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2 3

ここには里山をこよなく愛する人たちがいます。

ここには生き生きと活動するボランティアの姿があります。

田んぼから聞こえる子供たちの声

畑で鍬を振り上げ土に語りかける人たち

ヘルメットをかぶり鎌を持って雑木林と話をする人たち

自分の背よりも高い雑草とにらめっこをしている人たち

小径の草花と楽しそうに話をしている人たち

小さな生き物や花たちに観察されている人たち

藍の生葉から生まれた鮮やかな色に見入る人たち

藁や竹と遊んでいる人たち

お茶やみかんを摘む人たち

小麦と菜園に魅了されている人たち

伝統行事や伝統食を楽しんでいる人たち

さまざまな里の恵みを何に使おうかいろいろ考えている人たち

里山の魅力を遊びを通して伝えようと頑張っている人たち

イベントのお手伝いで自分が一番楽しんでいる人たち

みんなみんな

自然と一体になって汗を流す人たちです。

みんなみんな

地域と一体になって文化と伝統を守り育てる人たちです。

みんなみんな

公園にくる人を楽しく幸せにしてくれる人たちです。

そこには人と自然の出会い、そして人と人との出会いがあります。

いつもみんなの笑顔があります。

公園の風景を作る楽しさがあります。

忘れていた何かがみつかるところです。

暑いときも、寒いときも

いつのまにかたくさんの仲間があつまって、何かをしている

そんなすばらしい里山をこよなく愛する人たちの一年間の歳時記です。

里山つれづれ
～自然と出会う、人と出会う～
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新芽が芽吹き始めた新緑の里山では、

一斉に活動がスタート！春
年度初めの顔合わせもばっちり

今年も一年よろしくお願いします

初心に戻って、

安全管理と基礎を

しっかりと学びます

親子で力を合わせて

おいしいお米づくりの第一歩

力を合わせて春の恵みを収穫

愛らしい笑顔も大豊作♪

狭山丘陵名産“ 狭山茶 ”の

手もみ茶づくりに挑戦

講師も認める熟練の技へと成長

春が来ると疼きだす

生き物・植物が大好きな

みなさんです

野の花再生

プロジェクト

民家の庭プロジェクト

2 大プロジェクトが着々と進行中

里山ガーデナーから名称を変更しました

野の花をたくさん咲かせるために大奮闘！

ボランティア
オリエンテーション

田んぼ

荒起こし

種まき

雑木林
安全管理講習

生き物倶楽部

野の花守り隊！

お茶隊

竹林整備

うず

ウグイスカグラ

シュンラン

チゴユリ

カタクリ

ジャコウアゲハ
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子どもも大人も泥だらけ！初夏
代かき

田植え

小麦隊

脱穀刈り取り

村山名物
“かてうどん”づくり

里山春祭り
力強い和太鼓の音色、陽気なリズムの

アフリカン太鼓、オカリナの澄んだ音を

受け、こいのぼりが気持ち良さそう♪

2 日間でのべ 1,000 人程の人々が訪れ、

賑やかな春の里山の一日となりました。

子どもたちの数だけ個性豊かな

“ 里山こいのぼり ”
現代っ子も大はしゃぎ“ 昔あそび ”

丁寧に教えてくれる“ 折り紙 ”

息ぴったり“ 草餅つき ”

“ オカリナの

演奏 ”

“ 丸太切り体験 ”

“ 麦秋 ”を迎える初夏、小麦は

刈り取りの季節です。刈り取っ

た小麦は約2週間後に「脱穀」。

更に 2 週間程乾燥させて、

里山産の小麦粉の出来上がり！

地粉を使って打ったうどんは、

コシがあって最高！里山産

の地粉は茹でまんじゅうや

すいとんにも大変身♪

メレンゲのような

シュレーゲルアオガエルの卵！

シュレーゲルアオガエル
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今年の夏は暑かった！夏

選択的除草はこの季節が勝負

どろんこでもたのしーい！

畑で育てた藍を使って、生葉染め

今年はこんなに鮮やかに染まりました！

ゴーヤで緑のカーテン

民家の風景にあった野菜づくりをしています

七夕飾り

22 体の案山子が田んぼを見守ってくれました

“里山でマルマルモリモリ

おにぎりんもいっしょだよ”

