
 

  

野山北・六道山公園里山民家誕生１５周年企画 

里山民家１５年のあゆみ 

平成 29 年 3月  都立野山北・六道山公園ボランティア、里山 PRグッズ製作委員会 

西武・狭山丘陵パートナーズ 



 

 



目 次 

 

 

『巻頭写真』 里山民家の四季 

 

１． はじめに 

 

２． お祝いの言葉 

 武蔵村山市長 藤野勝 

 瑞穂町長 石塚幸右衛門 

 

３． 仲間たちの声 

 公園ボランティア 

 岸田んぼ会 

 西武・狭山丘陵パートナーズ 

 

４． 里山民家の生い立ち 

 

５． １５年間のできごと 

 

６． １５周年記念里山秋祭り 

 

７． おわりに 

 東京都西部公園緑地事務所 須﨑久則 

 野山北・六道山公園所長 阿部誠治 

 

＜編集後記＞ 

 

 

（敬称略） 

 

 

１ 

 

２ 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

２６ 

 

３０ 

 

３３ 

 

４３ 

 

 

 



春 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



秋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬 

 



1 

 

１．はじめに 

 

社会が高度成長を歩んでいたほんの数十年前の狭山丘陵は、暮らしの変化に

よって荒廃の危機にありました。しかし行政や多くの保護団体の活動を通し

て、そして今は丘陵に関わる全ての人たちによってその豊かな自然が守られて

います。里山の風景はその地域の文化や伝統、産業、人の暮らしと深く結びつ

いて美しい景観となります。 

 

野山北・六道山公園は狭山丘陵の西に位置し、他の地区と比べて多くの谷戸

や雑木林に恵まれ、豊かな自然が残っている里山地域です。人と自然が見事に

調和する心地よい風景が多くの人たちの手によって保全され今に続いていま

す。その活動の中核となる施設が里山体験エリアの里山民家です。多くのボラ

ンティアが活動し、多くの市民が訪れ憩いの場となっています。 

 

その里山民家は平成１２年６月に現在の場所に建てられ、昨年１５歳の誕生

日を迎えました。秋祭りにはみんなで「里山民家１５周年記念」のお祝いをし

ました。１５年という節目はこれからの子どもたちに引継いでいく時間軸で

は、ほんの数秒という短い単位かもしれません。里山の自然や人がいる風景、

民家の記録、ボランティアの活動記録、ここで活動するみんなの声を残してお

きたいという思いが、この記念誌「里山民家１５年のあゆみ」という冊子を発

行する原動力となりました。 

 

冊子は仲間たちの声を中心に公園に関わる人たちのお祝いの言葉や、さらに

里山民家の生い立ち、１５年の出来事、そして昨年秋に行った「１５周年記念

里山秋祭り」を中心に構成しています。特に仲間たちの声は公園で活動する年

代を問わない多くのボランティアの方々から寄稿して頂きました。さらに「１

５周年記念里山秋祭り」はボランティアが撮った写真をふんだんに使って、み

んなの思い出に残る記念誌になるように編集しました。 

 

 この「里山民家１５年のあゆみ」はボランティアが中心となり公園事務局の

協力を得て作成しました。私たちは野山北・六道山公園そして里山民家での今

までの活動を振り返りこれからの活動に生かし、次世代の来園者やボランティ

アの為にこの記録を残しておきたいと願っています。野山北・六道山公園、里

山民家がどんな歩みをしてきたのか、人と自然がどのようにかかわってきたの

か、ボランティアがどんな思いで活動してきたのか、その答えはすべてこの中

にあります。今の私たちの活動が公園の歴史を作っています。この冊子が未来

の子供たちへの素敵なプレゼントになればとても嬉しく思います。 

 

 

野山北・六道山公園ボランティア・里山ＰＲグッズ製作委員会 
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２． お祝いの言葉 

 

豊かな自然に恵まれた狭山丘陵の地に、江戸時代の面影を漂わせ、どっしりと

構える里山民家が、このたび生誕１５周年を迎えられましたことを心よりお慶

び申し上げます。 

また、野山北・六道山公園をはじめ八国山緑地など狭山丘陵の都立公園の指定

管理者であります西武・狭山丘陵パートナーズの皆様におかれましては、「人と

自然、人と人、里山と地域を結ぶ公園づくり」「永遠に持続する公園づくり」「す

べての人に通ずる公園づくり」を重視し、里山の価値を次世代に伝え、都民の福

祉の増進と生活文化の向上にご尽力されていることに厚く御礼申し上げます。 

さて、武蔵村山市は中世の武士団・村山党ゆかりの地であり、雄大な狭山丘陵

の自然を背景にして地域の伝統と文化、産業が調和したまちとして発展を続け

ており、将来都市像である「人と緑が織りなす 夢ひろがる やさしいまち む

さしむらやま」の実現に向け、市民と一体となった市政運営に日々努めておりま

す。 

特に、市を象徴する狭山丘陵は、市民や市にとって貴重な財産であり、モノレ

ール延伸を見据えた今後のまちづくりにおいても、緑豊かな自然を保全してい

かなければならない大切な資源であります。 

中でも、都内最大級の都市公園である「野山北・六道山公園」には、カタクリ

の群生地やホタルの生息地、里山民家を中心とした里山体験エリアなどがあり、

訪れる人々の心を和ませる風景やボランティアの皆さんとの交流、自然の大切

さを体験できる貴重な公園となっております。 

 大きな経済発展を遂げた我が国では、各家庭の生活スタイルが多様化し便利

な生活が当たり前の時代となった反面、人間関係の希薄さや地域コミュニティ

の衰退がメディアに取り上げられることも多くなりました。 

そのような時代にこそ、里山でのさまざまな体験、イベント、講座は、便利な

生活に慣れた我々に新しい価値観を与え、人と人とを結びコミュニティの発展

につながるヒントを与えてくれるかもしれません。 

結びに、里山民家をはじめ狭山丘陵の自然の恵みや大切さが未来永劫受け継

がれ、東京が誇れる大切な宝物としてさらに発展することを祈念申し上げ、挨拶

とさせていただきます。 

武蔵村山市長 藤野 勝 
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里山民家が誕生してから１５周年を迎えられましたことを心からお慶び申し

上げるとともに、これまで維持・管理運営に携わってこられた多くの関係者のご

尽力に心より敬意を表します。 

里山民家は誕生以来、都立野山北・六道山公園のシンボル的な施設として、里

山体験や季節ごとのイベント開催、そして多くの公園を訪れるハイカーの憩い

の場として、年間を通して賑っています。 

ご承知のとおり、狭山丘陵一帯は、雑木林や農耕地、果樹園など、長い時間の

中で人と自然が共存し、野鳥や昆虫をはじめ、生物多様性を維持する上でも大変

重要な役割を担ってきました。 

これからも、狭山丘陵を訪れる皆様に自然の大切さを体感していただくため

にも、自然環境の保全を共に実現するボランティア等との協働をさらに推進し

なくてはなりません。また、ハイキングなどのレクレーションを通じて、人々が

貴重な里山を身近に感じ、未来を担う子供達を含めた多世代交流の場として、更

に発展することを期待しています。 

瑞穂町では現在、文化財や史跡などの歴史的資源や、狭山丘陵などに代表され

る自然環境資源を互いに結びつける回遊ルート（愛称：みずほ・きらめき回廊）

の整備を推進しています。既に、その拠点施設である郷土資料館「けやき館」や

「さやま花多来里の郷」の整備が完了し、多くの来場者で賑わっています。 

里山民家を含む都立野山北・六道山公園は、瑞穂町だけではなく、近隣市町に

とっても大変重要な役割を担っています。 

今後、里山民家での広域的な連携や、協働による運営手法等を参考に、様々な

人々がまちづくりに参画できるような協働型社会の形成を図りたいと思います。 

結びに、里山民家の益々のご発展と関係各位のご健勝とご多幸を心から祈念

し、お祝いの言葉といたします。 
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３． 仲間たちの声 

  
「野山北・六道山公園ボランティアの 16年」 

公園ボランティア 古浦玲子（Ｈ11～） 

 

整備が終わり、田んぼ会の方々により田植えが実施された宮野入に里山風景が現れたの

は 1999年のことでした。今後はどのように、誰がこの景観を維持してゆくのか。 

その手始めに管理者であった東京都公園協会は年間を通して田んぼコース、雑木林コー

スの里山教室を開催しました。2000年 6月に里山体験施設の里山民家が完成し、8月に東

京都、近隣市町の広報で野山北・六道山公園ボランティアの募集が行われました。 

私は 2002年 4月より 2005年 10月までボランティア自主活動として開催された「野山

北・六道山公園ボランティア 自然観察会」に係わり、宮野入の豊かな自然を見て歩きま

した。 

2003年 10月に野山北・六道山公園ボランティアの自主管理で雑木林の維持管理に取り

組もうという話が出て、作業場所は、更新伐採が実施されて放置されていた宮野入の東

側の雑木林周辺に決まりました。ここは斜面傾斜が大きく作業は大変ですが、尾根道に

アカマツが多くどこよりもアカマツ林の再生が期待できました。管理所にコドラート調

査用のナンバーテープ、杭、ロープなどを依頼し 2箇所のコドラートで調査を行いまし

た。ササ刈りは大変でしたが、アカマツの実生も多くだんだんと景観ができてきまし

た。自然観察会、雑木林作業ともに毎回の内容が記録された報告ファイルがボランティ

ア室に置かれていましたがそれをご覧いただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は 2008年度から始まった生き物倶楽

部に参加させていただいています。狭山丘

陵を知って 40年以上経ちます。いろいろ変

わってしまいましたが私は狭山丘陵が大好

きです。狭山丘陵をマイフィールドにでき

た幸せを歩くたびにかみ締めています。 
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「里山の思い出」 

 公園ボランティア 井上和雄（Ｈ13～） 

 

