「ちょこっとボランティア」はじめませんか
昨年度より狭山公園、東大和公園、八国山緑地で「ちょこっと
ボランティア」
（以下、
「ちょこボラ」
）というイベントを定期的に
開催しています。
「ちょこボラ」とは、雑木林やビオトープ池など
の短時間のお手入れを通して、身近な公園の自然やボランティア
活動に興味を持ってもらおうというイベントのことで、平成 24
年 6 月現在で 3 回実施し、
のべ 31 人が参加して下さっています。
5 月に東大和公園で行われた「ちょこボラ」では、
「狭山公園友
の会」や「東大和市環境を考え
る会」の協力のもと、午前 10
明るくなった作業後の雑木林

時から正午まで森のあそび場横

の雑木林の下草刈りを楽しく行いました。小学生を含めた 12 名の参加が
あり、
「ササ刈り面白い！」
、
「みんなで作業すると楽しい！」などの感想
をいただきました。一度経験するとやみつきになるかも？
今後も多くの方々と一緒に小さなことからコツコツと、いろいろな生き
ものが見られる公園にしていきます。
（今後の予定は裏面を参照下さい。
）
狭山丘陵で
活動する団体

子どももがんばってササ刈り！

「東大和市環境を考える会」は、30 年以上にわたり東大和公園で保全活動や自然観察会をして
いる市民団体です。かみのやま保護区ではたくさんの植物を保全・復元させ、松林実験地ではア
カマツを保全しています。自然観察会は毎月第 4 水曜日に実施しています。

雑木林のオオムラサキ
美しく優雅に舞う国蝶オオムラサキ。初夏に出会える印象がありますが、私が初めにオオムラサキを見
つけたのは冬でした。この頃は茶色の小さなイモムシで、エノキの落ち葉にくるまって冬眠していたのを
覚えています。新緑の季節には冬眠から目覚め、
旺盛な食欲でエノキの葉を食べていました。枯葉
と同じだった体の色は、新緑の色に変わっていき
ました。次はいよいよ紫になる時です。ぜひ、雑
木林に足を運んでみてください。
長い時間をかけ、
大きく美しくなった蝶が、あなたを迎えてくれる
かもしれません。
（レンジャー藤本）

左上/冬の幼虫、左下/春の幼虫、右/成虫

6 月～9 月初旬のイベントカレンダー
※当公園のイベントは全国都市緑化フェア TOKYO プレイベントです。
イベント名

日時・問合せ先など

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）
さやまキッズプログラム： パークレン
6/3(日)、7/1(日)、9/2（日）
狭山公園パークセ

対象
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。

（第 1 日曜に開催）13：30-15：00

ンター前／無料

生以下の方は保護者同伴。

ガイドウォーク：

6/17(日)、7/15(日)、8/19(日)

狭山公園パークセ

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 3 日曜に開催）13：30 から 1 時間程度。

ンター前／無料

以下は保護者同伴。

ちょこボラ 野鳥の森のササ刈り：園内の森

6/13（水）10：00-12：00

狭山公園パークセ

小学生以上。小学生

ンター前／100 円

以下は保護者同伴。

狭山公園パークセンター

9/22(土祝)、10/8(月祝)、10/27(土)、
11/24(土)、12/8(土)、2/9(土)、3/16(土)、 または多摩湖ふれあ
いセンター／参加費
4/27(土)、5/25(土)、6/22(土) 全 10 回
10,000 円
初回 9：30-16：30 締切 9/7

公共の場での花
壇づくりに興味
のある方。

さやまパークギャラリー：「狭山公園の

展示期間７/1（日）～８/31（金）

写真を郵送もし

どなたでも。

わんちゃん第４弾」に展示する写真を募集中！ ご自
慢のわんちゃんの一押しショットをお持ちください！

応募締切 6/15 ※詳細は狭山公園パークセン

くは直接お持ち

ターまでお問合せまたは HP をご覧ください。

ください。

で野鳥が暮らせる森づくりします。お茶つき♪

コミュニティガーデナー養成講座 第11弾
：公園の花壇で実践しながら、公共の花壇づ
くりについて、デザインから手入れ、活用
まで学びます。年間登録制。連続講座。

6 月下旬より狭山公園パークセンター前に七夕用の笹を立てます。お願いごとを短冊に書いて、七夕飾りをつくりましょう！

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
Tel：042-393-0154）
7/14（土）
、9/8（土）
東大和公園正門 小学生以上。小学生
ちょこボラ 森のお手入れ in 東大和公園：
（奇数月第 2 土曜に開催）10：00-12：00

東大和公園の森のあそび場を中心に、季節ご
との森のお手入れを行います。お茶つき♪

＊午後はガイドウォークもあります！（自由参加）

東大和公園の自然観察会：
「東大和市環境を考える会」の定例観察会。

前/100 円

以下は保護者同伴。

6/27（水）
、7/25（水）
、8/22（水）

東大和市立郷土

どなたでも。

9：30-13：00 ＊雨天の時は、翌週の水曜日。

博物館前／無料

問合せ先：東大和市環境を考える会/原:042-563-0997

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：
6/10・24、7/8・22、8/12・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。

里山キッズレンジャー（夏編）：
田んぼの生きものさがし

7/8（日）9：30-14：30 締切 6/22

里山民家前／

小学生以上。保護者

100 円

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！
田んぼ体験：生き物も人もにぎわう里山の田んぼで、お米づくりを体験しよう！

◇農芸・文化編

里山でゆるゆる田んぼの草取り
案山子（かかし）づくり
◇恵み活用編

6/23(土) 9：30-14：30 定員になり次第
7/14(土) 9：30-14：30 締切 6/29
8/25(土) 10：00-15：00 締切 8/10

里山民家前

どなたでも。小学生

／各 100 円

以下は保護者同伴。

里山×Slow Life：自然の中でじっくり手作りしてみよう。自然の恵みとともに暮らそう。講師は長野修平氏。

竹づくし流しそうめん
～青竹の食器作りと流しそうめん～

雑木林マイスター入門講座：
里山や雑木林、雑木林ボランティアについて、
ワークショップや実践を通して学びます。

7/16(月祝)

里山民家前／

10：00-15：30 締切 7/2

1,000 円

9/9( 日 ) 、 9/15( 土 ) 、 9/23( 日 ) 、
9/30(日)、10/7(日)、10/27(土)

里山民家前／

高校生以上。全日程

3,000 円

参加可能な方。

小学 5 年生以上。

全６回 各回 9：30-16：00 締切 8/24

6 月下旬より里山民家に七夕用の笹を立てます。お願いごとを短冊に書いて、七夕飾りをつくりましょう！

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/app/events/
※ 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。
メイン会場：上野恩賜公園、井の頭恩賜公園、日比谷公園、浜離宮恩賜庭園、
海の森、国営昭和記念公園

東京都では、花と緑に関する全国的なイベント「第２９回全国都市緑化フェアＴＯＫＹＯ」を開催します。当公園は、
同フェアの協賛（サテライト）会場として位置づけられており、本イベントは同フェアのプレイベントのひとつです。
◆公園ホームページ「狭山丘陵の都立公園へきてみて！」をリニューアルしました！
デザインを一新し、皆さんに更新内容がより分かりやすいようにしました。最新のお知らせやイベント情報、公園ブログをお届けします。
アドレス：http://www.sayamaparks.com/

