コミュニティガーデナー活躍中
コミュニティガーデナー活躍中！
活躍中！
～狭山公園の花壇づくり～
「コミュニティガーデン」という言葉を聞いたことがあり
ますか。花壇づくりを通して、さまざまな人たちが出会い、
学び合い、楽しめる、
「地域の庭」という意味です。狭山公園
では、3 つの花壇が「コミュニティガーデン」として、公園
を訪れる人々の目を楽しませています。11 月に植替えした
ばかりの花壇には、
寒さに強いビオラやストック、
ノースポー
ルなどが明るく元気に咲き誇っています。昨年植えたクリス
マスローズも、そろそろ白く大きな花を咲かせるでしょう。
正門横のアカマツの下にある花壇をのぞいてみてください。
『ひとやすみ花壇』という看板が立っています。この名前は
花いっぱい、笑顔いっぱい！
「狭山公園ガーデナー養成講座」の受講生が考えました。散
歩やジョギングで通りかかる人たちが、「ほっ」と一息入れられる、和みの花壇にしたいという願いが
込められています。これらの花壇は「狭山公園友の会」のメンバーが手入れをし、講座受講生が花壇の
コンセプトやデザインを練るなど、多くの人たちの協力によって育まれています。来春には堤体強化工
事も終わり、ますます魅力あふれる狭山公園で、あなたも花いっぱいの公園づくりに参加しませんか。
＊「狭山公園ガーデナー養成講座 第 6 弾」は、来春３月に開講予定。
「狭山公園友の会」は裏面をご覧ください。

冬です 野鳥観察をはじめませんか
野鳥観察をはじめませんか。
をはじめませんか。
レンジャーに聞く、自然の楽しみ方

木々の葉が落ちた雑木林は見通しもよく、冬鳥たちも

シロハラ

やってきて、野鳥観察には絶好の季節です。
野鳥観察は難しいという声を聞くことがありますが、
しばら

例えば耳を澄まし、鳴き声がしたら歩速を緩めたり、暫

く立ち止まってみて下さい。すると野鳥も気にせず寄っ
て来ることもあります。大切なのは高価な道具よりも、
意識を鳥たちに向け、その行動を考えたり、想像したり
すること。それが今まで気付かなかった素晴らしい自然
に出会う扉になるはずです。（大畑レンジャー）

ジョウビタキ

12～
12～2 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

主催者／問合せ

野山北・
Tel：
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
Tel：042042-531531-2325）
2325）
野山北・六道山公園
ガイドウォーク：
12/14・28、1/11・25、2/8・22 里山民家前
パークレンジャーによる自然観察。

（第 2･4 日曜に開催）

13：30-14：30

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 秋冬編「
秋冬編「一生使える
一生使える暮
える暮らしの道具
らしの道具づくり
道具づくり」
づくり」：

／参加費無料

<対象>小学生高学年～大人

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。全 2 回の連続講座。

里山民家前
／参加費

里山素材のそうじ
里山素材のそうじ道具
のそうじ道具：
道具：竹やシュロ

12/21 (日)、1/12(月・祝)（連続講座）

各 1,800 円

が大変身！材料調達にもチャレンジ。

10：00-15：30

(2 回分)

竹でつくる
でつくる暮らしの道具
らしの道具：
道具：和の暮ら

2/14 (土)、3/8(日)

しの原点、
「竹」を活かしきろう。

10：00-15：30

正月飾りづくり
正月飾りづくり：

12/23(火・祝)

稲ワラを使って正月飾りを作ろう。

10：00-15：30

締切 12/7

管理所/
西武・狭山丘陵パートナーズ
イベント事務局
（野山北・六道山公園管
理所内）：
042-531-2325

（連続講座）

締切 1/31
里山民家前／
参加費 300 円

締切 12/9

野山北・六道山公園里山民家では、1 月中、コマや福笑い、羽根つきなどのお正月あそびが楽しめます。家族と、友人と遊びにきてみて！

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：042
042-393393-0154）
0154）
ガイドウォーク：
12/7・21、1/4・18、2/1・15
狭山公園管理所
パークレンジャーによる自然観察。

（第 1･3 日曜に開催）

花炭づくり
花炭づくり：

1/18(日)

花や木の実の飾り炭を作ろう。

10：00-15：00

13：30-14：30

前／参加費無料
狭山公園管理所
前／参加費

締切 1/5

300 円

狭山公園管理所/
西武・狭山丘陵パートナーズ
イベント事務局
（野山北・六道山公園管
理所内）：
042-531-2325

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
1.

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
2.
3.
4.

上記 1～4 を明記の上、下記までお申込ください。

都立野山北
武蔵村山市三ツ木 4-2）
都立野山北・
野山北・六道山公園管理所内 イベント事務局
イベント事務局（〒208-0032
事務局
【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
ホームページアドレス

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

※ 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。

狭山丘陵の
狭山丘陵の都立公園ボランティア
都立公園ボランティア募集
ボランティア募集！
募集！
緑豊かな狭山丘陵の都立公園で、公園ボランティアとて活動してみませんか。
自然が好きな方、里山に興味がある方、ぜひお気軽に、公園ボランティア事務局へお問合せください。
平成 21 年度 野山北・
野山北・六道山公園登録ボランティア
六道山公園登録ボランティア募集
ボランティア募集

狭山公園友の
狭山公園友の会 随時募集中

里山の自然や文化を守り育てる活動を行います。雑木林、田んぼ、畑、
里山ガーデナー、農芸など、10 代から 70 代の約 170 名のボランティ
アが活動しています。ご興味がある方は、下記説明会にご参加くださ
い。（家族登録もできます）
【平成
平成 21 年度 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】
説明会
日時：(1)2
月 22 日(日)、(2)2 月 26 日(木)、(3)3 月 7 日(土)
日時
13：30～16：30 （各日とも同じ内容）
場所：野山北・六道山公園
里山民家（作業小屋）
場所
申込方法：参加希望日、住所、氏名、年齢、電話番号と
FAX 番号、
申込方法
E-mail アドレス（お持ちの方）を明記の上、往復
往復はがき
往復はがき・
はがき・
FAX で右記公園ボランティア事務局へ。ホームページからも
ホームページ
申込可。締切
締切は
締切は、(1)2 月 13 日（金）、(2) 2 月 19 日（木）、
(3) 2 月 27 日（金）まで（当日消印有効）。

公園正門前の花壇の手入れやイベント協力を行い
ます。見学も歓迎です！
毎月第３
毎月第３水曜日 10：
10：00～
00～12：
12：00

※
※

申し込み多数の場合、場所が変更になる場合もあります。
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。

（ほかの活動日もあり）

その他
その他のボランティア
学校・団体などのボランティア活動の希望も受け
付けています。
ボランティア活動
ボランティア活動に
活動に関する問合
する問合せ
問合せ先
公園ボランティア事務局（担当：礒脇・佐藤）
〒208-0031 武蔵村山市岸 2-32 里山民家
Tel 042-531-2330 FAX 042-531-5121
E-mail minka@sayamaparks.com

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、各公園の管理所
東大和公園
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