草とりたい！

田の草取り

藍

菜園隊

案山子づくり

案山子コンテスト

今年の優勝案山子！　

ツリフネソウ

ヒメアカタテハ

キイトトンボ
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みんなで里山の恵みを大収穫！秋

未来の雑木林を育てるために、

地域の子どもたちと一緒に苗を植えました

どんぐりの苗を植えよう！

雑木林
雑木林の活動では、植物調査を行い、

「どんな雑木林にしていこうか？」という

目標設定や作業計画まで、みんなで話し

合って進めています。

今年は、丸山のコンセプトワークを実施。

「みんながのぼって楽しみ学べるお山」

に決定しました。平成24年度は、本格的

に手入れを進める予定です！

伐倒 下草刈り

丸山

植生調査

稲刈り

土曜子ども講座
田んぼ作業を中心に

年間を通して元気いっぱい

活動してくれました

脱穀

昔ながらの“足踏み脱穀機”と

“唐箕”を使います

四季折々の里山らしい折り紙で

華やかに飾ります

里山折紙くらぶ

とうみ

ヤマジノホトトギス

キンラン
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深まる里山の秋晩秋
みかん狩り

みかん畑の手入れ

里山秋祭り
2 日間でのべ、1,000 人以上をおもてなし。雨天

の影響で例年より少なめの参加者数でしたが、

ボランティアも余裕を持って楽しみました。

「それ使い隊」による“花炭づくり”など各コーナー

大人気でした。

“里山トトロ”

設計から組み立てまで

みんなで考えました！

初の試み“自転車広報部隊”

園内を走って、里山秋祭りを PR

ボランティアの技が光る“実演コーナー”
子どもだけでなく、

大人も楽しめる“里山ぬりえ”

畑ではダイコンとサトイモが大豊作！

たくあん漬けにも挑戦しました

五穀豊穣・子孫繁栄を願い、

神様にお供えします

“里山手づくり小舎”

公園ボランティアの作品が

所狭しと並びます

里の恵みを活かしたクラフトづくりを行っています

力作が並んだ“ 里のお土産コーナー”は大好評でした

村山みかんは、甘酸っぱくて

みんな大好き！収穫量は 1トン

を超え、収穫祭などで来園者

に振る舞われました

畑

亥の子のぼたもち

里山クラフト工房

ノビタキ
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せいろ
仕上げに茅を刈り、

整えます

収穫祭
田んぼの 1 年を締めくくる里山三大祭の

一つ。里山の恵みをたくさんの人と分か

ち合い、感謝する1 日です。今年は例年

より多い 482 名の参加者！！

チケット制を導入するなど、新しい試み

で例年よりもスムーズにおもてなしするこ

とができました。

ボランティアの丁寧なサポートの下

子どもたちも“餅つき体験”

茅葺き屋根の葺き替え
里山民家の完成から10年以上が経ち、

屋根の傷みが目立つようになってきまし

た。その傷んだ部分の茅を差し替える、

“葺き替え”工事が行われました！

“餅まるめコーナー”では

子どもボランティアが大活躍！

“かまど”

全部で 32 蒸籠を蒸した、

影の立役者たち！

“岸重松囃子保存会”による足踊り

閉会式では、

公園ボランティアに感謝状

一年間お疲れ様でした！

作業工程

「職人さんに聞いてみよう！」

“苔おろし”の作業

表面の苔や傷んだ茅を

取り除きます

隙間に新しい茅を

差し込んでいきます

“棟”の部分は、茅の上に杉の

皮を葺き、竹で覆っていきます

古い茅と新しい茅を

突き均します

特設デッキに上り、間近で伝統の技術を

見学するイベントを開催

1 3

64 5

2

すっかり見違えました！

これからもよろしくお願いします

古い茅を引き出し、

傷んだ茅を取り除きます

かや ぶ

むね

こけ

なら

すっかり見違えました！

これからもよろしくお願いします
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今年は雪が何度も降りました冬
しめ飾り

