春の里山を
里山をウォーキング
春は里山を歩くのが楽しい季節です。日差しもぽかぽか、
やわらかな風も吹き、座っているだけでもワクワクします。
周りを見渡せば、野原を小さな野草が彩り、チョウやテント
ウムシなどがちょこちょこ顔を覗かせ春の息吹を感じること
ができます。雑木林では木々の新芽がほころび、新緑の季節
を迎え、田んぼでは土を起こし、いよいよ里山の 1 年が始ま
ります。そんな春の里山風景を楽しみながら歩くと、心も穏
やか、体も活き活き健康に、といいこといっぱい。原っぱで
のんびりお昼を食べるのもおすすめです。
狭山丘陵の３つの都立公園を歩くウォーキングイベント
（3／２８）や、レンジャーと一緒に自然をじっくり味わう
ガイドウォークをはじめ、田んぼ体験など、春満喫のイベン
ウォーキング、人気です！

トもスタート。春のうららかな里山へきてみて！

春の雑木林で
雑木林で 妖精たちに
妖精たちに出会
たちに出会おう
出会おう
レンジャーに聞く、自然の楽しみ方

木々の芽吹き前、早春の陽光が降り注ぐ雑木林では、スプ
リング・エフェメラル（春の妖精）と呼ばれる花たちに出会
うことができます。林に葉が茂り、光が遮られるまでの短い
期間に現れ、花を咲かせてすぐ消えてしまうのが名の由縁で
す。狭山丘陵にもカタクリ、イチリンソウ、ニリンソウ、ム
ラサキケマンなどたくさんあり、寒さから身を守るため背が
低く、少ない昆虫たちを呼ぶため、大きく目立つ花を咲かせ
るのが特徴です。
冬枯れから妖精たちの季節へ、小さな草花から背の高いも
のへ、やがて雑木林は芽吹きのグラデーションに染まり、里
山に命があふれてゆきます。（久保田レンジャー）

カタクリ

3～5 月のイベントカレンダー
日時

イベント名
イベント名

集合場所／
集合場所／参加費

対象

野山北・
Tel：042野山北・六道山公園 （野山北・
野山北・六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；武蔵村山市三ツ
武蔵村山市三ツ木 4-2
042-531531-2325）
2325）
ガイドウォーク：
3/14・28、4/11・25、5/9・23 里山民家前
どなたでも。小学
ガイドウォーク
／参加費無料

生以下の方は保護

5/4(火・祝)、5/5(水・祝)

里山民家前

者同伴。

感じて･･里山の春を満喫しませんか♪

10：00-15：00

／参加費無料

田んぼ体験
んぼ体験～
体験～田植え
田植え～：

6/5(土)

里山民家前/

パークレンジャーが公園の自然を紹介。

（第 2･4 日曜に開催）

里山春祭り
里山春祭り：創って、聴いて、見て、

瑞々しい新緑の里山で田植えをしよう。

13：30-14：30

※申込みは
申込みは往復
みは往復はがきのみ
往復はがきのみ。
はがきのみ。
10：00-15：00 締切 5/14

100 円

【里山学校】
里山学校】里山の伝統文化や田んぼ作業、雑木林の保全方法など実際に体験しながら学びます。里山の魅力を伝え
ていきたい方、里山保全に関る技術をより深く学びたい方など皆様のご参加お待ちしています！

◇自然・
自然・保全編 人も生き物もにぎわう、そんな里山の風景づくりに足を踏み入れてみませんか？
里山民家前
里山ガーデナー
5/23(日)
里山ガーデナー講座
ガーデナー講座
「はじめよう！里山ガーデナー」

10：00-15：30

締切 5/7

◇農芸・
農芸・文化編 日本の文化を次世代に伝えましょう！
わら細工教室
4/18(日)開始（毎月１回、全 12 回の連続講座）
わら細工教室（
細工教室（年間登録制）
年間登録制）：
さまざまなわら細工の技術を学びます。

10：00-15：00

手もみ茶
もみ茶づくり：
づくり：

5/16(日)

