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チョウが舞う新緑の里山。 4 月には成虫

で冬を越したテングチョウやルリタテハが

舞い始め、 次いで初春だけに出会えるミ

ヤマセセリが雑木林に現れます。 この時期

のチョウは翅を閉じると落ち葉に溶け込む

ものが多いのですが、 日光浴の場面に出

会えれば、 翅を広げ、 美しい模様を見せ

てくれます。 5 月には花が増え、 アゲハ類

などが蜜を求めてやって来ます。

春は次々に役者が現れては、 交代して

いく季節。 ぜひ春のチョウたちに、 会いに

きてみて！

蜜を吸うキアゲハ

日光を浴びるミヤマセセリ

「SAYAMA HILLS DAY」イメージ

チョウたちの舞う新緑の狭山丘陵

　記録的な大雪に見舞われた冬を乗り越え、 狭

山丘陵に陽気な春が訪れました。 暖かな日差しに

誘われて野の花にチョウやテントウムシたちが集ま

り、 春風に乗って野鳥の歌声が響きます。 そんな

春の息吹を感じにぜひ遊びにきてみて下さい！

　GW最終日の 5 月 6日 （火 ・ 祝） は狭山公園

にて 「SAYAMA HILLS DAY」 を開催します！青

空と新緑の木漏れ日の下で、 思い切り自然と一

体になれる体験ヨガ、 親子で楽しめるクラフト、

ファーマーズマーケットやカフェ、 ミュージックラ

イブなど狭山丘陵の人と自然、 文化をいっぱい

感じることのできるプログラムです。

　その他にも新緑のまばゆい季節にピッタリのイ

ベントが盛りだくさんです！みなさまのお越しを

お待ちしています！

「SAYAMA HILLS DAY」を開催します！「SAYAMA HILLS DAY」を開催します！

西武・狭山丘陵パートナーズ
狭山丘陵にある都立4公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山公園）は、平成18年4月1日から西武・狭山
丘陵パートナーズが指定管理者として公園運営管理を行ってます。

問合せ：西武・狭山丘陵パートナーズ　広報部
住　所：〒189-0026　東京都東村山市多摩湖町3-17-19
　　　　都立狭山公園パークセンター（管理所）
T E L ：042-393-0154

狭山丘陵の都立公園　お知らせ

公園ホームページ「狭山丘陵の都立公園へきてみ
て！」では、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。

狭山丘陵の都立公園

発行者：　　　　　　　　西武・狭山丘陵パートナーズ

発行日：平成26年4月1日

狭山公園 八国山緑地 東大和公園
開設日 昭和 12年 4月 29 日 平成 2年 6月 1日 昭和 54 年 6月 1日
開園面積 23.3ha 　（H21 年 5月 29 日現在） 36.5ha 　（H21 年 5月 29 日現在） 18.4ha 　（H11 年 5月 31 日現在）

野山北・六道山公園
昭和 63年 6月 1日
195.9ha     （H25年 6月1日現在）

見どころ 都立狭山自然公園の区域内に
あり、武蔵野の里山の風景や
自然が残っています。都民の
水がめである多摩湖の堰堤の
東側に広がり、宅部（やけべ）
池や太陽広場などがあります。

八国山緑地は、なだらかに広が
る狭山丘陵の東端に位置してい
ます。園内全体がコナラ、クヌ
ギ等の雑木林となっており、さ
まざまな野鳥や昆虫が見られる
貴重な緑となっています。

 東京都で最初の丘陵地公園と
して、昭和 54 年に開園しま
した。狭山丘陵の自然を活か
したこの公園は、起伏に富み、
コナラ、アカマツを主体とす
る雑木林でおおわれています。

首都圏に残された「緑の島」都
立狭山自然公園の西端にあり、
雑木林と谷戸（丘陵に切れ込ん
だ谷間）の組合せによって、豊
かな自然が残され、都立公園
で最大の面積を有しています。