門松づくり

すす払い

竹林から竹を切り出し、

一年の感謝の気持ちを込めて大掃除

子どもたちも

元気にお手伝い

新年を迎えた里山では、

子どもたちが昔ながらの遊びやもちつきに挑戦

まゆ玉飾りづくり

山の神

えびす講

伝統食つたえたい♪

里山産の材料を活用して、立派な門松のできあがり

「岸まゆ玉保存会」のみなさんにご協力いただき、

立派なまゆ玉飾りができました

日頃の感謝を込めて、

雑木林アドバイザーの松井氏に

祝詞をあげていただき、

活動の無事をみんなで祈願しました

一年の無事と五穀豊穣を願い、

“恵比寿様”“大黒様”をお祀りします

お正月遊び

地元に伝わる年中行事に合わせ、

四季折々の伝統食をつくり

来園者に振る舞うなど、

伝統を次の世代へ伝える活動をしています

のりと

ジョウビタキ

モズ

ルリビタキ
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里山学校 里山には自然と文化を

学べる機会がたくさんあります

一年を通してじっくりとわら細工を学び、

伝統文化を伝えるボランティアを育てます

鶴

龍

里の恵みを活かしたライフスタイルを提案・実践する講座です

材料を採取し、加工して仕上げるまでの流れをじっくりと学びます

流しそうめん 竹のサラダトング

オギ（ススキの

仲間）のほうき

雑木林の管理・保全を行うボランティア養成講座です

雑木林の成り立ちや保全計画づくり、手入れ方法など、

林を守り、育み、活かす技術を体系的に学びます

里山にはどんな自然があるのかな？

どんな生き物が暮らしているんだろう？

レンジャーと一緒に探検に出かけよう！

バッタの追い込み漁 葉っぱじゃんけんと森のペンダントづくり

わら細工教室　講師：尾崎亨さん

里山スローライフ講座　講師：長野修平さん

雑木林マイスター入門講座
講師：松井一郎さん、平城尚史さん

親子里山学校
～里山キッズレンジャー～

冬編夏編

てくてく自然観察
ウォーキング
春・夏・秋の年に３回、“ 生き物倶楽部 ”

主催の自然観察会です。公園内を散策し、

それぞれの季節の野草を中心に、わか

りやすく、丁寧に解説してくれます

ウンモンテントウ
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活動アラカルト

たくさんの人の

想いが詰まった

“里山かるた”
子どもたちに大人気“里山すごろく”

都立武蔵村山高校

東京農工大学 東京学芸大学

都立瑞穂農芸高校（全日制）都立瑞穂農芸高校（定時制） 都立昭和高校

西多摩MTB友の会

里山PRグッズ制作委員会

里の竹細工 民家周りの手入れ

湿地の管理

自転車をこよなく愛す

る力持ち集団。各季

節イベント協力や園路

整備、外来種の引き抜

きなどに協力してくれ

ています。地元瑞穂

町を中心に活躍中

高校生奉仕体験活動
今年もたくさんの高校生が里山の風景

づくりに大きな力を発揮しました。外

来種の引き抜きや雑木林の下草刈り、

田んぼの草取りや稲刈りに大奮闘！

湿地は様々な生き物が暮らす大切な場所です

しかし、手入れをしないと遷移が進み、陸地化し

てしまいます。湿地の管理に携わるボランティア

とスタッフで定期的にミーティングを設け、湿地

管理に取り組んでいます

里山の竹を活用して、箸やバターナイフ・へらを

作り、来園者に楽しんでもらっています

救急法講習
普段の生活ではもちろんですが、活動

中の“ もしも ”のために、心肺蘇生法

やAEDの使用方法について学びました

活動で使用する道具や里山民家周辺の環

境を整備し、みんなが気持ち良く活動で

きるようにしています

公園の魅力をもっとたくさんの人に伝えたいと、

里山オリジナルグッズの企画・制作をおこなっています

大学生の
体験実習

タカアザミ

ウラナミアカシジミ
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平成 23年度野山北・六道山公園 ボランティア活動一覧 