新茶を摘んで手もみ茶作りに挑戦。

9：30-17：00

締切 3/31
締切 4/30

／3,100 円

わら細工 を学び伝
えたいと考える方

里山民家前

小学 5 年生～大人

里山民家前

／500 円

◇親子里山学校
親子里山学校 里山の自然を親子で満喫しませんか。
じっくり田
3/27(土) 開始 ※申込みは
じっくり田んぼコース
んぼコース（
コース（年間
申込みは往復
みは往復はがきのみ
往復はがきのみ。
はがきのみ。
登録制）
：荒起こしから収穫まで、1
10：00-12：30（第 2 回以降は時間変更有）
登録制）
年を通してお米作りと向き合います。

中学生～大人

／1,000 円

締切 3/12 （全 10 回の連続講座）

里山民家前／
大人：2,000 円
子供：1,500 円

お米作りに興味のあ
る親子。子供は年長～
小学 6 年生まで。

狭山公園 （狭山公園ﾊ
Tel：
狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(
ｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
狭 山 公 園 パ ー ク どなたでも。小学
ガイドウォーク：
3/22(月・祝)、4/4(日)、5/2(日)
ガイドウォーク
13：30-14：30

センター前／参

生以下の方は保護
者同伴。

きてみて里山
きてみて 里山！
里山 ！春 のうららかウォーキング
のうららかウォーキング

☆5/30(日) 13：30-16：00
3/28（日） スタート受付 9：00-10:30

加費無料

「狭山公園、八国山緑地、東大和公園をまわろう！」

ゴール受付 14:00 まで

場／参加費無料

親子自然あそび
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」：春から初夏へ移る季節を、

4/11(日)、5/22(土)、6/13(日)

狭山公園パークセン

10：00-12：00

ター前／参加費：1 家

0～2 歳児とその
親 ＊ 子 ども は無 料

子どものペースでゆっくり楽しんでみませんか。

（全 3 回の連続講座）

族 資料代 300 円と大

です。

パークレンジャーが公園の自然を紹介。5/30 は狭
山公園～東大和公園のロングガイドウォーク。

締切 3/29

東村山駅西口広

人 の 参 加 人 数 × 300
円

さやまキッズプログラム
さやまキッズプログラム

4/18(日)、5/16(日)

狭山公園パークセン

どなたでも。小学２年生

「公園であそぶ、つくる、まなぶ」

13：30-15：00

ター前／参加費無料

以下の方は保護者同伴。

子どもの日
どもの日イベント：
イベント：こいのぼり作りやク

5/5(水・祝)

狭山公園

ラフトなど、子どもから大人まで楽しめます！

10：00-15：00

／参加費無料

どなたでも。小学生以
下の方は保護者同伴。

八国山緑地

（狭山公園ﾊ
狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(
ｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；東村山市多摩湖町 3-1717-19
ガイドウォーク：
3/7（日）
ガイドウォーク
パークレンジャーが公園の自然を紹介。

13：30-15：00

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）
八国山たいけんの
里前／参加費無料

どなたでも。小学生以
下の方は保護者同伴。

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、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・六道山公園インフォメーションセンター
六道山公園インフォメーションセンター内
インフォメーションセンター内 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
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。

主催者/
主催者/問合せ
問合せ：
西武・狭山丘陵パートナーズ/イベント事務局（都立野山北・六道山公園インフォメーションセンター内）
：042-531-2325
【協力】
協力】<野山北・六道山公園>野山北・六道山公園ボランティア、<狭山公園>狭山公園友の会
狭山丘陵の都立公園（野山北
野山北・
野山北・六道山公園／狭山公園
六道山公園 狭山公園／八国山緑地
狭山公園 八国山緑地／東大和公園
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、野山北・六道
東大和公園
山公園インフォメーションセンター（野山北・六道山公園）、狭山公園パークセンター（狭山公園／八国山緑地／東大和公園）までお問合せ下さい。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）。

◇公園ブログ
公園ブログ発信中
ブログ発信中！
発信中！ ホームページ（トップページ又は各公園のページ）よりご覧いただけます。最新情報をお届けします！
◇メールマガジン登録募集受付中
メールマガジン登録募集受付中！
登録募集受付中！（※携帯のメールアドレスは登録できません） 詳細はホームページ（管理所からのお知らせ）より登録できます。
アドレス：
アドレス：http://www.sayamaparks.com/
このニュースは再生紙を使用しています