 里山民家 15周年おめでとうございます。 

 私の環境問題への関心は、現役時代に企業の環境マネジメントシステム（ISO4001）の

取得、その後、環境管理審査員補の資格を得て、他企業の認証取得のお手伝いに取り組ん

できました。 

 また、東京都環境学習リーダー養成講座へ参加するなどしてきましたが、退職後も環境

に関わる活動が出来ればと願っていた所、こんなに近くて環境に関われる場所が有ること

を知り、ボランティアの募集案内を見て応募しました。 

 当時は、東京都公園協会が管理者で職員も少なく、ボランティアも 50数名で活動範囲

も狭く、雑木林活動も東の森と田んぼ作業、野鳥・野草観察など行っていました。 

 特に 15年間の活動で印象に残っているのは、神明入谷戸への取組です。 

 神明入谷戸の活動は、東京都の西部公園事務所が主体で、我々ボランティアが参加しま

した。 

 活動当初の神明入は、アズマネ笹が人の背より高く生い茂り、人が何処にいるのか分か

らない状態でした。 

 ある時、ボランティアの一人からこの奥に高岡墓地が有ることを聞き、1メートル幅で

墓地まで続くルートの開発を目指しました。 

 開通した時は感激しました。当時では現在の姿など想像も出来ませんでした。 

 また、田んぼ作業では、苗作りの進化には驚きです。 

 最初の頃は、田んぼ会の宮崎さんの畑を借りて種蒔きし、後には民家の畑で苗を育てま

したが、草取りや苗取りに汗をかきました。 

 現在は、専用トレーによる苗作りで草取りも無く、立派な苗作りが出来て大助かりで

す。 

 現在、田んぼ作業と雑木林・イベント活動に参加していますが多くの人達と触れ合うこ

とが出来、楽しく活動を続けています。 

 今は、西武・狭山丘陵パートナーズの管理者の元、ボランティアの人数も 470名を超

え、活動範囲も雑木林を始め田んぼ作業、畑など 13グループに広がり、特に雑木林西の

森や丸山も加わり、活動範囲の広がりを見せています。 

 これからも元気で身体が動く限り活動を継続したいと願っています。 

 さらに 20周年・30周年と歳月を重ね、この美しい里山の風景が次世代に引き継がれて

いくことを願っています。 
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「15年の歩みとこれからの活動について」 

 公園ボランティア 小川榮子（Ｈ14～） 

 

 農工大の「わら細工」を卒業してさあ！どこで活動しようかと思っていたところに、東

京都の六道山公園を知ることになった。見学に行くと畑、田んぼ、林、森、生きものがた

くさんいそうである。草や花、私の思っていた通りの場所である。「ここで活動しよう」

と決心して入会をした。地元の方と手を組んでいくことの大切さを感じた。来る日も来る

日も、「篠竹」を刈ることに這いつくばって汗を流した。3年かかってきれいな平地になっ

た。そして私は時ある毎に、山に分け入った。「さんこう鳥」に会いに午前２時に家を出

発して、一人静かな森の中を歩いた。よくながめられる台地に座り、鳥が来るのを待っ

た。「ツキハシホーイホイ」と遠くから聞こえた。全身耳にして目をこらした。わあ！来

た来た。しばしぽかんと見とれていた。しかし、せっかく巣をかけたのに「カラス」に襲

われてしまった。あーあ残念。五月の朝早く谷を歩くと「オオルリ」が美しい姿を見せて

くれた。この瞬間が好きだ。埼玉県側の「とんぼ池」ではめずらしいものを見ることがで

きた。しかし「まむし」も出た。年月が流れ「わら細工」「藍染め」と講座もできた。自

分のやりたかったことがＮＰＯのおかげで実現した。後輩もでき今に続いている。私は、

「多摩のめかい」に興味がわき、多摩センターへ習いにでかけた。今「クラフト」で未熟

ながら竹細工に挑戦している。もっとも大切なこの村山に残っている「伝統食」にもかか

わることができた。でもこの頃、山の中を歩いていない自分に気がついてしまった。 

もう一度、ゆっくりでいいので山の中を歩こう、車が入らなくなった山道を歩こうと思

っている。里山活動を続けたいなら足を丈夫にすること。次のステージは山に分け入るこ

と。真正面を見て前に進め進め、新しい友を作って輪を大きくしていこう。 
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「非日常を楽しんで」 

 公園ボランティア 木下千恵子（Ｈ16～） 

 

 私が里山民家に通い始めたきっかけは、市報で田んぼ体験イベントの記事を見て応募し

たのが始まりです。武蔵村山市では小学 5年生が稲作体験する授業があります。親子で体

験したいと思い息子と一緒に田植え、草取り、かかし作り、稲刈り、収穫祭と楽しく一年

を過ごしました。 

二年目からは山仕事がしたいと思いボランティアに入り神明入の下草刈りに参加、今で

は遊歩道や回遊路が整備されて昔の姿は皆無ですが当時は篠竹を一本一本切って切り開く

って感じで、指定管理者の代わる年にはお墓の所まで一本道を一日で作った覚えがありま

す。東の森では常緑樹の伐採や下草刈りをすると春蘭やカンアオイが日の目を見るので

す。西の森では椎茸の駒打ちも体験しました。 

田んぼは手作業で行われ、リサイクルセンターでは、くるり棒を使って脱穀に挑戦しま

した。 

植物や鳥の観察会は古浦さんがガイドして

くれました。キノコ観察会では固体を里山中

から集めて分類、解説をしてもらいまいた。 

野の花守り隊！では勉強会があり講義を受

けながら、里山エリアで種取り、栽培、野の

花小径への移植と下草刈り、トレリスや柵の

整備にも携わりました。民家の庭整備も里山

エリアの植物と交配しない種を植え、コンセ

プト「昭和 30年代のなつかしい庭」を目指

して植栽を加えていきました。コブナグサで

染色もしました。黄八丈の東京タクアンのよ

うな黄色に染まるんです。 

それ使い隊ではクズを掘って叩いて、さら

してクズ粉をとり、土生さんが貴重なくず餅

を作ってくれたり、茶摘み籠を作ろうの声掛

けで鍋島さんに籠作りの手ほどきを受けた

り、わら細工は小川榮子さんが教室を始めた

り、藍染めも藍を育てる畑作りから教えても

らったり、伝統食つたえたい♪は小川ふきさ

んがレシピ作りから、折り紙は右手さんがと

一芸がある方々の惜しみない協力により楽し

く里山ライフが過ごせたのに感謝します。 

ボランティアの皆様これからもよろしく

ね！！ 里山バンザイ～。 
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「１２年を振り返って」 

公園ボランティア 土生由美子（Ｈ17～） 

 

里山民家生誕１５周年おめでとうございます！ 自身の野山北・六道山公園でのボラン

ティア活動も丸１２年が経ちました。飽きっぽい自分がよくもまぁこんなに続けてこられ

たものです。 

 

活動のきっかけとなったのは 2004年に行われた都の『大自然塾』への参加でした。「雑

木林ボランティア養成基礎講座・実践講座」での体験は、初めて手にするカマやノコギリ

を使っての作業が楽しく、雪にもめげず雪かきをしてからの落ち葉掃きも楽しく、それか

らマキ割りや竹細工、花炭づくりも楽しく…里山での体験は、とにかくすべてが楽しかっ

たのです。 

 

そんな楽しくも貴重な体験をしたあと“楽しみながらもこの里山のために自分にできる

ことは何か？”との思いをしたためたものが新聞に載り、公園協会の冊子『都市公園』に

も取り上げていただきました。今でも時々その頃の気持ちを思い出すことがあります。

2005年のボランティア登録後“草とりたい！”を立ち上げ、草とり（主に外来種）や雑木

林・湿地の手入れなど今まで続けてきた大好きな作業が、微力ながら里山の風景づくりに

役立っているのかなぁと思っています。 

 

とにもかくにも活動は自分が楽しくなくちゃ♪ 登録当初からたくさんのボランティア

仲間と活動を支えてくれるスタッフのみんなに恵まれて、そのお陰でここまで楽しく続け

てこられました。みんなみんな、ありがとう！ 

 

今までも、そしてこの先の活動も試行錯誤の連続だと思いますが、それが何よりも楽し

く活動の魅力です。これからもゆるゆると頑張っていきましょう^^ 草とりたい！共々、

今後ともよろしくお願いいたします。 
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「野山北・六道山公園ボランティア 宮野入谷戸に親しんで」 

公園ボランティア 尾関利信（Ｈ17～） 

 

私が宮野入谷戸に親しむようになった始まりは、東京都主催の大自然塾を受講したこと

です。私の記憶が正しければ、当時の宮野入の雑木林ボランティアには、東の森の自主管

理グループと神明入り谷戸の都民協同グループがありました。大自然塾の卒業生から数名

が、自主管理と都民協同の２グループの活動に参加しました。その後、指定管理者制度に

かわり、紆余曲折（当時の苦労を知る人も減りましたが）を経て、10年を超える歳月を

かけて、宮野入り谷戸は「二代目～みんなの夢～里山絵図」のようになってきました。 

これは、他のボランティア組織と違い、組織の長を置かない共同体による中世の「座」

のような運営をみんなで一緒に築いたからです。ここに参画できたことに感謝していま

す。 

この 10年が宮野入谷戸の雑木林ボランティア

の第一期とすると、この数年は手入れ手法がか

わりながらも第二期の 10年に進展していくもの

と思います。雑木林の活動は地道なものです

が、里山の風景を 10年・20 年先の子供達に残

したい無形の財産の継承だと思っています。 

宮野入りの大切な残したい風景に田んぼがあ

ります。当時は、田植えの手伝い程度で、組織

的な維持活動はありませんでした。管理者制度

になったから、事務局の尽力で田んぼボランテ

ィアが確保できるようになりました。この数年

は新しい人のリピータが増え、喜ばしく思って

います。田んぼ会の高齢化対応の課題を早くク

リアできるよう祈っています。 

体験型の都市公園のサポートから、お茶隊の

活動に参加し、手もみ茶をある程度まではでき

るようになりました。公園内に茶畑があり、里

山絵図にも描いてもらっており、これも宮野入

り谷戸の風景の一つと思い、何とか続けていま

す。 

私の宮野入谷戸との親しみは、雑木林、田ん

ぼ、お茶にかかわる風景です。一年一年を無事

に大切に過ごすこと、次の世代に風景を残すこ

と、宮野入谷戸の風景から得る恩恵、ボランテ

ィアの多くの方との触れ合いあうことに感謝

し、継続ボランティアの申し込み時の抱負欄

に、毎回「初心にかえる」と記入しています。 
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「ボランティアを続けて」 

 公園ボランティア 伊藤信幸（Ｈ18～） 

  

