冬の里山にきてみて！
冬は狭山丘陵の最も美しい時期の一つといわれています。葉が落ちすっきりした木々にはツグミやジョウ
ビタキなど冬鳥が訪れ、地面には枯れ葉が絨毯のように敷き詰められます。厳しい寒さの中でもいろんな生
きものが生活しています。
狭山丘陵の都立公園もまた、見所がいっぱいです。年末
年始の里山民家では、正月飾りや繭玉づくりなどのボラン
ティア活動により年越しの準備が行われるなど、一年で最も
忙しい時期になります。野山北・六道山公園ボランティアは
その他にも、雑木林、田んぼ、畑、野の花守り隊！、農芸な
ど、里山の自然や文化を守り育てる多岐にわたる活動を行っ
ています。2 月に募集を始めますので、興味のある方はぜひ
説明会にご参加ください。お待ちしています。
（詳細は裏面
をご覧下さい。
）
雪化粧の里山民家（野山北・六道山公園）

またこの冬、里山民家が建てられて 10 年が経ち、古く
なった茅葺き屋根の葺き替え工事（部分補修）が行われます。

その様子をぜひ見てもらおうと、2 月 2 日（木）
、4 日（土）に茅葺き職人やパークレンジャーの解説をき
きながら茅葺き屋根の葺き替えを見学するイベントを実施します。今では珍しくなった職人技をお見逃しな
く。
（こちらも詳細は裏面をご覧下さい。
）

レンジャーに聞く

自然の楽しみ方

冬の雑木林を 1 人でよく歩きます。聞こえてくるのは落ち葉を踏む音と、風の音だけ。そんな静寂の中
で、耳をすまして意識を広げていくと、野鳥たちの小さな声が聞こえてきます。
「グッ・・ググッ・・」や
ぶの中から聞こえるルリビタキの声。
「ピチッ・・ピチッ・・」頭の上でシメがエノキの実を食べています。
冬を過ごす為に、山から下りてくる鳥。
北の国から海を渡ってくる鳥。それぞ
れがきっと命懸けの旅だったでしょう。
そう思うと出会えただけで嬉しく思い
ます。素敵な出会いがきっと待ってい
ます。狭山丘陵にぜひ遊びに来てくだ
さい！！（レンジャー 名執）
シメ

ルリビタキ

12～2 月のイベントカレンダー
日時・問合せ先など

イベント名

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
ガイドウォーク：
12/4(日)、2/5(日)
パークレンジャーが公園の自然を紹介。
さやまキッズプログラム： パークレン
ジャーと一緒に公園を探検したり、クラフト作りをします。

13：30 から 1 時間程度。

親子自然あそびプログラム「3,4 歳
対象プログラム」
：子どものペースに合わせ

1/7(土) 10:00-12:00

集合場所／参加費

Tel：042-393-0154）

12/18(日)、1/15(日)、2/19(日)
13：30-15：00
締切 12/22
講師は峯岸由美子氏（一般社団法人遊心 代表）
。

て、自然の中で親子でたっぷり遊んでみませんか。

花炭づくり：公園で集めたどんぐりなど
で、すてきな飾り炭をつくります。

1/22(日)
10:00-15:00

締切

1／6

東大和公園 （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
ガイドウォーク：
1/29(日)
パークレンジャーが公園の自然を紹介。

13：30 から 1 時間程度。

森のお手入れはじめよう！：

2/12(日)

ササを刈って子どもが遊べる森づくり！

10:00-12:00

締切

対象

狭山公園パークセン

どなたでも。小学生

ター前／無料
狭山公園パークセン
ター前／無料
狭山公園パークセ
ンター前／大人の
参加人数× 300
円＊子どもは無料
狭山公園パークセ
ンター前／300 円

以下は保護者同伴。
5 歳～小学生。小学 2 年
生以下の方は保護者同伴。
3、4 歳児とその
親。兄弟同伴可。
どなたでも。小学生
以下は保護者同伴。

Tel：042-393-0154）

1／27

東大和公園正門前

どなたでも。小学生

／無料
東大和公園正門前
／参加費100 円

以下は保護者同伴。
小学 3 年生以上。小
学生は保護者同伴。

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）
ガイドウォーク：
12/11・25、1/8・22、2/12・26 里山民家前／
どなたでも。小学生
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） 13：30 から 1 時間程度。 無料

以下は保護者同伴。

【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、里山保全に関わる技術を深く学びたい方など皆様のご参加お待ちしています！

◇恵み活用編：里山の恵みを知り、暮らしに活かすモノづくりから里山環境を考えよう。
里山スローライフ講座 「自然を身近に感じる暮らしの道具」 講師：長野修平氏
第２弾 里山素材のそうじ道具：オギ
1/9(月･祝)、29 (日) ※２日で１セット 里山民家前／
（ススキの仲間）で、ほうきづくりに挑戦。
第３弾 竹でつくる暮らしの道具：世界
にひとつだけのマイ箸をつくります！

【親子里山学校】里山キッズレン
ジャー(冬編)

10：00-15：30

締切 12/22
2/12(日)、25(土) ※２日で１セット
10：00-15：30 締切 1/27

12/10(土)
10：00-14：30

先着 30 名

1,８00 円
里山民家前／
1,８00 円
里山民家前／
300 円

小学 5 年生以上。小
学生は保護者同伴。
小学 5 年生以上。小
学生は保護者同伴。
小学生とその保護
者

里山民家前／200

どなたでも。小学生

円 未就学児無料
里山民家前／
100 円

以下は保護者同伴。

パークレンジャーと一緒に冬の里山探検に出発！

収穫祭

12/18(日)

里山の豊かな恵みをみんなで祝います！

10：00-14：00

職人さんにきいてみよう！

2/2（木）締切 1/22、2/4（土）締切 1/22

～茅葺き屋根の葺き替え技術～：茅葺き職人
やパークレンジャーの解説を聞きながら、茅
葺き屋根の葺き替えを見学します。

①10 時～、②11 時～、③13 時～、④14 時～
※申込時に希望日、希望回の記入をお忘れなく
各回 40 分程度。※雨天順延

申込方法

先着 300 名

小学生以上。小学生
は保護者同伴。

※ 野山北・六道山公園のイベントは、狭山公園パークセンターで受け付けています。

：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＞ 〒189-0026 東村山市多摩湖町 3-17-19 都立狭山公園パークセンター FAX：042－397－9467
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 24 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、野の花守り
隊！、農芸など、10 代から 70 代の約 311 名のボランティアが活動しています。
（(1)
ご興味がある方は、平成 24 年度 登録ボランティア説明会にご参加ください。
～(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 21 日(火)、(2) 2 月 26 日(日)、(3)3 月 3 日(土)＊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 14 日（火）、(2) 2 月 19 日（日）、(3) 2 月 25 日（土）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・小林）
〒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・日下）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。

