
ウツギの実を食べる「ウソ」 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

東京都と埼玉県の都県境に広が

る東西約 11 ㎞の狭山丘陵では、古

くから人々が生活のために田んぼ

を耕し、お米を作ってきました。昔

と比べ数は減りましたが、それでも

今ある田んぼをたくさんの人に

知ってもらい、守っていくため、

様々な活動が行われています。 

今や狭山丘陵の田んぼは、お米

のためだけでなく、たくさんの

生きものを育み、体験の場とし

て子どもたちに自然の素晴らしさや多くの感動を伝える役割を担っています。 

都立野山北・六道山公園の里山体験エリアにある「岸田んぼ」もそのひとつです。雑木林に囲まれた

「岸田んぼ」では、1 年を通した田んぼの活動を行うことができます。年間登録制のイベント「じっく

り田んぼコース」は、お米づくりだけでなく、里山の豊かさや人と自然のつながりについてじっくり学

ぶことができます。大自然の中でお米を育てるところから始めてみませんか？ 多くの方のご参加をお待

ちしています！ 

 

 

木々はすっかり葉を落とし、柔らかな日射しが優しく冬の雑木林を包み込みます。そっと耳を澄ませ

てみましょう。静けさ漂う林の奥から、鳥たちの楽しげな 囁
ささや

き声が聞こえてきます。 

樹上で「フィッ…フィ…」と優しい澄んだ声で鳴いているのは、「ウソ」という鳥。喉元の朱い色は、

まるで梅の花を添えたような美しさです。リョウブやカナム

グラの実、ヤマザクラの芽などを、小さな口ばしで器用につ

いばむ姿が見られます。 

狭山丘陵の雑木林は、冬になると雪に閉ざされてしまう北

の国や高い山にいた鳥たちが、はるばる旅をして辿りつく場

所なのです。今年は、昨年にくらべ、多くの冬鳥が飛来して

います。ぜひ、この機会に公園で冬鳥を探しにきてみてくだ

さい！（レンジャー 山田） 

探しにきてみて！探しにきてみて！探しにきてみて！探しにきてみて！    冬の鳥冬の鳥冬の鳥冬の鳥    

自然いっぱいの自然いっぱいの自然いっぱいの自然いっぱいの狭山丘陵狭山丘陵狭山丘陵狭山丘陵のののの田んぼ田んぼ田んぼ田んぼを満喫しよう！を満喫しよう！を満喫しよう！を満喫しよう！    

「岸田んぼ」での田植えの様子 

タネツケバナ 

3 月ごろから田んぼや

あぜなどに咲く 



イベント名イベント名イベント名イベント名    日時・問合せ先など日時・問合せ先など日時・問合せ先など日時・問合せ先など    集合場所／参加費集合場所／参加費集合場所／参加費集合場所／参加費    対象対象対象対象    

狭山公園狭山公園狭山公園狭山公園    （狭山（狭山（狭山（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ((((管理所管理所管理所管理所))))；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町 3333----17171717----19191919        TelTelTelTel：：：：042042042042----393393393393----0154015401540154））））    

 ガイドウォークガイドウォークガイドウォークガイドウォーク： 
パークレンジャーが公園の自然を紹介。  

1/20(日)、2/17(日)、3/17(日) 
(毎月第 3日曜に開催)13：30 から 1 時間程度。 

狭山公園パークセン

ター前／無料 

どなたでも。小学生

以下は保護者同伴。    

 さやまキッズプログラムさやまキッズプログラムさやまキッズプログラム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。  

1/6(日)、2/3(日)、3/3(日) 
(毎月第 1 日曜に開催)13：30-15：00 

狭山公園パークセン

ター前／無料 

5 歳～小学生。小学 2 年

生以下の方は保護者同伴。 

 
親子自然あそびプログラム親子自然あそびプログラム親子自然あそびプログラム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

て、自然の中で親子でたっぷり遊んでみませんか。    
 

1/27(日) 10:00-12:00 締切締切締切締切 1111////11111111((((金金金金))))        

