きてみて里山！春のうららかウォーキング
みず がめ

狭山丘陵には、東京都の水甕である多摩湖と狭山湖、その
周辺には公園や緑地が広がり、首都圏を代表する豊かな自然
環境が残されています。これからの時期、日一日と春が近づ
くにつれ、早春の野の花が咲きだし、鳥のさえずりが盛んに
なり、狭山丘陵は命のにぎわう季節を迎えます。
そこで、3 月 25 日
に狭山丘陵の都立公園
などを巡る、
「きてみて
里山！春のうららか
前回ウォーキングイベント時の自然ガイド。狭山公園と
野山北・六道山公園では、毎月定期的にパークレンジャー
によるガイドウォークを開催し、公園の自然を紹介。

ウォーキング」を開催
します！当日は、狭山丘
陵で保全活動を行う団

体や公園スタッフによる自然ガイドにも参加できます。また、トトロの
森 2 号地では野外展示と解説も行うなど、各公園の自然の見どころがわ
かる、楽しいポイントが盛り沢山。春間近の狭山丘陵を、じっくりのん
びりウォーキングしてみませんか。
その他にも新緑の里山を体験できるイベントがたくさんあります。
みなさん、春の里山へきてみて！

ウォーキングイベント

春、目覚める
春です。陽は高くなり、水は温み、里山が目覚めます。暖かな日には里山へ出かけてみましょう。氷の
溶けた水辺にはアカガエルの卵が産み付けられています。足元には、ホトケノザの花が咲いているかもし
れません。目を上げると、雑木林では芽吹
きが始まっているでしょう。シジュウカラ
もさえずり始め、本格的な恋の季節に備え
ます。昔から繰り返されてきた季節の営み。
ここでは目で、耳で、それを感じることが
できます。（レンジャー 藤本）
アカガエルの卵

ホトケノザ

３～５月のイベントカレンダー
日時・問合せ先など

イベント名

集合場所／参加費

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 Tel：042-393-0154）
ガイドウォーク：
3/4(日)、4/15(日)、5/20(日)
狭山公園パークセ
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。

対象
どなたでも。小学生

ンター前／無料

以下は保護者同伴。

東村山駅西口／

どなたでも。小学生

無料

以下は保護者同伴。

3/18(日)、4/1(日)、5/5(土・祝)

狭山公園パークセ

5 歳～小学生。小学 2 年

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。

13：30-15：00
＊4 月から第 1 日曜日に変更になります。

ンター前／無料

生以下の方は保護者同伴。

多摩湖を楽しむ ゆったりサイクリング

4/14（土）

狭山公園パークセン

小学 3 年生以上。小学生

風景や自然、人とのふれあいも楽しめる‘ゆっ
たりサイクリング’を体験しませんか？

10：00-15：00

ター前／300 円

は保護者同伴。

4/8(日) 10:00-12:00 締切 3/23
5/13(日) 10:00-12:00 締切 4/27
6/10(日) 10:00-12:00 締切 5/25
※各月の申込。申込は往復はがきか HP から。

狭山公園パークセ

0～2 歳児とその

ンター前／大人の

保護者

参加人数× 300

(兄弟同伴可)

子どもの日イベント：こいのぼり作りやク

5/5(土・祝)

狭山公園パークセン

ラフトなど、子どもから大人まで楽しめます！

10：00-15：00（時間内に随時参加できます） ター前／無料

＊4 月から第 3 日曜日に変更になります。

きてみて里山！春のうららかウォーキング
「狭山公園、八国山緑地、東大和公園をまわろう！」

さやまキッズプログラム： パークレン

親子自然あそびプログラム「妖精たち
の羽を広げて」： 子どものペースに合わせて、自
然の中で親子でたっぷり遊んでみませんか。

3/25（日）スタート受付

9：00-10:30

ゴール受付 15:00 まで
☆先着1,000 名様に公園特製カレンダーをプレゼント！

締切 3/30

円＊子どもは無料
どなたでも。小学生
以下は保護者同伴。

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：
3/11、4/8・22、5/13・27
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！

◇農芸・文化編：日本の文化を次世代に伝えよう！知れば知るほど深い世界に出会えます！
わら細工教室（年間登録制）：

4/15(日)開始（毎月１回、全 12 回の連続講座）

里山民家前

わら細工に興味があ

さまざまなわら細工の技術を学びます。

10：00-15：00

／3,100 円

り、年間参加できる

田んぼ体験～田植え～：瑞々しい新

6/2(土) ※申込みは往復はがきのみ。

里山民家前／

どなたでも。小学生

緑の里山で田植えをしよう。

10：00-15：00

100 円

以下は保護者同伴。

締切 3/25

方

締切 5/18

◇親子里山学校：里山の自然を親子で満喫しませんか。 ※申込みは往復はがきのみ。

じっくり田んぼコース：1 年を

3/24(土)

里山民家前／

里山に興味のある

通したお米作りを中心に、里山でたっぷ
り活動します。年間登録制。

10：00-12：30（第 2 回以降は時間変更有）

大人：2,000 円

親子。子供は年長～

締切 3/9（必着）

子供：1,500 円

小学 6 年生まで。

里山春祭り：創って、聴いて、見て、

5/4(金・祝)、5/5(土・祝)

里山民家前

どなたでも。小学生

感じて･･里山の春を満喫しませんか♪

10：00-15：00（時間内に随時参加できます） ／参加費無料

開始 （全 11 回の連続講座）

以下は保護者同伴。

申込方法
※ 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。

お花見ルール
桜の開花が待ち遠しい季節になりました。今年もお花見ルールを守って、桜の木と一緒にゆったりと「里
のお花見」をお楽しみ下さい。ゴミの持ち帰り、火気使用禁止などのお花見ルールは公園ホームページや、
園内掲示板などでご紹介しています。ご協力よろしくお願いします。
さやまパークギャラリー：「さやまパークギャラリー

狭山公園のわんちゃん第４弾」に展示する写真を募集中！ご自慢のわんちゃんのベス
トショットを飾ってみませんか？
【応 募 期 間】平成 24 年 4 月 1 日から 6 月 15 日まで 【展 示 期 間】平成 24 年 7 月～8 月 【展 示 場 所】さやまパークギャラリー（管理所横）
【写真の条件】①狭山公園内でご自分が撮影したもの、②L 判～最大 A4 サイズにプリントしたもの
【応 募 方 法】狭山公園パークセンターへ持参または、郵送でお送りください。
◇郵送の場合、①氏名、②住所、③電話番号、④写真のタイトル、⑤写真のコメント、⑥撮影場所・日時を明記の上、狭山公園パー
クセンターまでお送りください。
【応 募 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(管理所) TEL042-393-0154