好きな渓流釣りの帰り道、カーラジオから野山北六道山公園でキノコとクラフトの講座

が有るとの案内が聞こえてきました。 

キノコの事が知りたくて早速申し込み・・・・・【これが全ての始まりです】 

受講してみると蜂須賀レインジャーのお話に引き込まれ、スタッフの矢島女史・インタ

ーンの氏家君の情熱に感銘を受け、続いての長野さんのクラフト講座で小枝の本立て・竹

で箸造りをしましたが子供時代の物を作っているワクワク感を思い出し等々、もうこの公

園の魅力にどっぷりと浸かりっぱなし。 

ボランティア制度を知り４月までの４・５ヶ月が待ちきれず、休みにはもう入り浸り状

態になり、少しずつ人々を知り、仲間の端っこに継がったつもりになっていました。 

ボランティアになってからの３～４年間は、田んぼ・大自然塾・スローライフ講座・春

＆秋＆収穫祭等々、里山の知識を覚え・イベントの手伝い等の活動をしていました。 

ここに集うと流れる空気と時間が世間様とは別で心地よくて堪らず、ボラ同士も仲良く

公園を良くしていこうと一つに纏まり、なおさら此処での活動が欠く事の出来ない物とな

りました。 

好きな竹細工（竹箸・へら・バターナイフ等々）を民家で創り、来園者に見ていただく

と割と好評をはくして５００人以上の方々にお持ち帰りをしていただけました。 

過ぎこし１０年を振り返りこの先を想いますと、この公園は子供達にとって素晴らしい

自然に溢れかえる処なので、遊びと学びの場として、この先末永く寄り添える様に残して

いかねばと思いますので、田んぼ・イベント手伝い・竹細工を続けながらその一助をして

行きたいと思います。 
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「里山ボランティアが始まった頃の思い出」 

公園ボランティア 右手安子（Ｈ19～） 

 

武蔵村山市の住民である私が、初めてこの公園の行事に参加したのは里山民家ではなく

て、工事事務所（現在のインフォーメーションセンターのすぐ上にある、倉庫のような建

物）の前の広場での行事でした。 

それは、武蔵村山市と、東京都の広報紙で呼びかけられた、原木に椎茸菌の駒打ちをす

る作業でした。 

１メートルほどの原木に駒うち用のドリルでいくつも穴をあけ、種駒を打ち込んでいき

ます。私たちは種駒を打ち終えた原木を頂いて帰り、教えていただいた通りに、原木の手

入れをして、木陰に保管し、「我家椎茸」の栽培を楽しみました。 

次の体験も、翌年だったでしょうか、同じ椎茸の駒打ちを、今度は里山民家の庭でし、

やはり頂いてきて、我が家で育てました。 

ボランティアらしき体験の初めは、「神明入り」での下草刈りです。当時はボランティ

アの人数も２・３０人程度だったし、全員一斉に山に入っての作業でした。下草を刈る作

業に入ったはずなのに、私たちは楽しくおしゃべりしながら、落ちていた柴栗を拾ったこ

とだけをよく覚えています。 

下草刈りの時、山には漆の木が、あちこちにありまし

た。そのことを知らなかったわけではないのに、あまり気

にもしないで作業をして、家に帰ってから、顔が真っ赤に

腫れてしまったことも懐かしく思い出します。今なら安全

管理講習会で、そういうことへの注意は、しっかり教えて

いただいただろうにと思います。 

岸田んぼ会の方たちの指導で、ボランティア全員で田植

えや稲刈りもしました。案山子を作って、立てたのも今と

同じです。山に入っても、田んぼに入っても、遠い子供時

代以来のことなので、懐かしく嬉しく思えたことも思い出

されます。 
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「この 10年を振り返って」 

公園ボランティア 田村勉（Ｈ19～） 

 

今年でボランティア１０年目となりました。早いものです。最初の年、平成１９年には

ボランティアは１００名足らずでした。この年、「民家だより」が創刊されていますが、

活動カレンダーは２ヶ月分が１ページに楽に収まっています。 

武蔵村山市に住むようになり、自転車に乗り公園周辺を回っていました。住み始めた頃

は、赤坂の駐車場から管理所までの道は、土のでこぼこ道で、春になると窪みにたまった

水の中にオタマジャクシがたくさん泳いでいて、子供と捕まえて育てた思い出がありま

す。それから１０数年、だんだん、西へ行動範囲を広げていくうちに、たまたま里山民家

に遭遇。その日は５月の手揉み茶イベントの日で興味をもって見ていました。もともと、

木を切り倒すような雑木林の作業に興味を持っており、前の年の公園協会の管理時にボラ

ンティアに申し込んではいたのですが、説明会出席が必須で、その日がどうしても外せな

い用事であえなくダウンしていました。 

翌年、ボランティアに登録しました。初年から田んぼ、草とりたい！、雑木林、手揉み

茶イベント、大自然塾サポート、その後に菜園、お茶隊と活動を広げていきました。 

この１０年の中で一番印象に残っているのは、平成２２年の「緑の都市賞」の受賞で

す。賞への参加が決まり、審査員が来園する際の説明を任されました。当時、仕事も忙し

く、前日徹夜で原稿を仕上げ、何とか説明を乗り切りました。皆さんの活動が高く評価さ

れ「都市緑化基金会長賞」を受賞しています。光栄なことにボランティア代表として、日

比谷公会堂の壇上に立たせていただきました。 

１０年前と比べると、公園の風景もイベントの規模も大きく変わりました。しかしなが

ら里山を育てていくには、なお長い年月と多くのボランティアが必要です。人が生活して

いるような、そんな里山に出来ればと思います。 
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「里山ボランティアとの出逢い」 

公園ボランティア 石井美保子（Ｈ19～） 

 

里山のボランティアを始めたのが２００７年４月。それ以来、里山に来るたびに新しい

発見や出逢いがあるのですが、中でも印象に残る３つの出逢いがあります。 

■エゴヒゲナガゾウムシとの出逢い 

ボランティアになると同時に生き物倶楽部に入りました。植物

が大好きだったからです。でも生き物倶楽部では観察の対象は植

物だけではありませんでした。生き物全般、まるごと里山の自然

を観察するのです。それまで虫は無視していた私ですから、初め

て見る虫にただただ驚くばかり。エゴノキの花は森のシャンデリ

アとよばれるくらい綺麗で好きなのですが、そのエゴノキには何

とエゴヒゲナガゾウムシというけったいな虫が実に穴を開け卵を

産むというのにはもうびっくり。ウシ顔の雌とキツネ顔の雄。も

うこの顔を見てからは虫の面白さにはまりました。今では冬の時

期、フユシャクというガの雌を見つけるのが楽しみになってしま

ったくらいです。 

■湿地整備との出逢い 

ボランティアになり３年後の２０１０年２月１４日、雪の積も

る湿地を歩きながら「これからこの湿地を整備していこう」と話

し合いました。それから整備作業が始まり、どろどろの泥濘に入

って穴を掘ったり、クズのつるを取ったり炎天下草を刈ったり

～。毎月１回の整備作業では、夏場は草の勢いに負けそうになり

ます。冬は繁茂した枯草の除去に追われます。枯草がたまってし

まうと陸地化してしまうからです。夏も冬も草との闘いが続きま

す。作業後に熱を出したこともありました。そんな湿地整備です

が、去年アカバナ湿地にミクリが芽を出すという嬉しい事があり

ました。辛い作業への湿地からのご褒美だと思えてなりません。 

■田んぼの野草との出逢い 

 岸田んぼは無農薬で米作りを行っていますが、今時そんな田んぼは珍しく、東京では田

んぼ自体がなくなっているので水田雑草は軒並み絶滅危惧種です。初めてホシクサを見た

ときは感動でした。白い小さな星のような花を咲かせるホシクサ、それが岸田んぼには群

れているのです。ほかにもアズマツメクサやミズニラ、シソクサ、オオアブノメなどの絶

滅危惧種が岸田んぼではふつうに見られるのです。水田雑草は米作りの仕事を止めたら直

ぐに消えてしまいます。稲作とともに生きているのです。岸田んぼ会の皆さんのご指導の

下、ボランティアや地元の高校生、じっくり田んぼコースの生徒たちが学んでいます。そ

こで私も４月から勉強させていただくことにしました。夏の日照り、その後の大雨で米作

りも影響を受け病気が発生しました。対策を考え、知恵を働かせる、そのご苦労を間近で

感じることもできました。 

◆２０１７年は里山ボランティアになって１０年の節目。気持ちを新たに、またどんな出

逢いがあるのか楽しみにしながら続けていきます。多くの人の力で守られている里山の風

景をぜひとも孫、ひ孫にも見せてやりたい、そのために自分のできることを微力ながら続

けていきたいと思います。 
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「野山北・六道山公園ボランティアとして思うこと」 

公園ボランティア 中島保（Ｈ21～） 

 

定年後、よく多摩川周辺を散策していましたが、もっと多くの野鳥に会いたいと、より

近くの狭山丘陵へ来るようになりました。しかし、早朝と夕方以外は殆ど会えませんでし

た。日中の時間を有効に過ごすため里山民家のボランティアに登録しました。毎日が日曜

日なので雑木林、畑、田んぼ、生き物倶楽部等の活動に加わってきました。活動時間の前

後や活動日以外の日にもこの広い公園内を散策して約 8年経ちました。 

現在のボランティア活動は民家の景観の為

の畑作りが主です。以前は畑の活動日が土曜

日の午前中だけでしたので、夏場は畑に雑草

が背丈ほどに繁殖してジャングルのようでし

たが、ここ数年活動日を増やし除草できるよ

うになりました。農薬を使用しないので病害

虫による被害が酷かったトウモロコシ、ソラ

マメ等は栽培を止めています。ササゲや枝豆

は防虫ネットを張ることにより被害を防ぎ収

穫出来るようになりました。さつま芋、茄

子、葱等はヨトウムシ等により茎や根を切ら

れて枯死してしまうことが多かったのです

が、幾つかの工夫が功を奏して被害が減少し

てきました。昨年の収穫祭には里芋、大根、

さつま芋、小松菜（初）、葱（初）をお土産コ

ーナーへ提供出来ました。また、母屋での振

る舞いとサポーター基金へより沢山の収穫物

を提供して来園者に喜んで頂ければと思って

います。 

公園を散策していて気になった事は、来園

者によるキンランやセンブリ等の貴重な植物

の盗掘等による被害と公園の管理作業による

環境への影響です。来園者による被害等を少

なくするには種々の方法があると思います

が、随時、腕章を付け一人からでも公園内を

見廻るなど、新しいボランティアのシステム

を考えればより良くなって行くのではと思っ

ています。 

また、来園者の投書箱の要望を優先せず

に、狭山丘陵の野山北・六道山公園の生物の

多様性保全に重点的に視点を置いた維持管理

が成されて行く事を期待しています。 



15 

 

  
「雑木林の思い出」 

公園ボランティア 平城尚史（Ｈ21～） 

 