講師は峯岸由美子氏（一般社団法人遊心 代表）。 

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 

3,4 歳児とその親。

兄弟同伴可。 

 花炭づくり花炭づくり花炭づくり花炭づくり：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。 

 
1/26(土) 
10:00-15:00 締切締切締切締切    1/11(1/11(1/11(1/11(金金金金)))) 

狭山公園パークセ

ンター前／300円 

どなたでも。小学生

以下は保護者同伴。 

 

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

3/23(土)スタート受付 9:00-10:30 
ゴール受付 15:00 まで 

東村山駅西口／

無料 

どなたでも。小学生

以下は保護者同伴。 

八国山緑地八国山緑地八国山緑地八国山緑地    （狭山公園（狭山公園（狭山公園（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ((((管理所管理所管理所管理所))))；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町 3333----17171717----19191919        TelTelTelTel：：：：042042042042----393393393393----0154015401540154）））） 

 
ちょこボラちょこボラちょこボラちょこボラ    森のお手入れ森のお手入れ森のお手入れ森のお手入れ inininin 八国山緑地八国山緑地八国山緑地八国山緑地：：：：    
ちょこっとササ刈り体験してみませんか？  

2/16(土) 10:00-12:00 
※午後はガイドウォークも開催！ 

八国山緑地踏切口

／無料 

小学生以上。小学生

は保護者同伴。 

 ガイドウォークガイドウォークガイドウォークガイドウォーク：  
パークレンジャーが公園の自然を紹介。    

 
2/16(土) 13:00 から 1 時間程度。 
※午前はちょこボラも開催！ 

八国山緑地踏切口

／無料 

どなたでも。小学生

以下は保護者同伴。 

東大和公園東大和公園東大和公園東大和公園    （狭山公園（狭山公園（狭山公園（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ((((管理所管理所管理所管理所))))；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町；東村山市多摩湖町 3333----17171717----19191919        TelTelTelTel：：：：042042042042----393393393393----0154015401540154））））    

 ちょこボラちょこボラちょこボラちょこボラ    森のお手入れ森のお手入れ森のお手入れ森のお手入れ inininin 東大和公園東大和公園東大和公園東大和公園：：：：    

ササを刈って子どもが遊べる森づくり！     
1/12(土)、3/9(土) 
10:00-12:00 

東大和公園正門前

／無料 
小学生以上。小学生

は保護者同伴。 

 ガイドウォークガイドウォークガイドウォークガイドウォーク：  
パークレンジャーが公園の自然を紹介。     

1/12(土) 13:00 から 1 時間程度。 
※午前はちょこボラも開催！ 

東大和公園正門前 

／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・六道山公園野山北・六道山公園野山北・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（野山北・六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（野山北・六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（野山北・六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ((((管理所管理所管理所管理所))))；武蔵村山市三ツ木；武蔵村山市三ツ木；武蔵村山市三ツ木；武蔵村山市三ツ木 4444----2222        TelTelTelTel：：：：042042042042----531531531531----2325232523252325））））    

 里山里山里山里山ガイドウォークガイドウォークガイドウォークガイドウォーク：  
パークレンジャーが公園の自然を紹介。  

1/13・27、2/10・24、3/10・24 
（第 2･4 日曜に開催） 13：30 から 1 時間程度。 

里山民家前／ 

無料 

どなたでも。小学生

以下は保護者同伴。 

        

【里山学校】【里山学校】【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、活用など実際に体験しながら学びます！里山の伝統文化や田んぼ作業、雑木林の保全方法、活用など実際に体験しながら学びます！里山の伝統文化や田んぼ作業、雑木林の保全方法、活用など実際に体験しながら学びます！里山の伝統文化や田んぼ作業、雑木林の保全方法、活用など実際に体験しながら学びます！    

里山里山里山里山××××SlowSlowSlowSlow    LifeLifeLifeLife 「「「「草・木・竹でつくるナチュラル雑貨草・木・竹でつくるナチュラル雑貨草・木・竹でつくるナチュラル雑貨草・木・竹でつくるナチュラル雑貨」」」」 講師：長野修平氏講師：長野修平氏講師：長野修平氏講師：長野修平氏    

