この冬、雑木林デビューを！！
冬の雑木林はウォーキングに最適。清々しい空気の中、落ち
葉をサクサク踏みしめて、どこまでも歩きましょう。八国山
緑地の尾根道は、適度なアップダウンも気持ちいい。野山北・
六道山公園なら、一日ではとても歩ききれません。ひと休み
は、落ち葉の上に寝ころんで、森を見上げてみる。身軽にな
った裸の木々が、青い空に広がります。気がつけば、楽しげ
に鳴き交わす野鳥の群れに、囲まれていたりするのです。
暖かい日にはテングチョウやルリタテハなど、成虫越冬の
蝶が飛んだり、２月になったらアカガエルが鳴き出したり、
樹木の冬芽観察も楽しい季節。レンジャーガイドウォークで
は、子どもたちにも分かりやすく自然を解説しています。
「雑
木林デビュー」にきてみて！
＊東大和公園では、雑木林の成り立ちやそこで見られる野鳥などの生きも
のについて紹介した解説板が完成しました。
＊今年も狭山 3 公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園）を歩くウォー
クイベントを 3 月下旬に開催予定。お楽しみに！
や け べ いけ

狭山公園「宅部池」

上／
ルリビタキ
右／ウソ

魚類調査結果のお知らせ

11 月 7 日、狭山公園の宅部池で、市民団体や NPO、研究者、
自治体の職員などが参加し魚の調査を行いました。当日、捕獲した
魚類は 8 種類、捕獲数は 990 匹でした。捕獲数ベスト 3 は、ブラ
ックバス 498 匹、コイ 271 匹、ゲンゴロウブナ 117 匹でした。
（公園と一緒に魚の調査を行った「北川かっぱの会」の報告より）
ブラックバス以外の魚は調査後、池へ戻しています。
こうした結果から、宅部池は、ブラックバスなど人が放流した外
たくさんの方の協力の下、
魚類調査を行いました

来魚が非常に多く、在来の魚類が少なくなっていることが判明しま
した。今後は、少なくなった在来魚を増やしていきたいと考えてい
ます。ご協力お願いします。

1～2 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・六道山公園 （野山北・六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(管理所)；武蔵村山市三ツ木 4-2
Tel：042-531-2325）
里山民家前
西武・狭山丘陵パートナーズ/
ガイドウォーク：
1/9・23、2/13・27
パークレンジャーによる自然観察。

（第 2･4 日曜に開催）

13:30-1 時間半程度

[里山学校：恵み活用編] 里山スローライフ講座
一生使える暮らしの道具づくり 第三弾「竹でつくる暮らしの道具」：

／参加費無料

イベント事務局

里山民家前
／参加費 1800 円

（野山北・六道山公園イン

竹を使ってお箸、器をつくります。

フォメーションセンター内）：
042-531-2325

<対象>小学５年生以上 講師は長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

2/13(日)、2/27(日)（2 回連続講座）

協力：都立野山北・六

10:00-15:30 締切 1/28

道山公園ボランティア

野山北・六道山公園里山民家では、1/10(月・祝)まですごろくや福笑い、羽根つきなどのお正月あそびが楽しめます。みんなで遊びにきてみて！

狭山公園

（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)；東村山市多摩湖町 3-17-19
2/6(日)

Tel：042-393-0154）

ガイドウォーク：

パークレンジャーによる自然観察。

13:30-1 時間半程度

さやまキッズプログラム：<対象>5 歳～小学生。小学 2 年生以下は保護者同伴。

狭山公園パークセン
ター前／参加費無料

西武・狭山丘陵パートナーズ/

狭山公園パーク

042-393-0154

1/16(日)、2/20(日)

センター前

13:30-15:00

／参加費無料

花炭づくり：

1/29(土)

狭山公園パーク

公園で集めたどんぐりなどで、すてき
な飾り炭を作ります。

10:00-15:00 締切 1／14

センター前

パークレンジャーと公園を探検しよ
う！！

コミュニティガーデナー養成講座 第 10 弾：<対象>公園での花壇づくりに興味のある方
公園の花壇で公共花壇づくりを学び
ます。連続 5 回講座。

3/12(土)、3/26(土)、4/23(土)、5/28(土)、
6/25(土) 初回 9:30-16:30 締切 2/25

八国山緑地

（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)；東村山市多摩湖町 3-17-19
1/30(日)
ガイドウォーク：

Tel：042-393-0154）
八国山たいけんの

西武・狭山丘陵パートナーズ/
狭山公園パークセンター：
042-393-0154

パークレンジャーによる自然観察。

13:30-1 時間半程度

落ち葉かき体験：

2/6(日)

冬の雑木林で落ち葉かき体験。落ち葉
プールもあるよ！

10:00-12:00 締切 1／22

八国山たいけん
の里前
／参加費 100 円

（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)；東村山市多摩湖町 3-17-19

Tel：042-393-0154）

森のお手入れはじめよう！：<対象>小学 3 年生以上。小学生は保護者同伴。
冬の雑木林の手入れを体験してみま
せんか。

協力：狭山公園友の会

／参加費 300 円
狭山公園パークセン
ターまたは多摩湖ふ
れあいセンター／参
加費 5000 円

里前／参加費無料

東大和公園

狭山公園パークセンター：

東大和公園正門

西武・狭山丘陵パートナーズ/

2/27(日)

前

狭山公園パークセンター：

10:00-12:00 締切 2／12

／参加費 100 円

042-393-0154

申込方法
：当日、集合場所へ直接お越し下さい。
：事前に申込が必要です。はがき・FAX に下記の 1～４の内容を記入して、お申込下さい。ホームページからも申込できます。

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
<申込先>〒208-0032 武蔵村山市三ツ木 4-2 都立野山北・六道山公園インフォメーションセンター内イベント事務局
FAX：042－531－2503 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。

狭山丘陵の都立公園ボランティア募集！
平成 23 年度 野山北・六道山公園登録ボランティア募集
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 310 名のボランティアが活動していま
す。ご興味がある方は、平成 23 年度 登録ボランティア説明会にご参加くださ
い。（(1)～(3)のいずれかの説明会にご参加ください。家族登録もできます。）
日時：(1)2 月 19 日(土)、(2) 2 月 22 日(火)、(3)3 月 6 日(日)＊各日 13：30～16：30
場所：野山北・六道山公園 里山民家（作業小屋）
申込方法：(1) 2 月 11 日（金）、(2) 2 月 15 日（火）、(3) 2 月 25 日（金）まで
にはがき・FAX で参加希望日、住所、氏名、年齢、電話番号を明
記の上、下記申込先へ。ホームページからも申込可。
申込・問合せ先：野山北・六道山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
※ 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。

狭山公園友の会

随時募集中

公園正門前の花壇の手入れやイベン
ト協力を行います。見学も大歓迎！ご
興味がある方は、下記問合せ先にご連
絡ください。
◇活動日時：第 1・３水曜と第 3 日曜
10：00～12：00（他の活動日も有）
問合せ先：狭山公園ボランティア事務局
（担当：矢口・佐藤）Tel 042-393-0154
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。各公園まで
ご連絡ください。