僕が宮野入の雑木林に初めてかかわったのが 2007年の秋のことでした。当時は西武狭

山丘陵パートナーズの非常勤職員として公園の GIS での各種データ整備に関わり始めてお

り、内部の会議で宮野入のボランティアの活動エリアの雑木林について相談を受けまし

た。新しく整備を始めた雑木林の植物の調査と整備計画づくりにアドバイスがほしいとい

うものでした。私は植物や植生の調査と森林整備計画づくりを専門としており、ちょうど

自分のスキルを実践できる場所を求めていたので二つ返事でお受けいたしました。その雑

木林が神明入地区だったのです。神明入地区の調査と整備計画づくりで多くのボランティ

アさんと知り合い、ボランティア活動の楽しさに目を開かれていったのです。その後、大

自然塾や雑木林マイスター講座の講師として西の森の整備計画づくりを行い。その後、東

の森、丸山とすべての雑木林エリアでお手伝いするようになっていったのです。 

 

やはり一番最初にかかわった神明入地区

は、最も思い入れのある雑木林です。それと

ともに皆伐の実施に計画づくりからかかわっ

た丸山地区も思い入れがあります。西の森は

最初の大自然塾で整備計画づくりの舞台とし

たところ、東の森ではアドバイザーの立場で

ありながら作業中に指にけがをしてしまい、

リアカーで急遽仕立てた救急車に乗せられて

ボランティアの皆さんに里山民家の詰所まで

運んでもらった思い出があります。様々な思

いでがすべての雑木林にあり、自分の戻るべ

きフィールドとして、おそらく体が動く間は

深くかかわりつづけたいと思っています。 
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「心が休まる里山風景をいつまでも楽しみたい」 

公園ボランティア 水野和也（Ｈ22～） 

 

六道のボランティアに登録して、早いものでもう７年が過ぎようとしています。 

その中で、管理スタッフをはじめ、登録ボランティアの方々、また、この狭山丘陵を愛

してやまない様々の団体の方と出逢い、初めて教えてもらう事柄が沢山ありました。この

場所をお借りして感謝させて頂きます。有難うございました。 

遡る事１０数年前。友人からのマウンテンバイクのお誘いを受け最初にこの場所を訪

れ、その時に作業ヘルメットを被ったボランティアの方々が気持ちよく挨拶をしてくれた

のを覚えています。それから度々マウンテンバイクでこの場所を訪れるようになり、サド

ルの上から見る流れる景色や立ち止まりベンチに座って眺めるこの里山風景のファンにな

りました。 

月日が流れ、瑞穂町のマウンテンバイクショップ「ナカザワジム」店長の中沢さんから

のお誘いを受けてボランティアに登録しました。 

以前より、自然の中でのレクリエーションが好きだったのと、木を伐るという非日常の

経験に興味があり、雑木林活動に通年を通して活動に参加させて頂きました。その中で、

東京都の方と一緒に植生を調査し、伐採する木を選び、その後ボランティアで維持整備を

するという事業が駐車場前の丸山斜面地でありました。 

丁度、ボランティア同士の整備計画会議中「木々を伐っているだけじゃだめでしょ、う

ちらに残せるものは何があるの？次に繋げていかないと。だから世代をつないで美しい雑

木林を未来に残そう」と自分たち 40 代ではなくて、 60 代 70 代の方々から話が挙がり

ました。 

30 年後の森がどうなるかは、年齢で考えたら見られるかどうかわからない。でも実際

に関わって活動していることが次の活動する人に繋がるという大事さが数少ない言葉から

ひしひしと感じたのを覚えています。 

それから、沢山の方々が関わり種子を拾い苗木を育てて、今では若い木々達が陽の光を

浴びて大きく育っています。３０年後どんな風景でどんな森になっているのかを想い描き

ながらこれからもボランティア活動と共にこの公園を来園者の皆さんと一緒に楽しみたい

と思います。 
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「里山民家のクラフト工房の十五年」 

公園ボランティア 金澤哲男（Ｈ24～） 

 

昔里山民家の地は人も住まないゴミ廃棄場となっており当初、山は荒れ果て、田畑は草

ぼうぼうで昔の里山の面影は無かったと聞いています。里山を取り戻そうと皆が立ち上り

山林の間伐、下草刈り、竹林の整備等の地道な活動をボランティアで積極的に行い現在に

至ったと聞いています。 

そしてやっと公園らしくなったので公園の良さ、里山の良さを外部の皆さんに知って貰

い、見に来て楽しんで貰う事になりました。その活動の一つとして山の木々、木の実、竹

林の竹等を利用してクラフトを作る事で公園の良さを知って貰おうとして発足したのが九

年前でした。当初は菅澤さんが隊長として立ち上がり、まずは参加者の技術向上を目指し

仲間同士で教え合い腕を磨き、出来た作品を里山のお祭りの際にお土産用として提供して

きました。 

作品としては『ハシ』『カブトムシ』

『クワガタ』『バランストンボ』『ザル・

カゴ』等の製作、またお祭り時には来園

者の子供達と一緒にドングリ人形作り、

木材を使ったエンピツ作り、モビール作

り等をして子供達に楽しんで貰い、里山

に興味を持ってもらい好きになって貰う

活動をして来ました。また、茶摘み用カ

ゴ作り等をして里山の他の活動グループ

に提供もして来ました。 

ここ数年は活動参加者も多くなり毎回

平均 15名位の活動をしています。参加者

の技術レベルは皆違い初心者から熟練者

もいるので、年間計画立案時は参加者全

員が如何に楽しく興味を持って参加し長

く活動して貰う様に計画をしています。

参加者は皆さん楽しく物作りを楽しんで

いる様ですが今後の課題としては個々の

技術が向上して来ると簡単な物作りは飽

きてしまう傾向があるので如何にその技

術を更に磨いて貰い技術の継承、そして

本来の目的である里山の良さ、自然の良

さ、昔の生活の良さを多くの来園者に伝

える活動を推進し今後も永く活動を続け

て行って欲しいと祈念しています。 



18 

 

  
「雑木林の活動」 

公園ボランティア 武藤光盛（Ｈ25～） 

 

母屋生誕１５周年の特別な秋祭り、雑木林グル

ープでは「薪割り体験コーナー」を担当しまし

た。多くの子供たちに雑木林のことを知ってもら

うため、安全な方法で薪割り作業を体験してもら

いました。小父さんたちの「よいしょ！」の掛け

声で「パカーンッ！！」とうまく割れると、思わ

ず笑顔になりました。薪を割った後は「木のペン

ダント作り（お絵描き）」や「どんぐりミニボーリ

ングゲーム」、「的あてゲーム」など、ゲームコー

ナーを楽しんでもらいました。篠笛やウグイス笛

のプレゼント付きです。雑木林の仲間にはとても

器用な人もいて、毎回楽しい細工を考えてくれま

す。お孫さんの面倒を見ているせいか、子供たち

と仲良しな人もいます。このほかお祭りには欠か

せない準備から片付けまで、みんなで大活躍で

す。 

さて、里山民家周辺の雑木林はこの１５年間でどんな風に変わってきているのでしょ

う。普段の活動では、下草刈り、散策路の整備等、公園の景観を維持管理する作業に気持

ちの良い汗を流していますが、長期間の変化を意識する機会はあまり多くありません。し

かしベテランメンバーのお話によれば、「以前は先も見えない藪山であったところが、開

けて景観の素敵な林になっている」とのこと。雑木林の活動を継続することの重要性を感

じさせてくれます。 

現在の活動は、「丸山」、「東の森」、「西の森」、「神明入」の４エリアを順番に、順次整

備作業を進め、併せて各エリアの特徴を生かしたコンセプトを共有するよう話し合いを重

ねています。こうした気風が醸成され、雑木林の活動が引き継がれていくと思います。 

一例として平成 25年末に伐採作業の入った「丸

山」エリアは、今もその様子がどんどん変わって

います。活動を通じ貴重なケーススタディとして

学びながら、公園利用者が楽しんでもらえる景観

づくりの一助となればと願っています。子供たち

が飛び回って遊べるような林、雑木林の植物を静

かに観察できる林、地域の歴史や暮らしの変化に

想いを巡らす林等々、公園の中で色々な顔を見せ

る雑木林を楽しみたいと思います。 

笑顔で安全作業！ 

多くの皆様の雑木林活動へのご参加をお待ちしています。 
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「里山大好き」 

公園ボランティア 村上彩子（Ｈ25～） 

 

我が家は虫の好きな父、草花実の好きな母、木に登ったり、泥んこになったり伸び伸び

と遊ぶのが得意な娘三人で、皆自然が大好きです。 

友人に里山のことを教えてもらいボランティアに登録。当初は三女が小さかったことも

あり、夫の休みに遊びに行く程度でしたが、今では夫が仕事で都合がつかなくても、女子

４人で参加する回数のほうが多くなるほど、すっかり里山にはまりました。 

 

好きな活動を娘にたずねたところ、しばらく収拾がつかない程、様々に好きな活動とそ

の理由が飛び交いましたが、最終的に田んぼの代かきに落ち着きました。 

「思いっきり泥んこになれる。カエルがいて、ヘビもいて、カエルの卵にだってさわれ

て楽しい。泥の中でする駆けっこが好き。」（3人の意見を要約） 

他には、竹林整備・畑の収穫・すす払い等が挙がりました。 

活動の中で、幅広い年代の友だちができることも、大きな魅力のようです。 

子ども同士はもとより、大人やスタッフとて、娘達には「お友だち」なのです。 

 

子ども達には、一緒に作業する中で、

親以外の大人からほめてもらったりしか

られたりと、学校や今の地域ではなかな

か経験できない、人と人とのつながりを

知る貴重な場となっています。 

 

今回、私たちにとっては公園のシンボ

ルであり、ボランティア活動の拠点とし

ても重要な里山民家が 15周年を迎えまし

た。 

これからも、この活動をもっと多くの

人に知ってもらうとともに、里山のよう

な場所が増えていけばいいなぁと感じま

す。 

親たる私たちは、子ども達により良い

ものを多く残したいと考えています。 

そのために、ここで出会った方々、ス

タッフの皆様とこれからも、長く楽しく

活動していきたいと思います。 
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「ボランティアの魅力」 

公園ボランティア 本間通晴（Ｈ26～） 

 

