーションセンター（管理所）

主な
アクセス

 西武多摩湖線「西武遊園地」
下車　徒歩 3分

 西武西武園線「西武園」下
車　徒歩 5分

西武多摩湖線「武蔵大和」下
車　徒歩 15分

 JR 中央線「立川駅」北口よ
停スバ 行」駅崎ヶ根箱「 り

「峰」下車徒歩 10分
 「 

公園づくりについて、スタッフと
一緒にわいわい話しませんか？ 
公園の見学ツアーも行います。
普段公園を利用されている方で
あればどなたでもご参加いただ
けます。ぜひご参加ください。

◆わいわいミーティング◆わいわいミーティング

グッドマナー宣言

秋のマナーアップキャンペーン
狭山丘陵の都立公園＆武蔵野の都立公園合同企画

武蔵野の都立公園ではワンちゃんの
しつけ教室も開催します

参加費無料



さやまキッズプログラム

○日時：11月3日、
　12月1日、1月5日
　（第1日曜に開催）13：30～15：00
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：無料
○対象：5歳～小学生。小学2年生以下は保護者同伴。

パークレンジャーと一緒に公園を探検したり、
クラフトづくりをします。

ガイドウォーク

○日時：11月17日、
　12月15日
　（第3日曜に開催）13：30～1時間程度
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

パークレンジャーが季節の生きものや見どころ
をご紹介！

パークレンジャーが季節の生きものや見どころ
をご紹介！

当日
受付

当日
受付

ガイドウォーク

○日時：11月10・24
日、12月8・22日、1月
12日（第2・4日曜に開催）13：30～1時間程度
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

当日
受付

ちょこっとボランティアin東大和公園

○日時：11月9日（土）、
1月11日（土）（奇数
月第2土曜に開催）10：00～12：00
○集合場所：東大和公園　正門前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

東大和公園の森のあそび場を中心に、季節ごとの
森のお手入れを行います。お茶お菓子つき。

当日
受付

ちょこっとボランティア
　　　～雑木林の下草刈り～

○日時：11月3日（日）
10：00～12：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○定員（20名）になり次第締切

剪定ばさみで下草刈りに挑戦！また、ドングリ
を拾って植林苗づくりもします。

親子自然あそびプログラム
　　　「3,4歳対象プログラム」

○日時：12月8日（日）10：00～12：00
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：大人の参加人数×300円。子どもは
無料。
○対象：3,4歳児をお連れの親子。兄弟同伴可。
○講師：春日 直子氏（一般社団法人 遊心）
○締切11月22日（金）

子どものペースに合わせて、自然の中で親子
でたっぷり遊んでみませんか。

事前
申込

オギ de ほうきづくり

○日時：1月25日（土）
10：00～15：30
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：1,000円（材料代など）
○対象：高校生以上。
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）
○締切1月10日（金）

オギ（ススキの仲間）で、ほうきづくりに挑戦！

事前
申込

　　　狭山丘陵の野鳥たち（仮）
日本野鳥の会奥多摩支部　写真展

○日時：11月2日（土）～
11月10日（日）
　9：00～17：00
○場所：野山北・六道山
公園インフォメーショ
ンセンター（管理所）
○入館：無料

狭山丘陵で見られる野鳥をご紹介します。

事前
申込

シュロ de ほうきづくり

○日時：11月16日（土）
10：00～15：30
○集合場所：八国山たいけんの里前
○参加費：1,000円（材料代など）
○対象：小学5年生以上。
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）
○締切11月8日（金）

材料の採集から挑戦！ シュロ（ヤシの木の仲間）で
オリジナルほうきをつくります。

事前
申込

里山キッズレンジャー（冬編）

○日時：12月14日（土）
　10：00～14：30
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：100円
○対象：小学生とその保護者。
○締切11月29日（金）

パークレンジャーと一緒に冬の里山探検に出発！

多摩湖を楽しむ　ゆったりサイクリング

○日時：11/30(土)10：00～14：30
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：100円
○対象：小学3年生以上。小学生以下は保護者同伴。
○講師：西多摩マウンテンバイク友の会
○持ち物：自転車、昼食、水筒、おやつ、レジャー
シート、手袋、自転車用ヘルメット（お持ちでな
い方はお知らせください）
○締切11月15日（金）

風景や自然、人とのふれあいを楽しめるゆっ
たりサイクリングを体験しませんか。

狭山公園、八国山緑地、東大和公園、

野山北・六道山公園でのイベント

をお知らせいたします。

＊天候などにより内容を変更する場合があります。
＊小学生以下の方は、保護者同伴となります。
＊応募多数の場合は、抽選となります。
＊お預かりした個人情報はお客様との連絡のみ
に使用させていただきます。

＊野山北・六道山公園のイベントは、狭山公園
パークセンターで受け付けています。

イベント申込方法
当日
受付

事前
申込

事前に申込みが必要です。はがき・
FAXに下記の項目を記入してお申
し込みください。ホームページから
もお申込みできます。

当日、集合場所へ直接お越し下さい。

＜申込み先＞
〒189-0026　東京都東村山市多摩湖町
3-17-19　都立狭山公園パークセンター
（管理所）内　イベント事務局あて
FAX：042-397-9467
HP検索 狭山丘陵の都立公園　イベント

1.希望イベント名、日にち
2.参加者全員の氏名（ふりがな）、年齢
3.住所、電話番号
4.「きてみてニュース」を見て

親子におすすめ！

親子におすすめ！

11 月～ 1 月初旬の
イベントカレンダー

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

収穫祭

○日時：12月8日（日）
10：00～14：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：200円　＊当日先着300名
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○内容（予定）：
・岸重松囃子の演奏
・収穫祭特別ガイドウォーク
・案山子コンテスト入賞案山子の表彰　　など
＊駐車場に限りがありますので、公共交通
機関をご利用ください。

里山の豊かな恵みをみんなで祝います！

正月飾りづくり

○日時：12月15日（日）
　10：00～15：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：300円　　○対象：高校生以上。
○締切11月29日（金）

公園の田んぼで育った稲わらで作ります！

当日
受付

事前
申込

親子におすすめ！

親子におすすめ！

事前
申込

事前
申込

岸重松囃子 収穫祭特別ガイドウォーク

狭山公園友の会　登録説明会狭山公園友の会　登録説明会

事前
申込

小枝 de 雑貨づくり

○日時：11月9日（土）
10：00～15：30
○集合場所：東大和公園　正門前
○参加費：500円（材料代など）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）
○定員（20名）になり次第締切

森のお手入れで集めた小枝で、おもちゃや置きも
のなどの雑貨をつくります。

事前
申込

11月は「小枝 de 雑貨づくり」と合同開催！！

●日時：①11月20日（水）10：30～12：30
　　　②11月24日（日）13：30～15：30
●場所：狭山公園パークセンター（管理所）
●服装：野外で歩きやすい服装と靴
●参加費：無料　●対象：どなたでも。

○日時：①11月20日（水）10：30～12：30
　　　②11月24日（日）13：30～15：30
○場所：狭山公園パークセンター（管理所）
○服装：野外で歩きやすい服装と靴
○参加費：無料　○対象：どなたでも。


