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2 月上旬から 3月にかけて、 アカガエルたちが目を覚まし、 水辺に卵を産みにやってきます。 日が暖

かくなるにつれて、数が増え、たくさんのカエルが鳴いている様子は 「カエル合戦」 と呼ばれています。

まだ寒いうちに卵を産むのは、 他の生きものが動き始める

前に、 エサをたくさん食べ、 大きくなってしまおうという作

戦だと言われています。

アカガエルの産卵が終わると、 春本番にはアズマヒキガ

エル、 初夏にはシュレーゲルアオガエルという順で卵が見

られます。 このように、 カエルたちは少しずつ卵を産む季

節をかえて、 エサのとり合いにならないようにしています。

いつもよりも少し暖かいと感じた日には、 池や田んぼに

出かけて、 そっと耳を澄ませてみてください。 賑やかなカ

エルの大合唱が聞こえてくるかもしれません。

　　　　　　（自然環境保全部　金本）カエル合戦の様子

雑木林の整備前の丸山 雑木林の整備後の丸山

世代をつないで美しい雑木林を残そう

早春の田んぼの合唱祭

昨年末、 都立野山北 ・ 六道山公園の里山体験エリア ( 里山民家 ) の丸山で雑木林の整備が行われ

ました。 整備期間中はご理解とご協力いただきましてありがとうございました。

今回の整備では、 萌芽更新や植林による雑木林の若返りを図ることを目的とし、 雑木林 （約 1ha）

の択伐と皆伐を行いました。

今後は、 野山北 ・ 六道山公園ボランティアや皆

さまと共に、 下草の手入れやコナラ ・ クヌギ等の

植林を行っていきます。 次世代へ美しい雑木林を

つなぐため、 皆さまもぜひ見守ってください！

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

◆狭山丘陵の都立公園メールマガジン

狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山
公園のメールマガジンを配信しています。
①年間100を超えるイベント情報
②サクラや紅葉だけでなく、季節のさま
ざまな見ごろ情報
③各公園の取り組みやボランティア情報
狭山丘陵の都立公園　メルマガ

◆狭山公園友の会ボランティア登録説明会開催

狭山公園友の会はメンバーを
募集中です！
◇日時：3月5日（水）、16日（日）
　　　　各日10：00～12：30
◇場所：狭山公園パークセンター
◇参加費：無料 ◇持ち物：筆記用具
◇服装：野外で歩きやすい服装と靴
◇問合せ先：狭山公園ボランティア事務局
　　　　　　　　　　　　（担当：礒脇）TEL:042-393-0154

発行者：　　　　　　　　西武・狭山丘陵パートナーズ

発行日：平成26年1月4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
 「 

第５回八国山緑地わいわいミーティング（旧懇談会）
◇日時：1月18日（土）9：30～12：00
◇集合場所：踏切口（八国山たいけんの里前）

※10/27に天候不良で中止となったものです
第５回東大和公園わいわいミーティング（旧懇談会）
◇日時：2月22日（土）13：00～15：30（予定）
◇集合場所：東大和公園 正門前

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
参加費無料

緑豊かな野山北・六道山公園で、里山の自然や文化を守り育てる公園ボランティアを募集しま
す！自然が好きな方、里山に興味がある方、ともにより良い公園づくりをすすめていきませんか？

◇日時：2月18日（火）、23日（日）、3月1日（土）
　　　各日13：00～16：00
◇場所：野山北・六道山公園 里山民家
◇参加費：無料　　持ち物：筆記用具
◇服装：野外で歩きやすい服装と靴
◇問合せ先：ボランティア事務局（里山民家）
　　　　　　042-531-2330



さやまキッズプログラム

○日時：1月5日、2月2
日、3月2日、4月6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：1月19日、
　2月16日、3月16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：
　1月12・26日、
　2月9・23日、3月9日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

花炭づくり

○日時：1月26日（日）
10：00～15：00
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：300円
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○締切1月10日（金）

公園で集めたどんぐりなどで、素敵な飾り炭
をつくります。

事前
申込

きてみて里山！春のうららかウォーキング

○日時：3月23日（日）
　スタート受付9：00～10：30
　ゴール受付　15：00まで
○スタート場所：西武新宿線東村山駅西口
　　　　　　　※受付後随時スタート
○コース（約10㎞）：東村山駅→東村山市立北
山公園→八国山たいけんの里→八国山緑地
→トトロの森2号地→多摩湖堤体→東大和公
園→狭山公園パークセンター
○コース上各所でパークレンジャーや地域団体
による自然ガイドや野外展示を行います。

狭山公園、八国山緑地、東大和公園をめぐっ
て早春の狭山丘陵へ出かけよう！

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！

1 月～ 4 月初旬の
イベントカレンダー

竹 de サラダトングづくり

○日時：2月9日（日）
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24日（金）

公園の竹を使って、食卓で活躍するサラダトングを
つくります！

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、おしゃれで自宅に飾れる
ほうきづくりに挑戦！

事前
申込

講師紹介
長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

わら細工教室（年間登録制）

○日時：4月開講予定
○集合場所：野山北・
六道山公園　里山民家
○参加費：3,000円（材料代など）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

田んぼで育った稲わらで「わら細工」をじっくり学
ぼう！

事前
申込

地域の魅力再発見！歴史を学ぶツアー

○日時：2月16日（日）
9：45～12：30
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：800円
○対象：高校生以上。
○講師：石川伊三郎氏（武蔵村山郷土の会）
○締切1月31日（金）

公園周辺の歴史文化を学ぶエコツアーです。
事前
申込

じっくり田んぼコース（年間登録制）

○日時：初回オリエンテーション　3月23日（日）
10：00～12：30
　※全12回の年間講座です。2回目以降のスケ
　　ジュールは決まり次第お知らせします。
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：大人2,000円、子ども1,500円
○対象：里山に興味のある親子。子どもは年長
～小学6年生まで。
○締切3月7日（金）

荒起こしから収穫までの田んぼ作業を中心
に、生きものの観察なども交えながら、1年を
通して里山で活動します。親子で一緒に里山
の豊かさを満喫し、暮らしと自然のつながり
について学んでみませんか。

事前
申込

ちょこっとボランティアin東大和公園

○日時：1月11日（土）、
3月8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

ガイドウォーク

○日時：3月8日（土）
　（奇数月第2土曜に
開催）13：00～14：00
○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。

パークレンジャーが公園の自然を紹介します。
当日
受付

ちょこっとボランティアin八国山緑地

○日時：2月8日（土）
（偶数月第2土曜に
開催）10：00～12：00
○集合場所：八国山たいけんの里前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○午後はガイドウォークを実施！

八国山緑地のふたつ池まわりで、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

ガイドウォーク

○日時：2月8日（土）
（偶数月第2土曜に
開催）13：00～14：00
○集合場所：八国山たいけんの里前
○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公園の自然を紹介します。
当日
受付

午前はちょこボラを実施！

午前はちょこボラを実施！

　山や海の自然素材・古
材で様々な暮らしの道具
を作るネイチャークラフト
作家です。昔ながらの日
本の知恵を大切にしなが
らも、現代の生活スタイル
にあった作品づくりをされ
ています。
　月刊誌「BE-PAL」では「子育てパパ長野修
平の青空日記」を連載中。

東村山菖蒲まつりイメージキャラクター「しょうちゃん」も登場！
親子におすすめ！

親子におすすめ！

当日
受付


