自然環境を
自然環境を保全し
保全し、未来へ
未来へ引き継ぐ里山公園へ
里山公園へ
～野山北・六道山公園～

野山北・六道山公園のある場所では、山から湧き出す水と自然の
地形を活かし、古くから稲作や畑作が営まれていました。里山の恵
みは暮らしのすみずみで活かされ、畑に入れる堆肥や燃料用のたき
ぎを得るため、山も大切に手入れされていました。しかし人々の生
活様式が変わると、雑木林や谷戸は人手が入らなくなり、やがて残
土やゴミが捨てられ、すっかり荒れてしまったのです。
しかし、多くの人々の声もあり、東京都では昭和 48 年にこの

紙しばいで公園の歴史を紹介

場所を公園用地として確保し、昭和 63 年に野山北公園として開園。
平成 2 年には野山北・六道山公園となり、宮野入谷戸からは、なんと４ｔダンプカー9,000 台分の残土
やゴミを取り除きました。平成 18 年現在、面積約 141ha の広さをもつ、都立で最大の里山公園とな
り、公園ボランティアなど多くの人々の力を得て、里山の風景はかつての輝きを取り戻しつつあります。
～このコーナーでは連載で狭山丘陵の各都立公園の歴史を紹介していきます～

早春の
早春の雑木林へ
雑木林へ出かけよう！
かけよう！
レンジャーに聞く、自然の楽しみ方

雑木林を歩いていますと、いつも目にとまる何かがあります。春雪の帽子
をかぶったニワトコの冬芽を見ると、なんとなく可愛らしい顔に見えます
よ。どこにでもある、何のへんてつもないニワトコでも、「春だよ！」と言
っているようだから。そして花が咲き、赤い小さな実をつけて．
．．季節の移
り変わりとともに、ニワトコも成長します。
乾いた尾根などにある、ネジキという木の若枝は何故か赤いのです。昨年
伸びた一年生の枝だけが赤く、冬の間も目立ちます。「寒くて赤くなるのか
な？」と思って触ると、赤い枝だけが柔らかくしなります。昔の人はアカン
ボーと呼んだそうです。
ニワトコの芽

春一番に咲く花は、背の低い木です。小さな薄いピンク色で、恥ずかしそ

うに下を向いて咲くウグイスカグラ。もう「咲いているかなぁ？」と探しながら歩いて見つけた時、私
は何かほっとします。早春の雑木林を歩く楽しみ、それは「ああまた会えた！」と言いながら、歩いて
いけることだと思います。
（浅倉レンジャー）

3～5 月のイベントカレンダー
イベント名

日時

集合場所／参加費

野山北・
野山北・六道山公園 （野山北・
野山北・六道山公園管理所；
六道山公園管理所；武蔵村山市三ツ
武蔵村山市三ツ木 4-2
ガイドウォーク：
3/9・23、4/13・27、5/11・25
ガイドウォーク
パークレンジャーによる自然観察。

わら細工教室
わら細工教室（
細工教室（年間登録制）
年間登録制）：

（第 2･4 日曜に開催）

Tel：
Tel：042042-531531-2325）
2325）

13：30-14：30

<対象>わら細工を学び伝えたいと考える方（毎月 1 回、全 12 回の連続講座）

さまざまなわら細工の技術を学びます。

4/20(日)

日本の文化を次世代に伝えましょう！

スタート

10：00-15：00

主催者／問合せ

締切 3/26

里山民家前

野山北・六道

／参加費無料

山公園管理

里山民家前

所

／3,000 円(保険
未加入者は保険
料 600 円)

里山ナチュラリスト
里山ナチュラリスト講座
ナチュラリスト講座：
講座 つみたての野草を楽しもう。

里山民家前

‘おいしい’春の野草散策

4/29(火・祝)

10：00-15：00

里山春祭り
里山春祭り：創って、聴いて、見て、感

5/4(日)～

10：00-15：00

じて･･･あなたの春を見つけてください♪

5/5(月・祝)

締切 4/15

／1,000 円
里山民家前
／参加費無料

里山ガーデナー
里山ガーデナー講座
ガーデナー講座：
講座 里山の風景づくりを考えながら、植物や生き物との関わりを学びます。講師

里山民家前

は「小さなビオトープガーデン」著者の泉健司氏。

／1,000 円

はじめよう！里山ガーデナー

5/6(火・祝)

10：00-15：00

締切 4/22

手もみ茶
もみ茶づくり：
づくり <対象>小学生高学年～大人

5/11(日)