のべ参加者数 8, 018名！  
＜登録ボランティア（登録数311名）＞               ＊平成23年 2月末日現在 

項目 内容 回数 参加人数 

雑木林 

＜雑木林安全管理講習＞森林整備活動の安全、雑木林ボランティ
アとしての基本的な心構え、熱中症･蜂対策、伐倒上の安全管理 

6 190 

1,254 
＜宮野入東の森＞下草刈り、粗朶柵の整理、植生調査 19 305 
＜宮野入西の森＞下草刈り、伐採、粗朶柵の整理、植生調査 18 309 
＜神明入＞下草刈り、枯損木処理、植生調査、コナラ実生苗採取 16 280 
＜丸山＞下草刈り、そだ柵作りなど 5 58 
＜その他＞ヘルメットの片づけ、準備など、奉仕体験活動サポート 52 112 

 

畑 
各種苗の植え付け・種まき・追肥・土寄せ・収穫、堆肥
天地返し、草取り、小麦隊サポート、耕運 38 259 

 田んぼ 

＜田んぼスタッフ＞田んぼスタッフミーティング、学習
会、荒起こし、代かき、稲の種まき、田植え、陸稲の植え替え、草取
り、案山子づくり、稲刈り、脱穀、奉仕体験活動サポート 

19 107 
289 

＜田んぼボランティア＞荒起こし、稲の種まき、代かき、田植え、
高校生奉仕体験活動サポート 20 182 

自然 

＜野の花守り隊！＞野の花再生プロジェクト（苗植え、選択的
除草など）、民家の庭プロジェクト（苗植え、草取り、剪定など） 

45 192 

942 
＜草とりたい！＞選択的除草、湿地管理･整備、「椿守の
庭」・「雅の間（オドリコソウ群生地）」の手入れ 140 205 

＜生き物倶楽部＞自然観察、NACS-J植物調査、「てくてく自然
観察ウォーキング」の開催、湿地整備、観察会の開催、水草水槽の手入
れ、民家展示パネルの張り替え 

94 545 

農芸と 恵み 
 

＜わら細工教室（講師ほか）＞わらぞうり、なべしきなど 12 107 

595 

＜藍＞畑づくり、草取り、種まき、生葉染め、種取り 20 80 
＜里山クラフト工房＞花立など竹細工づくり 12 164 
＜お茶隊＞手もみ茶イベント準備･当日サポート、手もみ
茶・簡単茶・釜炒り茶づくり、茶園整備 8 44 

＜里の竹細工＞竹のバターナイフ・へらづくり 32 59 
＜その他＞竹林整備、みかん狩り 4 141 

 民家 

＜菜園隊＞堆肥切り返し、耕運、苗の植え付け、ゴーヤ柵作り･補修 29 38 

508 

＜伝統食つたえたい♪＞柏餅、茹でまんじゅう、亥の子のぼたもち、
まゆ玉、えびす講、さつま団子、草もちなど伝統行事や伝統食 30 207 

＜小麦隊＞種まき、麦踏み、刈り取り、脱穀、かてうどんづくり 5 52 
＜里山折紙くらぶ＞七夕飾り、季節の折り紙づくり 16 117 
＜園路補修＞研修林先園路補修 4 9 
＜民家周りの手入れ＞一輪車パンク修理、堆肥柵補修など 21 25 
＜その他＞夏の安全対策講習、すす払い、門松づくり、餅つき体験など 11 60 

 広報・裏方 
＜里山 PRグッズ製作委員会＞里山かるたミーティングなど 2 7 

58 
＜その他＞ボランティア説明会・各研修サポートなど  12 51 

イベント協力 季節イベント・講座の前日準備、当日サポート 39 541 

ボランティアミーティング オリエンテーション、ミーティング、ボランティアミーティング 13 351 
管理運営協議会 野山北・六道山公園ボランティアとして参加 3 6 

 のべ人数 4,803名 
 
 

 

 
 
＜体験ボランティア＞ 

項目 内容 回数 参加者数 
じっくり田んぼコース 年間登録：荒起こし～収穫祭 9 216 
東京の里山で田んぼ体験 田植え、草取り、案山子づくり、稲刈り、収穫祭 5 613 
のべ人数                                       829名 

 