ボランティア活動には、人との出会い、活動との出会い、自然との出会い、風景との出

会いなど様々な出会いがあると思います。様々な年齢層の方が活動に参加し、10以上も

の活動が行われています。ボランティアになって３年目の私はもともと「雑木林」活動に

参加したくて登録しました。「田んぼ」もやりたかったので、始めました。２年目から

「お茶隊」に入りました。ただ単にオリエンテーションの日が空いていて、桜茶づくりも

やるというので軽い気持ちで参加したのがきっかけです。先輩がいた、同世代の方が多か

った、不器用な自分には不向きなところが逆に惹かれたなど理由はいろいろ考えられます

が、不思議なものです。夏には先輩が前から誘ってくださっていた「野の花守り隊！」

に、植物に詳しくなりたいと思い参加し始めました。２年目の後半からたまに観察会や野

草調査に参加していた「生き物俱楽部」にも３年目から入部しました。１年目には全く予

想できませんでした。雑木林が人の手が入ることで生物多様性が生まれるのと同様に田ん

ぼも同じだとわかりましたし、つまり里山というところが人の手が入った多様な環境が存

在することで生物多様性が生まれるとよりよくわかりました。 

最後にボランティアのすすめ(特に現役世代へ)。日本では少子高齢化が進み、当然のこ

とながら活動を引っ張ってきてくださったボランティアの高齢化も問題になっています。

また一方で労働力の担い手も減少するので、定年の引き上げや再雇用制度などにより、働

ける人はできるだけ働くという世の中になっています。ひと頃言われたように定年後に第

二の人生としてボランティアを始めるのではなく、仕事や子育てが忙しいという事情はあ

るでしょうが、現役のうちから月１回、年に数回でもいいからボランティアを始めてみる

のはいかがでしょうか？私たち現役世代のボランティアができることの一つはその魅力を

同世代に発信することだと思っています。 
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「素敵な出会いの日々」 

公園ボランティア 前田紗恵子（Ｈ28～） 

 

私は今年から公園ボランティアに参加させていただいています。私は祖父や親せきが

地方の緑が豊かな地域に住んでいるので年 1回ほどは遊びに行くのですが、それ以外で

はあまり自然と触れ合える機会がなかったのでとてもいい機会になっています。ただ、

なかなか予定が合わなかったりしたため、あまり多くの活動には参加できませんでし

た。主に参加したのは、年に 3回あるお祭りです。春祭りではかまどの実演のお手伝い

をさせていただきました。初めてだったのでなかなか力にはなれませんでしたが、丁寧

に教えてくださって勉強になりました。収穫祭ではおもちのふるまいでお餅を丸めてい

ました。最初は均等にお餅を丸めることが難しいと感じていましたが、次第に上手にな

ってきたのではないかと自分ではおもっています（笑）。そして、今年の秋祭りでは写真

撮りたいとして参加させてもらいました。活動としては、公園ボランティアの方々が秋

祭りで活躍されている姿を撮影させてもらいました。写真は趣味程度でやっているだけ

なので上手に撮れたかは不安ですが、写真撮りたいで撮った写真から公園ボランティア

の良さを知っていただけたら嬉しいと思っています。 

 

このように今年 1年参加して

きて、いままであまり触れ合う

ことのなかった幅広い世代の

方々と交流を持つことによって

得ることや新たな発見も多いで

す。ボランティアに参加してい

なければできなかった体験もい

ろいろとできています。 

 

今後もまた様々な活動で公園

ボランティアのことをより知っ

てもらえたらと思っています。

なので、自分自身もより活動の

幅を広げて積極的に参加してい

きたいです。そして若い世代の

方で参加している方は少ないよ

うに感じるので、若い世代の方

とそうでない方ももちろんより

たくさんの方に公園ボランティ

アや里山民家を知ってもらえる

ようにしていきたいです。 
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「里山の一日」 

公園ボランティア 吉田時雲 12歳（Ｈ28～） 

 

弁当、水筒、おやつ。水筒とおやつは僕が。弁当はお

母さんが用意しています。その間に朝ごはんを食べま

す。約１時間車に乗って里山に行きます。車の中ではラ

ジオや音楽を聴いています。 

里山で僕がいつも活動しているのは、藍とお茶です。 

藍は、民家の畑で藍の種を播き育てます。藍の葉で

色々な布等を染めています。染める方法は布によって変

わります。今年は腕木門用の垂れ幕を作りました。布を

染め、絞り、紙で文字の型紙を作り、ステンシルで文字

を写しました。藍で染めた布は時間が経つと色が馴染ん

でくるので、好きな色になっていきます。 

お茶は、手もみ茶・紅茶を作ったり、草がぼうぼうなお茶畑を整備しました。茶園畑に

行く道は獣道を通ります。行きは登り、帰りは降り。帰りの方が早く母屋に着く気がして

不思議です。茶園の整備は、手入れすると新しい茶葉が生えてくるのが面白いです。茶葉

を手もみしてお茶にします。手もみは疲れるけど美味しいです。また同じ茶園の茶葉で紅

茶を作ったことはビックリしました。お湯は、お勝手のガスコンロを使うと火力がとても

強く簡単に沸きます。母屋では釜戸を使うので、薪を用意したり、水を運んだり、人手が

必要でした。現代と昔の両方の体験ができました。 

僕が見た来園者の人気スポットは、１位…小川 ２位…井戸 ３位…ザリガニ置き場 

４位…自販機横のミスト（夏季限定） ５位…昔遊び道具でした。 

箒で地面に模様を描いたり、雨樋の石を元に戻したり、細かい作業をしている方の苦労

に感謝しながら、毎回母屋にある囲炉裏の煙で洋服が燻されています。夏休みには母屋で

宿題をしたり、昼寝をしました。冬は母屋の中も寒いので宿題は・・・。帰りの車内でも

僕は寝ています。 

里山ではいろんな人と話をして、活動を見ることができました。 

これからどんな活動ができるか楽しみです。 
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「里山今昔」 

岸田んぼ会 原田拓夫 

 

「ワアー イモリだ」幼いころ「オーイケ」①でドジョウ釣りをしていると時々赤い腹

の嫌われ者のイモリがかかるとみんな大騒ぎだ。ドジョウが釣れると大喜びをした。昭和

初期はまだザリガニはいなかった。また、ドンドンボチャ②でサワガニを取ったり、笊を

使ってドジョウ掬いや、トンボ取り、夏の夜は竹ホーキでホタル狩りもしたなあ、山で木

登りをし枝にぶら下がり切傷をし、ヨモギの葉を咬んで患部に当てたり、冬はパッチン③

でホージロ取りもした。兵隊ごっこもした。遊びで喉が渇くとデンミズ④のところで水を

飲んだ等々。色んな思いがある山の田んぼ⑤への思い出は尽きない。 

 この地は畑作地帯で米の穫れる貴重な田んぼは大切に守られてきた。世の中高度成長期

となり、生活も食料も豊かになると耕作放棄田んぼが増えてきた。そんな時客土を名目に

産業廃棄物の捨て場になり、見るも無残な「山の田んぼ」になってしまいました。人の足

も遠くなった時期もありましたが、平成に入り都立公園として計画が進み整備され、廃棄

物がなんと 2トントラック 9000台も搬出したと聞いております。公園作りが着々と進み

田んぼの姿が再び蘇りました。平成 9年に市建設部から地元に密着した地域の稲作り文化

を継承し伝えたいという趣旨で呼びかけがあり、岸の有志が集まって「岸田んぼ会」が発

足しました。発足時は稲作り総てを管理していましたが、ボランティアの方々、イベント

参加者の協力で現在は指導が主になっています。「我々は侵入者ではない、自然を守るん

だ」と職員の方が申されました。狭山丘陵はこの地の財産であり貴重な緑の宝物です。 

 こんな素晴らしい田んぼ作り、里山活動に参加できることを地元に生まれ育った者とし

て誇りに思い、これからも関与して行きたいと念じています。 

「山の田んぼバンザイ、里山よ永遠に」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】 

①オーイケ ＝ ビニールハウスの北にあった小さな溜池 

②ドンドンボチャ ＝ 母屋東南にある角地の小川 

③パッチン ＝ 稲穂を餌にして小鳥を取る道具 

④デンミズ ＝ 上田んぼ東にあった清水 

⑤山のたんぼ ＝ 地元では岸田んぼをこう呼んだ 
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「祝 15 周年/ 民家スタッフとして」 

西武・狭山丘陵パートナーズ 坂口雄二 

 

 里山民家15 周年おめでとうございます。 

 私は2008 年にバースの佐藤さんに年賀状で声を掛けて頂き、民家スタッフになり里山

に通い、いつのまにか９年が経ちました。仲間も出来て楽しく、有意義に勤める事が出来

ています。 

 真冬の寒さ、真夏の暑さと肉体との厳しい闘いもありながらも長く続けられ、自分でも

不思議な感じがしています。自然の移り変わりに驚かされ、また来園者・ボランティアの

方々からいろいろ興味深い話をたびたび聞く事が出来、毎日が新しい体験です。天気も来

園者も毎日違いますし、来園の方々の年齢もさまざまです。民家に来られる方々はハイキ

ング・散歩・野草探しやバードウォッチングなど目的はさまざまです。 

 一番鮮明に記憶している出来事は、市内

の小学４年生が３月に遠足で来られた時で

す。みぞれ混じりの雨が降り、寒い日でし

た。民家見学と田んぼまわりの散策とをク

ラスごとに行動されました。田んぼや池に

ヤマアカガエルの卵があるとレンジャーか

らの情報があり、パンフレットにアカガエ

ルと卵の状態の写真があり、それを見てか

ら出発して貰いました。民家の説明と質問

も受けましたが時間が余り、その時間帯は

幸いな事に生徒さんたち以外来園者がな

く、そこで先生方と相談し、生徒さんに何

か実際触って体験して貰う事にしました。

民家の入口をすべて閉め、雨戸も生徒さん

に閉めて貰い、民家内のライトをすべて消

して真っ暗に、昔の夜の状態に。暗いのに

びっくりし、囲炉裏の灯りの周りに皆が集

まって来ました。珍しい体験が出来たと喜

んで貰えました。 

 来園者の方々から昔の里山の自然環境が

残っている、素晴しい所ですねとたびたび

褒められる。また訪ねて来られた、いろい

ろな年齢層の方達とも癒しの会話が出来

る、この民家の仕事を少しでも長く続けて

いきたいと熱望しています。 
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「なぜ今「里山」民家の活動か？」 

西武・狭山丘陵パートナーズ 松井一郎 

 