9：30-17：00

締切 4/25

新茶を摘んで手もみでお茶を作ります。

／500 円

里山スローライフ
里山スローライフ講座
スローライフ講座 「春夏編～
春夏編～青竹で
青竹で風情と
風情と涼を楽しむ」
しむ」：

<対象>小学生高学年～大人

里山民家前

自然とともに、ゆったり過ごそう。思いつくままに創ってみよう。講師は長野修平氏。
第1回

里山民家前

竹の器で里山を愛でる

（竹の花器、里山の竹盆栽）

5/25(日)、

10：00-15：30

6/14(土)

（連続講座）

／1,800 円

締切 5/9

田んぼ体験
んぼ体験：
体験 東京の里山でお米作りに挑戦してみませんか。※申込方法は往復はがきのみ

里山民家前

田んぼ体験（年間登録制）
（全 8 回）

4/19(土)ｽﾀｰﾄ 10：00-15：00

締切 3/24

／年間登録：

田植え体験

6/7(土)

締切 5/16

10：00-15：00

600 円＋実費、
田植え：100 円

狭山公園 （狭山公園管理所；
Tel：
狭山公園管理所；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
ガイドウォーク：
3/2・16、4/6・20、5/4・18
狭山公園管理所
ガイドウォーク
パークレンジャーによる自然観察。

（第 1･3 日曜に開催）

13：30-14：30

前／参加費無料

親子自然あそび
：<対象>0-2 歳児とその親
親子自然あそびプログラム
あそびプログラム「妖精たちの羽を広げて」
プログラム

狭山公園管理所

春から初夏へのそれぞれの季節を、子ど

4/26(土)、5/25(日)、6/28(土)

前／参加費大人

もと一緒に楽しもう！全 3 回の連続講

10：00-12：00

600 円、子ども

座。講師は峯岸由美子氏、丹星河氏。

（連続講座）

子どもの日
どもの日イベント：
イベント

5/5(月・祝)

締切 4/14

狭山公園管
理所

は無料

10：00-15：00

狭山公園管理所

里山こいのぼりを作ろう！

前／参加費無料

申込方法
：当日、集合場所へ直接お越し下さい。

：事前に申込
申込が
往復はがき
ホームページにてお申込下さい。
申込が必要です。往復
必要
往復はがきまたはホームページ
はがき
ホームページ

【往復はがきから…】1.
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.きてみてを見て
1.
2.
3.
4.
上記 1～4 を明記の上、イベントを申込む公園の管理所あてにお申込ください。

野山北・
4-2） 狭山公園管理所（東村山市多摩湖町
3-17-19）
野山北・六道山公園管理所（武蔵村山市三ツ木
六道山公園管理所
狭山公園管理所
【ホームページから…】イベント情報ページから申込希望イベントの詳細ページをご覧になり、申込フォームからお申込下さい。
ホームページアドレス
※

応募多数の場合は、抽選となります。 ※

http://www.sayamaparks.com/event/

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

お知らせ
平成 20 年度野山北・
年度野山北・六道山公園
登録ボランティア
登録ボランティア説明会
ボランティア説明会
3/16（日）13:30～16:30、野山北・六道山公園内里山
民家で。申込は往復はがき・FAX で公園ボランティア事
務局へ（〒208-0031 武蔵村山市岸 2-32 里山民家、
FAX042-531-5121）。ホームページでも申込可。締切
は 3/7。ご興味がある方は、お気軽にご参加下さい！

メールマガジンはじまります
メールマガジンはじまります
狭山丘陵の都立 4 公園のメールマガジンを、3 月下旬
からパソコン用のメールにて皆様にお届けします。内
容は公園ニュース「きてみて！」の紹介やイベント・
見ごろの情報など。3 月下旬より公園ホームページや
園内掲示板にて登録募集のお知らせを行います。
お楽しみに！

狭山丘陵の都立公園（野山北
野山北・
野山北・六道山公園／
六道山公園／狭山公園／
狭山公園／八国山緑地／
八国山緑地／東大和公園）で、自然観察などのイベントを開催されるボランティア団体等の方は、各公
東大和公園
園の管理所までお問合せ下さい（東大和公園、八国山緑地は狭山公園管理所へ）。上記のイベントカレンダーや、狭山丘陵の都立公園オフィシャルホームペー
ジにてご紹介します（都合によりすべての情報を掲載できないこともあります。ご了承ください）。
このニュースは再生紙を使用しています

