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狭山丘陵の都立公園でも多く見られるトチノキ。 初夏に咲く花からは蜂蜜が採れ、 幹は臼や建築物

の材に、 初秋に熟す種子は栃餅の材料として利用されるなど、 トチノキは昔から人々の暮らしを支え、

親しまれてきました。 秋の黄葉も美しく、 狭

山丘陵では毎年 10 月末～ 11 月初旬に見ご

ろを迎えます。 幹のそばから見上げれば、 太

陽の光に透かされた黄緑、 黄色、 オレンジ色

の葉が、 ステンドグラスのように鮮やかに煌

めきます。 夕焼けに照らされたトチノキ林は、

まるで里山が燃えているかのように眩しいオ

レンジ色に染まります。 見る角度、 時間によっ

て様々な表情が見られるので、 この秋はぜ

ひ、 お気に入りの黄葉スポットを探してみてく

ださい♪

杉山レンジャートチノキの黄葉

お気に入りの黄葉スポット探し

狭山丘陵は、 東京都北西部と埼玉県南西部にまたがり、

市街地の中に浮かぶ「緑の島」のような丘陵です。映画『と

なりのトトロ』 の舞台のモデルになったともいわれ、 まさ

に日本の原風景ともいえる里山の自然と景観にふれるこ

とができる場所です。

そんな狭山丘陵の魅力をより多くの人に伝えようと、 平

成 25 年から、 都県境を越えた施設 ・団体と一体となって

普及啓発を行っています。 11 月には 「SAYAMA HILLS 

WEEK( サヤマヒルズウィーク )」 と題して狭山丘陵の各所

で、 遊べる ・ 学べる ・ 活動できるイベントをたくさん開催

します。 11 月 3 日の文化の日には狭山公園でマルシェと

ミュージックライブが楽しめる 「SAYAMA HILLS DAY」 を

開催。

少しずつですが確実に、狭山丘陵の魅力を PR していきます。

狭山丘陵の魅力 PR ！

平成27年9月1日発行

「SAYAMA HILLS WEEK」ポスターは
狭山丘陵を中心に掲示中。
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西武・狭山丘陵パートナーズ
狭山丘陵にある都立4公園（野山北・六道山公園、狭山公園、八国山緑地、東大和公園）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

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

発行者：　　　　　　　　西武・狭山丘陵パートナーズ

発行日：平成27年9月1日

狭山公園 八国山緑地
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） 36.7ha 　（H27 年 5月 29 日現在） 18.4ha 　（H11 年 5月 31 日現在）

昭和 63 年 6月 1日
202.5ha     （H27年 5月2 9日現在）

見どころ 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。

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
 「  

東大和公園

◆八国山緑地わいわいミーティング 開催！

生きものがにぎわう公園づくりについ
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。

◇日時：9月27日（日）9：30～12：00
◇集合場所：都立八国山緑地　西入口広場　＊「西武園駅」徒歩5分
◇参加費：無料。どなたでもご参加いただけます。

9月30日（水）までかかしコンテストを開催中！ 田んぼを
守っているかかしに会いに来て、ぜひお気に入りのか
かしに投票してみてください！

◆野山北・六道山公園　里山民家

99

◆狭山公園友の会　登録説明会を開催します

自然を楽しむボランティアの登
録説明会。説明会に参加しても
必ず登録する必要はありませ
ん。お気軽にご参加ください。
◇日時：①9月2日（水）、 ②9月12日（土）
　　　　　いずれも13：30～15：30
◇場所：狭山公園パークセンター
◇問合せ先：狭山公園友の会事務局（担当：礒脇、俵谷）

【企画協力】　西多摩マウンテンバイク友の会　【後援】　日本マウンテンバイク協会

1 0 / 1（木）～ 1 0 / 3 1（土）

オリジナル
ステッカー
（防水加工・フレームサ

イズ）

＆
パンフレット

キャンペーン中
各公園にて
配 布します！



さやまキッズプログラム

○日時：9月6日（日）、
10月4日（日）、11月1日（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：9月20日、10月
18日、11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：9月13・27日、
10月11・25日、11月
8・22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：9月12日（土）、
11月7日（土）10：00～12：00
○集合場所：東大和公園正門前
○参加費：無料○対象：小学生以上。小学生は
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

親子自然あそびプログラム
　　　「0～2歳対象プログラム」

○日時：10月31日（土）
10：00～12：00　締切10月16日（金）
○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：0～2歳児をお連れの親子
○講師：春日 直子氏（一般社団法人 遊心）