里山民家が誕生して 15年。寿ぎ申し上げます。15周年に寄せて拙い一文を寄せていた

だき、この現代に昔の生活の「里山体験」に多くのボランティアの皆さんが集うのかを考

えてみたいと思います。 

日本人の生活様式は、戦前と戦後は大きく変化しました。一番の変化はエネルギーで

す。電気、ガス、石油が普及していない頃は、人の手で薪炭を採取し、トラクター、耕運

機などなく家畜が大きな力で、里山の生活には欠かせまんでした。それだけ労力が必要で

した。現代の生活は、便利で明るく清潔で快適です。昔の生活に帰ることはできません。 

それなのに、ボランティアの皆さん、来園者は里山民家を中心とした宮野入は、典型的

な里山で構成されている、昔の生活の「非日常的体験」を享受しています。 

「里山民家」には、人が生きていくための自然条件が揃っていますが、都立公園という

場所柄、人が住んでいない現実があり、豊かな里山の恵みがあっても人の生活に役立って

いません。 

しかし、多くのボランティアの皆さんは、昔の生活としてではなく現代のなかで、皆さ

んが楽しく里山の生活体験をして、この公園づくりを楽しんでいるのは、そこには、現代

では考えられない人と人の繋がりが強かった昔の生活を探し出せるからではないかと考え

られます。昔の生活は自然の恵みを活かしていましたが、それには多くの人手が必要でし

た。一家族だけではできない作業を集落単位、村単位で行っていました。それを「結（ゆ

い）」と言う生活共同体を形成していたわけです。互いに助け合わなければ生活が成り立

たなく自然を活かしきれませんでした。人力だけで自然を活かすことは、容易でなく苦労

も多くありましたが、助け合って事を成していました。 

この里山民家の活動は、ボランティアの皆さんが自分のできることで協力し合い、一つ

の活動をやり遂げることが現代の「結」になっていると思います。 

昔の里山の生活を体験することで、先人たちが自然を活かした生活の知恵を学び伝承し

て、日本人のもつ助け合う精神が今の生活に活かされることだと思います。 

人間の生活だけではありません。生物に

おいても「繋がり」が生態系として、この

里山民家そして宮野入にはあります。人間

の多様性と生物の多様性が活き活きとした

ところがあるところです。 

里山民家のボランティアの活動は「懐か

しく未来に繋がる」人間の生活と生物たち

の生活が未来に向かって繋がっていること

だと考えます。 

15周年に寄せて引き続き多様性を意識し

て繋いでいきたいですね。 
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４． 里山民家の生い立ち 

 

里山民家は、都立野山北・六道山公園内に、生態系の保全とともに里山の文化

や環境の学習、里山における雑木林管理や農作業等の体験を行う拠点施設として、

周辺の田んぼや雑木林などとともに整備されました。 

 東京都は、この公園の計画について、平成 7年以来、学識経験者、地元自然愛

好家らの協力を得て検討を行い、平成 9年 10 月から里山民家を含む里山体験施

設整備工事に着手し、平成 12年 5月に工事が完了しました。 

 公園の予定地は、尾根の埋め立てにより、かつての地形が失われ、不法投棄さ

れたゴミでいっぱいの状況でしたが、関係者の努力により昔の地形などを復元す

ることができました。平成 10年には、先行して復元された宮野入の田んぼでは、

地元田んぼ会 12人により、久しく途絶えていた田植えが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 体験施設の中核的な建物である里山民家（主屋）の建築は、現存する民家の移

築でなく、現存しない民家を新築復元する手法が採られました。狭山丘陵周辺の

民家調査資料をもとに、歴史的、風土的なかたちを踏まえつつ、作業施設として

の実用性を鑑みて設計されました。建築様式としては、平面形式が年代設定およ

び実用性から江戸中後期右勝手の喰違四間型で、屋根は武蔵国のうち、この地域

で多く見られた茅葺き入母屋屋根とされています。 

都は、こうした体験施設整備の過程で、自然保護団体との協議、地元住民への

説明会を実施し、「里山の管理運営を考える懇談会」の開催、「管理運営協議会」

の設置や「里山ボランティア」の立ち上げなどが行われ、現在の公園管理・ボラ

ンティア活動の基礎が築かれました。 

  

◇公園整備の経緯◇ 

・昭和４８年１１月 野山北公園として都市計画決定（19.4ha） 

・昭和６３年６月  野山北公園として開園（25.9ha） 

・平成７年     「野山北・六道山公園基本計画」策定 

・平成８年     「野山北・六道山公園樹林地整備計画」策定 

・平成９年１０月  里山体験施設整備工事に着手 

・平成１１年８月  野山北・六道山公園として都市計画変更（260.0ha） 

・平成１２年５月  里山体験施設整備工事が完成 

・平成１２年６月  野山北・六道山公園と開園名称を変更（122.5ha） 
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◇里山体験施設整備の概要◇ 

○基本理念（基本計画より） 

 「雑木林を核とした緑の保全と未来への継承」 

 「里山の文化や自然とのふれあい」 

 「将来に向けて育まれる公園づくり」 

○整備工事の概要 

・期間 ：平成９年１０月２９日から平成１２年５月１７日 

・事業費：約６億５千８百万円 

・内容 ：廃棄された建設残土の搬出処理、里山民家（茅葺母屋・蔵他）の建築、

田んぼ、池、水路、湿地等の復元、園路（土舗装）・広場等の利用施設整

備、雑木林整備 

◆母屋 

 昔の人たちは、ここで食事や寝起

きなどの生活をするとともに、農作

業をしたり、馬を飼ったり、結婚式

やお葬式などの行事を行いました。 

◆作業小屋 

 様々な農作業、養蚕や糸紡

ぎ・機（はた）織りなどの工

芸作業に使われました。 

◆蔵 

 家財などを、火事や盗難などか

ら守り、安全に保管・貯蔵するた

めに作られました。 

◆納屋 

 農産物・農具などを納め

ておきます。 

建築面積：191.30㎡（申請面積） 

延床面積：204.28㎡（申請面積）  

最高高さ：8.88ｍ、 軒高さ：4.46ｍ 

構造規模：木造２階建て 
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  母屋の特徴 

間取りは、喰違四間型（くいちがいよつまがた）と呼ばれ、奥の間、でい、座敷、お

勝手、の四間が、田の字型でなく、座敷が広くなっていて喰い違っています。 

屋根は、入母屋と呼ばれる形で、妻側（長方形の短辺方向）の上部が格子で、空気が

抜けるようになっています。 

内部は大きく 3つに分かれています。 

・土間～生産の場  ・板の間～生活の場（座敷、お勝手） 

・畳の間～接客の場（奥の間、でい） 

座敷にある囲炉裏は、伝統的な日本家屋で床を四角く切って灰を敷き詰め、薪や炭な

どを燃やすために設けられるもので、主に暖房・調理目的に使用されます。また、煙に

含まれるタールが、梁や茅葺き屋根の防虫性や防水性を高めます。 

  

茅葺き屋根の葺き替え 

平成 23年 12月から 24年 3 月にかけて、傷んだ茅葺き屋根の葺き替え（差し茅）工

事が行われました。材料となる茅は、宮城県の北上川流域産のものが使用され、鳥害（カ

ラス）対策として銅亀甲網の防鳥ネットも設置されました。工事中に見学会が行われ、

めったに見られない作業の様子が公開されました。 
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出典：「鈴木啓二/建築設計社のホームページ」
写真：有限会社栗原写真事務所　栗原宏光
 
 

南側外観 

南東側外観 

座敷より勝手側 南側外観 

完成時の写真 

座敷より台所側 

腕木門 大戸前 

でい
．．

より奥の間 
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５． １５年間のできごと 

 

 里山民家を拠点とする野山北・六道山公園のボランティア活動を３つのステ

ージ（草創期～発展期～成熟期）に分けて振り返ります。 

 

＜草創期（H13～H17）＞ 

 里山民家誕生を契機に、野山北・六道山公園におけるボランティア活動が公

式にスタートしました。 

 平成 12年 8月、都は定員 30名の公園ボランティアの募集を行い、翌 13年 4

月に活動が始まりました。また、同年より、管理運営協議会に公園ボランティ

ア 2名が参加しています。 

当時の公園管理は、東京都公園協会が都から

委託を受け管理業務を行う形式であり、ボラン

ティア活動も、学習会や自主活動として行われ

るなど試行錯誤の状態がしばらく続きました。 

 平成 14年度は、自主活動としての自然観察

会や大自然塾（雑木林ボランティア基礎講座）

が行われ、15年度には宮野入東地区で自主管

理による雑木林活動が始まりました。 

 平成 16年度に初めて開かれた「企画運営会

議」では、それまで行われていた岸田んぼの水

田管理・自然観察会・雑木林維持管理活動に加

え、椎茸ホダ木づくりなどを新たに自主活動と

することや、ボランティアの窓口となる世話人

を置くことを決めました。 

 平成 17 年度には、武蔵村山市商工会主

催ウォークラリーに合わせ「里山ふれあい

まつり」（現在の「里山秋祭り」）が開催さ

れ、公園の PR、ボランティア活動の紹介、

狭山茶の試飲、畑で収穫した蒸かしイモの

配布などで来園者をもてなしました。 

 

＜発展期（H18～H22）＞ 

 平成 18年度からは、公園管理を指定管

理者が行う現在の形式になり、西武・狭山

丘陵パートナーズが最初の指定管理者と

なりました。これに伴い、ボランティア活

動の仕組や内容も一新されました。「里山

春祭り」や「収穫祭」などが始まり、田ん

ぼイベントでは、岸田んぼ会がサポート役
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としてボランティアを支え、一般参加者の

募集や高校生の参加が始まったのもこの

年です。雑木林活動では、神明入の下草刈

り作業が高岡墓地に達しました。また、ボ

ランティアの夢を詰め込んだ里山絵図が

作られました。 

 平成 19年度からは、年度初めに登録ボラン

ティアオリエンテーションで幕を開け、「民家

便り」や「ボランティア歳時記」が創刊し、雑

木林活動の安全管理講習や手もみ茶体験も始

まりました。 

 平成 20年度は、継続を大幅に上回る新規ボ

ランティアの登録で、さらに大所帯となり、ボ

ランティアの自発的な企画による、藍染め、生

き物倶楽部、草取り隊、菜園隊、お茶隊などの

活動が立ち上がりました。雑木林は宮野入東・

西、神明入に加え、椿守の庭の手入れが始まり

ました。神明入では遊歩道整備が終わり、開通

式が行われました。 

 平成 21年度に新たに加わった活動は、里

山クラフト工房、伝統食伝えたい♪、それ

使い隊、里山 PRグッズ製作委員会です。ま

すます盛り上がるボランティア活動をお祝

いするように、野山北・六道山公園が、都

市公園コンクールで国土大臣賞を受賞しま

した。 

 平成 22年度も勢いは止まりません。蜂須

賀レンジャーによる写真集「東京里山物語」

が、名古屋で開催された COP10（生物多様性

条約第 10回締約国会議）で紹介され、ボラ

ンティア活動が世界に発信されました。ま

た、今度は、ボランティア活動自体が評価

され、公園ボランティアが都市緑化基金の

「緑の都市賞」を受賞しました。一方で、3

月に発生した東日本大震災の影響でボラン

ティア活動を自粛するという残念な出来事

もありましたが、伝統食伝えたい♪による

「とっておきレシピ」の発刊や、進化する

活動を象徴する新しい里山絵図の完成など

明るい話題もありました。 
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＜成熟期（H23～H27）＞ 