東側に広がり、宅部

野山北・六道山公園

位置 東村山市多摩湖町3-17-19
*狭山公園パークセンター（管理所）

東村山市諏訪町二・三丁目、
多摩湖町四丁目

東大和市湖畔三丁目、高木一
丁目、狭山三丁目

武蔵村山市三ツ木4-2
*野山北・六道山公園インフォメーションセンター（管理所）

主な
アクセス

 西武多摩湖線「西武遊園地」
下車　徒歩 3分

 西武西武園線「西武園」下
車　徒歩 5分

西武多摩湖線「武蔵大和」下
車　徒歩 15分

 JR 中央線「立川駅」北口よ
停スバ 行」駅崎ヶ根箱「 り

「峰」下車徒歩 10分
 「 

◆狭山丘陵の都立公園メールマガジン

狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山
公園のメールマガジンを配信しています。
①年間100を超えるイベント情報
②サクラや紅葉だけでなく、季節のさま
ざまな見ごろ情報
③各公園の取り組みやボランティア情報
狭山丘陵の都立公園　メルマガ

◆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、ご連絡ください。
◇活動日時：主に第1・3水曜
　　　　　 10：00～12：00
◇問合せ先：狭山公園ボランティア事務局
　　　　　　　　　　（担当：礒脇）TEL:042-393-0154

グッドマナー宣言

春のマナーアップキャンペーン
狭山丘陵の都立公園＆武蔵野の都立公園合同企画

狭山公園ではワンちゃんの
しつけ教室も開催します！

狭山丘陵にすむ生きもの　～ほ乳類～

缶バッジの販売はじめました！

「狭山丘陵にすむ生きもの」が缶バッジになりました！
第１弾はほ乳類です。
かわいい絵柄の動物たちをぜひGETしてください！
販売場所：狭山公園パークセンター（管理所）
価格：￥100

全６種類！全６種類！第１弾

５月1日～5月31日



さやまキッズプログラム

○日時：4月6日(日)、
　5月5日(月祝)、6月1
日(日)13：30～15：00
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：無料
○対象：5歳～小学生。小学2年生以下は保護者同伴。

パークレンジャーと一緒に公園を探検したり、
クラフトづくりをします。

ガイドウォーク

○日時：4月20日、
　5月18日、6月15日
　（第3日曜に開催）13：30～1時間程度
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

パークレンジャーが季節の生きものや見どころ
をご紹介！

パークレンジャーが季節の生きものや見どころ
をご紹介！

当日
受付

当日
受付

ガイドウォーク

○日時：4月13・27日、
　5月11・25日、6月8
日（第2・4日曜に開催）13：30～1時間程度
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

当日
受付

狭山公園、八国山緑地、東大和公園、

野山北・六道山公園でのイベント

をお知らせいたします。

＊天候などにより内容を変更する場合があります。
＊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。

＊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。

イベント申込方法
当日
受付

事前
申込

事前に申込みが必要です。はがき・
FAXに下記の項目を記入してお申
し込みください。ホームページから
もお申込みできます。

当日、集合場所へ直接お越し下さい。

＜申込み先＞
〒189-0026　東京都東村山市多摩湖町
3-17-19　都立狭山公園パークセンター
（管理所）内　イベント事務局あて
FAX：042-397-9467
HP検索 狭山丘陵の都立公園　イベント

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.「きてみてニュース」を見て

親子におすすめ！

親子におすすめ！

４月～６月初旬の
イベントカレンダー

里山春祭り

○日時：5月4日（日）
10：00～15：00
　時間内は随時参加できます。
○開催場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

こいのぼり作りや工作など、春の里山を満喫♪

○日時：4月29日（火祝）
10：00～15：30
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：1,000円（材料代など）
○対象：高校生以上。
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）
○締切：4月11日（金）

事前
申込

雑木林マイスタースキルアップ講座

「雑木林の植生を知る！学ぶ！考える！」(仮)