○日時：11月15日（日）
10：00～12：00　締切10月30日（金）
○集合場所：八国山緑地踏切口の原っぱ（八国山たいけんの里近く）
○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
○講師：春日 直子氏（一般社団法人 遊心）

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

ススキ de ほうきづくり

○日時：11月14日（土）
締切10月23日（金）
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：1,000円（材料代、保険代など）
○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）

公園のススキを使ってオリジナルのほうきづ
くり。秋を感じながら世界に一つだけの作品
を作りましょう。

事前
申込

里山折り紙

○日時：11月14日（土）11：00～14：00　＊時間内に
随時参加できます
○開催場所：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

来年の干支の申や秋にちなんだ折り紙を折ろう！

里山秋祭り

○日時：10月18日（日）
10：00～15：00
　＊時間内に随時参加できます
○開催場所：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

公園で集めた木の実などを使ったクラフトや昔の農具体験、
マキ割りなど、里山ならではの体験コーナーが勢ぞろい！

【里山学校】稲刈り

○日時：10月11日（日）
　10：00～15：00
　締切9月18日（金）
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：100円（保険代など）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴

みんなで収穫に汗を流してみませんか？

＊天候などにより内容を変更する場合があります。
＊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。

＊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。

イベント申込方法

当日
受付

事前
申込

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！

9 月～ 11 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！

親子自然あそびプログラム
　　　「3,4歳対象プログラム」
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

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！

パークヨガ

○日時：11月12日（水）10：30～11：30　締切10
月23日(金)
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：1,000円（ヨガマットのレンタルつき）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴
○講師：CHIZU氏（ヨガインストラクター、Yoga 
Sharanam主宰）

秋の木漏れ日の下で、思いきり自然と一体にな
れる体験ヨガ。初めての方もお気軽にどうぞ。

親子におすすめ！

親子におすすめ！

SAYAMA HILLS DAY

○日時：11月3日（火・祝）
10：30～15：00
○開催場所：狭山公園　風の広場
○参加費：無料　＊一部有料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴

マルシェと音楽ライブで自然を感じる休日を公
園で過ごしてみませんか？

当日
受付

野山北・六道山公園、狭山公園、

八 国 山 緑 地 、 東 大 和 公 園 で の

イベントをお知らせいたします。

てくてく自然観察ウォーキング～秋の野草

○日時：10月25日（日）
10：00～16：00　締切：10月2日（金）
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：無料
○対象：小学生以上。小学生は保護者同伴

一日ゆっくり歩きながら、秋ならではの自然を楽しもう。

東大和公園の自然観察会

○日時：9月23日（水・祝）、
10月28日（水）、11月
25日(水)10：00～12：00
○集合場所：東大和市立郷土博物館前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生は保護者同伴
○共催：東大和市環境を考える会

「東大和市環境を考える会」の定例観察会。
当日
受付

事前
申込

事前
申込

自然と文化に触れる！
　　　　瑞穂で里山歩き

○日時：11月8日（日）
9：30～12：30　締切10月16日(金)
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：500円
○対象：小学3年生以上の健脚の方
○服装：長袖・長ズボン、帽子、歩きやすい運動
靴、飲み物
○共催：耕心館アクティオ（株）

里山民家から耕心館まで、狭山丘陵西側を
散策しましょう！季節の生きものや見どころを
パークレンジャーが紹介します。また、ゴール
の耕心館・瑞穂町郷土資料館けやき館では、
瑞穂の地域文化と自然のあゆみについて学
芸員がご案内します。

親子におすすめ！

親子におすすめ！

事前
申込講師紹介　（親子自然あそびプログラム）

一般社団法人　遊心

春日　直子氏

　平成22年に設立した「子どもと自然と家族が一緒！」を
キーワードに、主に０歳～12歳の乳幼児や小学生のい
る家庭を対象に行っている自然体験活動団体です。
　スタッフはネイチャーゲーム指
導員から保育士、幼稚園教諭、
チャイルドマインダーなどの保
育・教育の専門家から動物や植
物、食育の専門家まで多彩にそ
ろっています。全員がＭＦＡジャ
パン®乳児～成人までの救急救
護法資格取得。

当日
受付

アキアカネ

耕心館

SAYAMA HILLSWEEK!

SAYAMA HILLSWEEK!

SAYAMA HILLSWEEK!

SAYAMA HILLSWEEK!

SAYAMA HILLSWEEK!

SAYAMA HILLSWEEK!