 平成 23年度から、西武・狭山丘陵パートナーズが引き続

き指定管理者となりました。登録ボランティアは 300名を超

え、雑木林では、宮野入の東・西地区は、それぞれ東の森・

西の森と名付けられ、丸山での活動が加わることが決まりま

した。コンセプトは「みんながのぼって楽しみ学べるお山」

です。この年度は、里山ガーデナー講座から派生した野の花

守り隊！が発足し、PRグッズ製作委員会監修による、ボラ

ンティアたちの手で作られた「里山かるた」が完成しました。

生き物倶楽部は、一年の成果を発表する「生き物発表会」を

初めて開催しました。 

 平成 24年度以降も活発な活動が展開され、

25年度の雑木林活動では、都の整備が入った

丸山で散策路整備などが本格化しました。ま

た、同年度は、生きもの倶楽部編集による「シ

ダガイドブック」の発行やボランティアの撮

影したお気に入り写真展が始まりました。26

年度には、登録ボランティアが 400名を超え、

ますます充実していくボランティア活動に注

目が集まるようになり、27年度には、公園や

ボランティア活動に対し民放 2局の取材があ

り、TV放映されました。 

 質・量ともに充実したボランティア活動は、

これからも、民家を拠点とする里山の風景づ

くりに大きく貢献していくことでしょう。 

 

（H17までは記録なし） 
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６． 15 周年記念里山秋祭り 

 

平成 28 年度の秋祭りは、里山民家誕生 15 周年を記念して、スペシャルプログ

ラム満載のイベントを企画しました。 

イベント実施に当たっては、 

①15 年の歴史を振り返り、未来へとつなげよう★ 

②地域と人のつながる場を作ろう♪ 

③一期一会、出会いの大切さを伝えよう！ 

という、3 つの目的を設定し、ボランティア自らも楽しむことをテーマに掲げまし

た。 

 １０月１６日、日曜日は、天候にも恵まれ、900 名を超える来園者の方たちにも、

里山の魅力を満喫していただけました。 
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里のお土産コーナー 

オカリナの演奏 

ご案内所 

ボランティアとスタッフが、一期一会の思いから、来園者の

みなさんを、笑顔でおもてなししました。 

 竹で作ったお箸などボランティアの力作や、サポー

ター基金で作った 15 周年記念マイボトルなど、バラ

エティに富んだ里山のお土産を用意しました。 

 春祭り、秋祭り、収穫祭とサポートの経験者が増え

て、来園者の対応もスムーズにできるようになりまし

た。 

ボランティアのお子さんがみかんの袋詰めを手伝っ

てくれたので、たいへん助かりました。 

休憩所＆魅力発信コーナー 

 毎年「里山ぬり絵」を楽しんでもらっていましたが、今年

は１５周年でイベントも多く、休憩コーナーで案内も兼ねな

がらの「しおりのぬり絵コーナー」としました。 

里山には当り前のように見られるススキも普段は手にする

ことが出来ないので、しおりと共に喜んでいただけました。 

 ふんごましぇえ！ようこそ、里山へ。 

里山のことなら何でも知っている（？）ボランティアの

精鋭たちが、来園者のみなさんを明るい笑顔でお迎えしま

した。 

イベント資料の配布から会場のご案内など情報の発信基

地として、また相談窓口として、秋祭りを支えました。 

 音でのおもてなし。この里山でのお祭りには欠かせないＢＧ

Ｍとして定着しています。 

時の流れを忘れさせるようなやさしいメロディーが、懐かし

い風景に溶け込むように流れます。 

駐輪場 

 西多摩マウンテンバイク友の会の皆さんには、来園

者用駐輪場の管理のほか、公園内でのマナーアップや

秋祭りの広報にと走り回っていただきました。 
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里山クラフト 