＜学校ボランティア＞ 
学校名 内容 回数 参加者数 

都立武蔵村山高校 
1年生：奉仕体験活動 

外来種引き抜き、田の草取り、稲刈り、ゴミ拾い 8 1,167 

都立瑞穂農芸高校 
1年生：奉仕体験活動 

全日制：田の草取り、稲刈り（緑米） 4 119 
定時制：下草刈り、稲刈り（あゆみ） 3 354 

都立昭和高校 下草刈り 2 76 
東京農工大学自主ゼミ「のたっと」 やぎさんふれあいコーナー実施 1 8 
東京農工大学 下草刈り 1 18 
東京学芸大学 緑地環境論野外実習 1 24 
のべ人数  1,766名 

 

＜団体連携＞ 
団体名 内容 回数 参加者数 

里山すみれの会 絵手紙の作成・展示の張り替え  11 88 
西多摩ＭＴＢ友の会 里山祭り・収穫祭サポート、セイバンモロコシ引き抜き、園路整備 7 103 
東村山土曜子ども講座 田植え、民家前湿地の選択的除草、田の草取り、稲刈り 4 76 
幼児教室すずめ 菜園の芋掘りと公園散策 1 32 
桜ヶ丘公園雑木林ボランティア 田んぼの苗とり 1 3 
岸まゆ玉保存会 まゆ玉飾りづくり 1 8 
高根愛高会 高根遊歩道の整備 3 95 
のべ人数      425名 

 

＜NPO／企業ボランティア＞ 
団体名 内容 回数 参加者数 

セブン－イレブン記念財団 下草刈り 1 57 
三菱商事株式会社 「環境・CSR教育研修」下草刈り予定が、雨天の為公園散策に変更 1 9 
NPO／企業ボランティア ボランティア活動、イベント 17 34 
のべ人数   100名 

 

＜インターン＞ 
団体名 内容 回数 参加者数 

インターン ボランティア活動、イベント、民家サポート 92 94 
 

＜季節イベントボランティア＞ 
内容 回数 参加者数 

里山秋祭りサポート 1    1名 
 
 

＜協力団体＞ ＊五十音順 
 岸重松囃子保存会（収穫祭）、岸田んぼ会（田んぼ活動）、岸まゆ玉保存会（まゆ玉づくり）、岸自治会（須賀
神社例大祭、里山秋祭りなど）、里山すみれの会（里山秋祭り）、日本野鳥の会奥多摩支部（ヱヶ入保全作業）、
飯能太鼓同好会（里山春祭り）、武蔵村山自然に学ぶ会（横田・カタクリの沢・ヱヶ入・大将山保全作業）、 
村山太鼓むつき会（里山春祭り） 

 ＜アドバイザー・講師＞ ＊五十音順 
・泉健司氏（植物生態コンサルタント：里山ガーデナー） 
・長野修平氏（ネイチャーワークス：恵みの利活用） 
・平城尚史氏（NPO法人地域自然情報ネットワーク：雑木林活動） 
・廣井敏男氏（協議会アドバイザー：里山全般） 
・牧野ふみよ氏（NPO法人 GreenWorks：里山ガーデナー） 
・松井一郎氏（森林インストラクター：雑木林活動） 

  ・山本正美氏（東京狭山茶手揉み保存会：お茶隊） 
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＜お茶隊＞手もみ茶イベント準備･当日サポート、手もみ
茶・簡単茶・釜炒り茶づくり、茶園整備 8 44 

＜里の竹細工＞竹のバターナイフ・へらづくり 32 59 
＜その他＞竹林整備、みかん狩り 4 141 

 民家 

＜菜園隊＞堆肥切り返し、耕運、苗の植え付け、ゴーヤ柵作り･補修 29 38 

508 

＜伝統食つたえたい♪＞柏餅、茹でまんじゅう、亥の子のぼたもち、
まゆ玉、えびす講、さつま団子、草もちなど伝統行事や伝統食 30 207 

＜小麦隊＞種まき、麦踏み、刈り取り、脱穀、かてうどんづくり 5 52 
＜里山折紙くらぶ＞七夕飾り、季節の折り紙づくり 16 117 
＜園路補修＞研修林先園路補修 4 9 
＜民家周りの手入れ＞一輪車パンク修理、堆肥柵補修など 21 25 
＜その他＞夏の安全対策講習、すす払い、門松づくり、餅つき体験など 11 60 