 オギのそうじ道具オギのそうじ道具オギのそうじ道具オギのそうじ道具：オギ（ススキの仲間）
で、ほうきづくりに挑戦。  

1/14(月･祝)、26(土) ※２日で１セット 
10：00-15：30 定員になり次第締め切り定員になり次第締め切り定員になり次第締め切り定員になり次第締め切り 

里山民家前／ 

1,８00 円 

小学 5 年生以上。小

学生は保護者同伴。 

竹のキッチンツール竹のキッチンツール竹のキッチンツール竹のキッチンツール：食卓で活躍する竹箸と

トングを作ります！  
2/10(日)、23(土) ※２日で１セット 
10：00-15：30 締切締切締切締切    1/251/251/251/25((((金金金金)))) 

里山民家前／ 

1,８00 円 

小学 5 年生以上。小

学生は保護者同伴。 

わら細工教室わら細工教室わら細工教室わら細工教室：：：：田んぼで育った稲わらで「わら細工」をじっくり学ぼう！4 月開講予定。 詳細は、詳細は、詳細は、詳細は、2222 月頃ホームページにて月頃ホームページにて月頃ホームページにて月頃ホームページにて
お知らせいたします。お知らせいたします。お知らせいたします。お知らせいたします。 

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

じっくり田んぼじっくり田んぼじっくり田んぼじっくり田んぼコースコースコースコース：：：：1 年を 

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。 
 

3/24(日) 開始 （全 12 回の連続講座） 

10：00-12：30（第 2 回以降は 10:00～15:00、

気候により時間変更あり） 締切締切締切締切    3/83/83/83/8((((金金金金)))) 

里山民家前／ 

大人：2,000 円 

子供：1,500 円 

里山に興味のある

親子。子供は年長～

小学 6 年生まで。 

申込方法申込方法申込方法申込方法                                                            ※※※※    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。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。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。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。 

   ：事前に申込が必要申込が必要申込が必要申込が必要です。はがき・はがき・はがき・はがき・FAXFAXFAXFAX に下記の 1～４の内容を記入して、お申込下さい。ホームページホームページホームページホームページからも申込できます。 

1.1.1.1.希望イベント名・日にち 2.2.2.2.参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢 3.3.3.3.住所・電話番号 4.4.4.4.「きてみて」を見て 
＜申込先＞＜申込先＞＜申込先＞＜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 FAXFAXFAXFAX：042－397－9467 

ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス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。 

 

 

1111～３月のイベントカレンダー～３月のイベントカレンダー～３月のイベントカレンダー～３月のイベントカレンダー 

平成平成平成平成 2222５年度５年度５年度５年度    野山北・六道山公園登録ボランティア募集野山北・六道山公園登録ボランティア募集野山北・六道山公園登録ボランティア募集野山北・六道山公園登録ボランティア募集 狭山公園友の会狭山公園友の会狭山公園友の会狭山公園友の会    随時募集中随時募集中随時募集中随時募集中 

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、農芸など、
子どもや 10 代 20 代の若者～70 代の約 300 名のボランティアが活動しています。
ご興味がある方は、平成平成平成平成 22225555 年度年度年度年度    登録ボランティア説明会登録ボランティア説明会登録ボランティア説明会登録ボランティア説明会にご参加ください。 

※下記(1)～(3)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。 

日時日時日時日時：(1)2/19(火)、(2)2/24(日)、(3)3/2(土)＊各日 13：00～16：00 

場所場所場所場所：野山北・六道山公園 里山民家（作業小屋） 
申込方法申込方法申込方法申込方法：(1)2/12（火）、(2)2/17（日）、(3)2/23（土）までにはがき・はがき・はがき・はがき・FAXFAXFAXFAX 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。ホームページホームページホームページホームページからも申込可。 

申込・問合せ先申込・問合せ先申込・問合せ先申込・問合せ先：野山北・六道山公園ボランティア事務局（担当：羽鳥、礒脇） 

〒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。 

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：◇活動日時：◇活動日時：◇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）    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先：狭山公園ボランティア事務局 

（担当：矢口・日下）TelTelTelTel 042-393-0154 

その他のボランティアその他のボランティアその他のボランティア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。 

 

公園ボランティア募集のお知らせ公園ボランティア募集のお知らせ公園ボランティア募集のお知らせ公園ボランティア募集のお知らせ    