昔のあそび 

マキ割り体験 

 このコーナーを担当した活動グループは、「里山ク

ラフト工房」です。 

毎回物作りが好きな仲間が集まり仲良くワイワイ楽

しく活動しています。 

秋祭りでは、お子さんたちに、里山産のいろいろな

材料を使った簡単なクラフト作りで喜んでもらいまし

た。 

その様な活動を通して里山に興味を持ち、好きにな

ってほしいなと思っています。 

また、里のお土産コーナーにも、竹箸などの作品を

提供させてもらいました。 

 このコーナーは、「雑木林」グループ

が担当しました。 

 メインの薪割り体験では、小さなお子

さんにも安全に楽しんでもらえるよう

に、普段の活動同様にＫＹ（危険予知）

をしっかり行いました。 

 まき割り後のお楽しみも、ペンダント

作り、どんぐりミニボーリング、的あて

など盛りだくさんの企画で、精いっぱい

のおもてなしをしました。 

 この日体験した子供たちの中から、将

来雑木林の活動の担い手となる人が現れ

るかもしれないですね。 

けん玉やコマ回し、お手玉など、昔

の懐かしい遊びを用意しました。 

昔子供だった人たちからは、「子供

の頃に遊んだおもちゃ等があり、とて

も楽しかった」という声が聞かれまし

た。 

里山ならではのなつかしい遊びや体験を、来園者の方と一緒

になって楽しみました。 
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村山大島紬試着体験 

サツマイモと狭山茶のふるまい 

かまどの実演 

昔の農具体験 

稲刈りの終わった田んぼと収穫した稲を干

した稲架（はざ）を背景に、昔ながらの足踏

み脱穀機と唐箕による脱穀・選別作業を体験

してもらいました。 

幼少の頃、実際に経験された方が昔を懐か

しむ一方で、子供たちは興味をもって楽しん

でくれました。毎日頂いているお米の大切さ

もわかってもらえたようです。 

今回初めての企画です。みなさん村山大島紬を初

めて着る方ばかりで、散歩に出て写真を撮るなど着

物姿を楽しんでいただけました。着付けをされた先

生を始めボランティアの皆さんの協力により、手早

い着付けや変り帯結びが出来ました。 

里山の恵みをふるまったり、昔のくらしを体験してもらうこ

とで、次の世代に里山文化を伝えます。 

 このコーナーは「伝統食つたえたい♪」

が担当しました。 

 地元に伝わる四季折々の行事での伝統

食づくりを学んでいるグループです。 

 この日ふるまったサツマイモは、「畑」

グループの活動の成果です。狭山茶は、

地元農家の協力を得て「お茶隊」が収穫

したものです。 

 おいしいものを食べると誰もが笑顔に

なります。そんな笑顔がうれしくて、私

たちはこの活動を続けています。 

 里山民家の竈（かまど）は、ただの展示物で

はありません。雑木林の間伐材の薪を使ってお

米を炊くなど、里山の恵みを活用するために欠

かせない重要アイテムです。 
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母屋ミニガイド♬ 

歴史探検スタンプラリー 

１５周年記念展示 

幅広い年代の人たちに、里山や民家の歴史などを、楽しみな

がら学んでもらいました。 

母屋の歴史や魅力を、常駐の民家スタッフがわかり

やすく説明しました。 

日頃の活動で慣れ親しんでいるボランティアから

も、意外な発見がありとても勉強になったという声が

聞かれました。 

これまでのスタンプラリーとは、少し趣向を変え

て、5 か所のポイントをめぐり、スタンプとクイズ

の答えを集めながら、里山の歴史を学んでもらいま

した。また、ボランティアと交流してもらう仕掛け

も用意しました。 

民家を離れ、田んぼや丸山の上まで回ってもらい

ましたが、たくさんの皆さんが元気にゴールまでた

どり着きました。 

見事ゴールされた方にはくじを引いていただき、

里山の恵みをプレゼントしました。 

参加者の皆さんには、何かしら里山の魅力を発見

していただけたことと思います。 

同じく母屋の中（馬屋）では、民

家建設時の様子などの写真パネルや

ボランティア活動の紹介などの記念

展示が行われました。 

活動紹介パネルでは、それぞれの

活動に関わっているボランティアの

顔イラストとともに、短いながらも

臨場感のある生のコメントが紹介さ

れました。 
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私のお気に入り写真コンテスト 

蔵の展示 

里山の生きもの展示 

 ボランティアが撮影したお気に入

りの一枚を集めた展示会を、初めて

野外で、また来園者に人気投票して

もらうコンテスト形式で行いまし

た。 

展示作品数も過去最高となり大好

評でした。屋内での展示と比べ、よ

り多くの方にゆったりと写真を鑑賞

していただけました。 

ボランティアが独自の目線でとら

えた里山の自然や活動の様子が生き

生きと表現された、素晴らしい作品

ばかりです。その瞬間をとらえた思

い出の一枚一枚は、今でも時間が止

まったままです。 

入賞作品 

里山の生きものやボランティア活動の様子などを、来園者の

方々に知っていただくための展示を用意しました。 

 瑞穂町のけやき館と耕心館により、鮮や

かでかわいい吊るし雛の飾りを展示！そし

て、狭山丘陵にある山野草クイズも開催♪

昔の町の様子が分かる写真も見ることがで

き、子どもから大人まで楽しみました！ 

 いつもは野外で活動している生き物倶

楽部ですが、秋祭りということで急遽ブ

ースを設けていただき参加いたしまし

た。ふだん地道に作っている生き物アル

バムやタデ科植物の生体展示、植物画、

観察会テキストなどを展示しましたが、

自分の好きな生き物を話す方や生き物に

ついて尋ねる方など、ふだん接すること

のない方々と生き物の話ができ、私たち

もとても楽しい一時を過ごすことができ

ました。 
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稲アート 

竹アート 

折り鶴アート 

里山を象徴する田んぼの風景の中に、この時

期ならではのアート作品を作りたいという思い

から、今回初めて「田んぼアート」作りに挑戦

しました。紙の上に「田んぼ」の平面図を作

り、パソコンでデザインし「杭」と「ロープ」

で縄張りをして刈り込みました。 

「15」の文字でしたが、皆さんわかりましたで

しょうか？ 

里山エリア全体を使って、ボランティアによる手作りの屋外

アートを展示しました。 

 里山の四季に合った折り紙づくりを体験してい

る「里山折り紙くらぶ」が担当しました。 

 15 周年イベントに向け、来園者の方の手も借

りて折りためた赤い鶴を、パネル上の「15」の

文字に、1羽ずつ貼っていただきました。 

赤い鶴で埋め尽くされ、インパクトあるものに

仕上がった「15」の文字に、たくさんのお祝い

の気持ちを感じ、温かい気持ちになりました。 

こうして盛大に 15年をお祝いできたのも、こ

れまでの活動に関わってきた一人一人の思いの積

み重ねがあったからこそですね。 

 クラフト工房では、ボランティア活動の拠点で

ある里山民家 15 周年をどのような活動で参加し

ようか話し合いを重ね、個々の技を寄せ合い全員

で一つのものを作り上げるオブジェを作ろうとい

うことになりました。 

 里山の材を活用し、クラフトの繊細な技も取り

込んだ竹のオブジェが、全員の事前準備もあり、

すばらしいチームワークで出来上がり、多くの来

園者の目を引きました。 
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田んぼミュージックライブ 

ヤギさんとのふれあい 

飲食販売エリア 

 狭山丘陵発祥バンド、ワイワイス

ティールバンドが登場。 

 里山エリア内を移動しながらの演

奏、最後は中広場で里山の秋を大い

に盛り上げました。 

 秋の空めがけ、さわやかに軽やか

に突き抜けていくようなスティール

パンの音色が印象的でした。 

来園者も熱心に耳を傾け、「すごく

雰囲気に合っていた」という感想を

いただきました。 

公園とゆかりのある多彩なゲストをお招きして、秋祭りを一

緒に盛り上げてもらいました。 

 地元の武蔵村山市と瑞穂町から、地元の食材

を使った軽食のお店が並びました。伝統食のう

でまんじゅうや、地粉を使ったお菓子、東京狭

山茶で作った紅茶など、どれもとても美味し

く、大人気でした！ 

 東京農工大「のたっと」の皆さんとともに、今

年もヤギさんがやってきました。 

 かわいい子ヤギとお母さんのペアは大人にも子

供にも大人気でした。 

 最初は恐る恐る子ヤギに触れていたお子さん

も、最後はお母さんヤギとも触れ合い、エサをあ

げられるようにもなりました。 

生後 1 月くらいの子ヤギさんがお母さんからお

っぱいを飲む姿は、ほほえましいものでした。 
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お祝いセレモニー 

仲間の楽しそうな表情が

撮れてよかったです 

笑顔、smile 微笑み

にあふれています 

写真撮りたい★ 
から一言 

新人からベテランまで同じボランティアの仲間として、里山

民家の 15 年を盛大にお祝いしました。 

 狭山茶でカンパイに始まり、１５をかたどった人文字の空撮で終わるお祝いセレ

モニーは記憶に残るものでした。みなさん、お疲れ様でした。 

みんなの力が一つになって、素

晴らしいお祭りになりました！ 

みなさんの素敵な笑顔が

とても良かったです！ 
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７． おわりに 

 

「里山民家１５年を記念して」 

 

東京都西部公園緑地事務所管理課 

 須﨑 久則 

  

月日の経つのは早いもので、里山体験施設の里山民家が開館して、１５年の歳

月が経過しました。現在も、多くの都民が来園し、ボランティアや地域団体が活

動して賑わっています。開館した平成１２年６月当時、私は野山北・六道山公園

管理所の職員として、里山民家も含めた公園管理を行っていました。 

その頃のエピソードのひとつとして、今は建設時とは少し違った形で利用し

ている里山民家の作業小屋について、こぼれ話をご披露させて頂きます。 

今後の施設管理のヒントとなれば幸いです。 

 

作業小屋は、現在、会議や講習会等に多くの皆さまに使われていますが、建築

時の建物内部は、板の間と土間が半々になっていました。当時、野山北・六道山

公園では、ボランティア養成のための里山教室（雑木林コース・田んぼコース）

を開催すべく準備を進めている中で、講義（座学）を行う場所の選定に苦慮して

いました。里山民家の母屋や公園管理所会議室等を検討しましたが、各施設とも

一長一短があることから、決定には至りませんでした。 

そこで、施設所有者である西部公園緑地事務所と調整し、作業小屋内部の土間

部分に仮設の床（取り外し可能な簀の子のようなもの）を設置し、既設の板の間

と一体となって利用できるようにしました。その結果、数十人が集まれる貴重な

施設として１５年間活用され、今後も多くの皆さまに愛用されていくものと考

えます。 

 

最後に、今まで里山民家や田んぼ等里山体験施設を含めた、野山北・六道山公

園の整備・管理・運営に携わった皆さまに感謝を申し上げるとともに、この貴重

な環境と施設を保全・利活用し、次世代に継承していきたいと思います。 
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「ありがとう」 

 

西武・狭山丘陵パートナーズ 

野山北・六道山公園所長 阿部誠治 

 

拝啓 里山様 

この度は里山民家さんの１５歳おめでとうございます。１５歳のお祝いで、

多くの方と一緒に里山民家さんと記念撮影できたのは良い思い出となりまし

た。 

また、四季折々の素敵なお便り、いつもありがとうございます。先日は、シ

ュンランの芽がちょこっと顔を出したところに出会うことができました。そん

な、ささやかな場面を言いたくなるのは、歳のせいか、里山さんに出会ったせ

いなのか、どうなんでしょうね。 

私が里山さんと出会って丸８年となります。その間、維持管理担当として 2

年、野山北六道山公園所長として通算４年、関わってきました。 

誤って貴重な植物を刈ってしまったり、支障枝を乱暴に剪定して不審者のよ

うに迫られたり、あそこにあの花が咲いたよと案内されては、あ、かわいいで

すね、とにやけてみたり。広く笹刈してみては、鳥がいなくなるじゃないかと

目くじらを立てたり、陸地化していく湿地を耕耘すれば、希少な埋土種子が芽

を出して、やっぱり自然はすげ～よ、この回復力！なんて、みんなで喜んでみ

たり。 

そんなことを繰り返しながら、３歩進んで２歩下がり、七転び八起きの人形を

イメージし、とにかく、里山さんを信じ、信じよう、信じるんだ、と自分を鼓

舞してみたり、みんなでわいわいとあ～だこ～だ知恵出して問答しながら、里

山さんをほったらかすのではなく、ふれあってきた、かなと思います。 

里山さんからの恵みを頂きながら、民家さんの周りでお祭りすると、多くの

老若男女の笑顔の輪が広がりますね。とても素敵なことだなあと感じます。里

山さんがいて、多くの人々の営みとにぎわいがあって、どちらも欠かせなく

て、どちらからも気にかけたり寄り添ったり、そんな雰囲気を次の世代へ引継

ぎたいです。多くの方が里山さんに関わっていくのを近くで拝見し、私自身に

も里山さんを想う気持ちが芽生えていくことは、恥ずかしながら、なんだか悪

くないなあ、と思う今日この頃です。 

里山さん、いつもいつもありがとうです。ずっとずっとありがとうです。 

敬具  



＜編集後記＞ 

民家生誕 15周年のイベント企画を、里山ＰＲグッズ製作委員会（以下、「ＰＲ

委員会」）にサポートしてほしいというスタッフからの相談が発端でした。里山の

広報係を自認するＰＲ委員会としては、何か役にたちたいと、アイデアを出させ

てもらい、ふるいに残ったのが記念誌作りでした。／当初は、秋祭りの思い出ア

ルバム的なものに、民家の歴史をトピック的に掲載できれば程度の考えでした。

しかし、いざ素材集めを始めると、色々なお宝資料が発掘され、記念誌のイメー

ジが大きく膨らみました。また、寄稿文（仲間たちの声）の執筆を依頼する際、

豊富な人材から候補者を絞り切れず、当初の想定より豪華な顔ぶれとなりました。

いっそのこと別編集で文集を作ろうかという意見も出ましたが、それは後のお楽

しみです。／本誌編纂を通じて分かったのは、この公園に集う経験や年齢の異な

る個性豊かなボランティアたちが、指定管理者のサポートを得て、楽しみながら

来園者をもてなし、そうした活動の積み重ねからボランティアの輪が着実に大き

くなってきたことです。もちろん、すべて順調だったのではなく、様々な問題を

地道に解決してきた結果でしょう。この先も課題はあるでしょうが、ここの公園

ボランティアなら、きっとうまく乗り切れるはずです。／本誌を手に取って何を

感じるかは、その人次第です。特に、これから仲間に加わる方には、この里山に

関わる人たちの思いを理解するための最適なガイドになると思います。／ＰＲ委

員会は、29年度より、広報・ＰＲを重視した「里山ＰＲ隊」として生まれ変わり

ます。記念誌作りを通じて里山でのボランティア活動の魅力を再認識したことが

きっかけでもあります。私たちの今後の活動にご注目ください。（ＰＲ委員会） 

 

◇参考にした資料・ホームページ 

・「狭山丘陵を未来へ」平成 28年 7月、武蔵村山自然に学ぶ会 

・「野山北・六道山公園マネジメントプラン」平成 27年 3月、東京都建設局 

・「月刊建設 2001年 8月号」、全日本建設技術協会 

・「里山民家案内チラシ」 

・HP 鈴木啓二/建築設計社のホームページ 写真：有限会社栗原写真事務所　栗原宏光 
=・HP 野山北・六道山公園｜狭山丘陵の都立公園へきてみて！～野山北・六道山公園だより 

 

◇協力いただいたみなさん（敬称略） ご協力ありがとうございました！ 

・写真撮りたい★  岩崎靖夫、二階堂和彦、本間通晴、前田紗恵子 

・写真、イラスト提供  井上和男（写真）、丹星河（イラスト） 

・「15周年記念里山秋祭り」コメント 

 井上和男、大倉靖、金澤哲男、木下千恵子、東海林節男、土生由美子 

宮本圭子、吉田幸夫 

・校正 吉田朝子 

 

企画・編集：里山ＰＲグッズ製作委員会（出雲隆盛、高津治） 

製作協力：西武・狭山丘陵パートナーズ（野山北・六道山公園スタッフ） 
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