 広報・裏方 
＜里山 PRグッズ製作委員会＞里山かるたミーティングなど 2 7 

58 
＜その他＞ボランティア説明会・各研修サポートなど  12 51 

イベント協力 季節イベント・講座の前日準備、当日サポート 39 541 

ボランティアミーティング オリエンテーション、ミーティング、ボランティアミーティング 13 351 
管理運営協議会 野山北・六道山公園ボランティアとして参加 3 6 

 のべ人数 4,803名 
 
 

 

 
 
＜体験ボランティア＞ 

項目 内容 回数 参加者数 
じっくり田んぼコース 年間登録：荒起こし～収穫祭 9 216 
東京の里山で田んぼ体験 田植え、草取り、案山子づくり、稲刈り、収穫祭 5 613 
のべ人数                                       829名 

 

＜学校ボランティア＞ 
学校名 内容 回数 参加者数 

都立武蔵村山高校 
1年生：奉仕体験活動 

外来種引き抜き、田の草取り、稲刈り、ゴミ拾い 8 1,167 

都立瑞穂農芸高校 
1年生：奉仕体験活動 

全日制：田の草取り、稲刈り（緑米） 4 119 
定時制：下草刈り、稲刈り（あゆみ） 3 354 

都立昭和高校 下草刈り 2 76 
東京農工大学自主ゼミ「のたっと」 やぎさんふれあいコーナー実施 1 8 
東京農工大学 下草刈り 1 18 
東京学芸大学 緑地環境論野外実習 1 24 
のべ人数  1,766名 

 

＜団体連携＞ 
団体名 内容 回数 参加者数 

里山すみれの会 絵手紙の作成・展示の張り替え  11 88 
西多摩ＭＴＢ友の会 里山祭り・収穫祭サポート、セイバンモロコシ引き抜き、園路整備 7 103 
東村山土曜子ども講座 田植え、民家前湿地の選択的除草、田の草取り、稲刈り 4 76 
幼児教室すずめ 菜園の芋掘りと公園散策 1 32 
桜ヶ丘公園雑木林ボランティア 田んぼの苗とり 1 3 
岸まゆ玉保存会 まゆ玉飾りづくり 1 8 
高根愛高会 高根遊歩道の整備 3 95 
のべ人数      425名 

 

＜NPO／企業ボランティア＞ 
団体名 内容 回数 参加者数 

セブン－イレブン記念財団 下草刈り 1 57 
三菱商事株式会社 「環境・CSR教育研修」下草刈り予定が、雨天の為公園散策に変更 1 9 
NPO／企業ボランティア ボランティア活動、イベント 17 34 
のべ人数   100名 

 

＜インターン＞ 
団体名 内容 回数 参加者数 

インターン ボランティア活動、イベント、民家サポート 92 94 
 

＜季節イベントボランティア＞ 
内容 回数 参加者数 

里山秋祭りサポート 1    1名 
 
 

＜協力団体＞ ＊五十音順 
 岸重松囃子保存会（収穫祭）、岸田んぼ会（田んぼ活動）、岸まゆ玉保存会（まゆ玉づくり）、岸自治会（須賀
神社例大祭、里山秋祭りなど）、里山すみれの会（里山秋祭り）、日本野鳥の会奥多摩支部（ヱヶ入保全作業）、
飯能太鼓同好会（里山春祭り）、武蔵村山自然に学ぶ会（横田・カタクリの沢・ヱヶ入・大将山保全作業）、 
村山太鼓むつき会（里山春祭り） 

 ＜アドバイザー・講師＞ ＊五十音順 
・泉健司氏（植物生態コンサルタント：里山ガーデナー） 
・長野修平氏（ネイチャーワークス：恵みの利活用） 
・平城尚史氏（NPO法人地域自然情報ネットワーク：雑木林活動） 
・廣井敏男氏（協議会アドバイザー：里山全般） 
・牧野ふみよ氏（NPO法人 GreenWorks：里山ガーデナー） 
・松井一郎氏（森林インストラクター：雑木林活動） 

  ・山本正美氏（東京狭山茶手揉み保存会：お茶隊） 
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きみも立派な
ボランティアだよ！