○日時：6月21日（土）・
22日（日）10：00～
15：30　＊2回連続講座
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：1,000円（材料代など）
○対象：高校生以上。両日参加できる方。
○締切：6月6日（金）

雑木林の手入れと植生管理の関係について学びます。
事前
申込

犬のしつけ教室

○日時：5月開催予定。
○集合場所：狭山公園
風の広場
○参加費：無料
○対象：犬を制御できる大人。飼い主1人につき
犬1頭まで。
○講師：NPO法人 社会動物環境整備協会（SES）

犬との信頼関係をつくり、しつけ方の基本を学びます。
事前
申込

SAYAMA HILLS DAY

○日時：5月6日（火祝）
10：00～15：30
　時間内は随時参加できます。
○開催場所：狭山公園　風の広場
○参加費：無料　＊一部有料。
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○主催：狭山丘陵フェア実行委員会

ファーマーズマーケットや音楽ライブ、パークヨガな
ど、自然を感じる休日を公園で過ごしてみませんか？

環境を考える市民の集い　春の花を見よう(仮)

○日時：5月11日（日）
9：30～12：30
○集合場所：東大和市郷土博物館
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○共催：東大和市環境を考える会

緑豊かな雑木林や野の花の自然観察を行います。

ちょこっとボランティアin八国山緑地

○日時：4月12日（土）、
6月14日(土)（偶数月
第2土曜に開催）10：00～12：00
○集合場所：八国山たいけんの里前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○午後はガイドウォークを実施！

八国山緑地のふたつ池まわりで、季節ごとの森の
お手入れを行います。お茶お菓子つき。

当日
受付

当日
受付

当日
受付

ガイドウォーク

○日時：4月12日（土）、
6月14日(土)（偶数月
第2土曜に開催）13：00～14：00
○集合場所：八国山たいけんの里前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

パークレンジャーが公園の自然を紹介します。
当日
受付

午前はちょこボラを実施！

詳細はHPで紹介します。

当日
受付

手もみ茶づくり

○日時：5月11日（日）
9：15～16：45
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：500円
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○講師：山本正美氏（東京狭山茶手揉み保存会）
○締切：4月25日（金）

狭山丘陵の新茶を摘んで手もみ茶作りを体験しよう！

親子自然あそびプログラム

0～2歳対象プログラム

3～4歳対象プログラム

いずれのプログラムも

○日時：【第1回】4月27日（日）【第2回】5月25日（日）
各日10：00～12：00
○締切：【第1回】4月11日（金）【第2回】5月9日（金）
○対象：0～2歳児をお連れの親子。兄弟同伴可。

○日時：6月29日（日）10：00～12：00
○締切：6月13日（金）
○対象：3～4歳児をお連れの親子。兄弟同伴可。

○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：各回、大人の参加人数×300円。子ど
もは無料。
○講師：春日 直子氏（一般社団法人 遊心）

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。

事前
申込

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

わら細工教室（年間登録制）

○日時：全12回（毎月1
回）初回4月20日（日）
10：00～15：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：3,000円（材料代など）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○締切：4月4日（金）　

田んぼで育った稲わらで「わら細工」をじっくり学ぼう！
事前
申込

事前
申込

田植え

○日時：6月1日（日）
10：00～15：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：100円
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○協力：野山北・六道山公園ボランティア
○締切：5月16日（金）

瑞 し々い新緑に囲まれて、田植えを体験しませんか。
事前
申込

里山でゆるゆる田んぼの草取り

○日時：6月14日（土）
10：00～15：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：100円
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○協力：野山北・六道山公園ボランティア
○締切：5月30日（金）

みんなで草取り。泥んこになって頑張ろう！
事前
申込

フェ
持ち帰ろう！

竹盆づくりとソトカフェ
竹盆栽をつくって里山を持ち帰ろう！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！


