
新緑の野山北・六道山公園

ウラナミアカシジミムラサキシジミ

雑木林を舞う蝶

　気持ちいい風に青空、芽吹きの緑、コロコロと心地よいシュレーゲルアオガエルの鳴き声。 春の里山は、

ため小躍りしたくなるほどの美しさです。 これから日を追うごとに雑木林の緑は濃くなり、 冬の間ずっ

と耐えていた生きものたちでにぎやかになる季節を迎えました。

　そんなたくさんの自然に囲まれて、 私たち、 西武 ・ 狭山丘陵パートナーズは、 狭山丘陵にある都立

公園 （狭山公園、 八国山緑地、 東大和公園、 野山北 ・ 六道山公園） を 10 年間、 多くの方々との協働

により管理運営を行ってまいりました。 お力添えいただい

た皆様には心より感謝申し上げます。

　そして引き続きこの 4 月からも、 指定管理者として管理

運営をさせていただきます。 新たな団体構成員も加わり、

さらに盤石な管理体制で取り組んでまいります。

　これからも皆さまに愛される公園として、 生きものの息

吹であふれかえる里山の中で、 人も一緒に元気になれるよ

うな環境を皆様と共に守り、 次世代へより良く継承してい

きたいと考えています。 どうぞよろしくお願い致します。

西武 ・ 狭山丘陵パートナーズ 統括所長

新年度のごあいさつ　～これまでも これからも～
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暖かくなるにつれ、 いろいろな蝶が目を惹くようになります。 今回は、 春から初夏にかけ、 里山で

ぜひ出会いたい２種類のシジミチョウをご紹介します。

3 月下旬の雑木林では、 成虫のまま冬超しするムラサキシジミが、 いち早く活動を始めます。 シイ

やカシなどのやや暗い林周辺に多く、 輝く翅は、 見る角度によって青から紫へと色を変えます。

５月中旬には、 ウラナミアカシジミが舞い始めます。 オレンジと黒のヒョウ柄模様が特徴的ですが、 よく

見ると、 頭や触覚の先端

にもオレンジ色の模様があ

ります。 手入れされた明

るい雑木林に多い蝶です。

対照的な色と生態を

持った２種類のシジミチョ

ウ。 見かけたときは、 周

囲の環境とも合わせて観

察してみてください。

杉山レンジャー

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
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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

◆狭山丘陵の都立公園メールマガジン

野山北・六道山公園、狭山公園、八国山緑地、東大和
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

東大和公園狭山公園 八国山緑地
開園年月日 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） 36.7ha 　（H27 年 5月 29 日現在） 18.4ha 　（H11 年 5月 31 日現在）

昭和 63 年 6月 1日
202.5ha     （H27年 5月2 9日現在）

見どころ 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。

野山北・六道山公園

所在地 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「西武遊園地駅」
下車　徒歩 3分
又は「武蔵大和駅」下車　徒歩 5分

 西武西武園線「西武園駅」
下車　徒歩 5分

西武多摩湖線「武蔵大和駅」
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
 「  

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！

５月1日～5月31日

お花見ルールお花見ルール ～ゆったり、のんびり、楽しもう～

サクラ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、ご家族やグルー
プでゆったりと「里のお花見」をお楽しみください。ご協力よろしくお願いいたします。
■サクラを大切に！
■ごみのお持ち帰りにご協力下さい。
■公園内で火気は厳禁です。
■公共交通をご利用ください。
■園内、夜間のお花見用の照明はありません。

ヤマザクラ

カンヒザクラ

オオシマザクラ

カワヅザクラ

ソメイヨシノ

◆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水曜日、
　　　　　 週末の活動もあります。
　　　　　10：00～12：00
◇問合せ先：狭山公園ボランティア事務局

狭山丘陵の都立公園　お知らせ



さやまキッズプログラム

○日時：4月3日、5月1日、
6月5日（第1日曜に開催）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、原っぱや雑木林へ行こう！
どんなものが見つかるかな？自然のものを使っ
たクラフトづくりもするかも？

ガイドウォーク

○日時：4月17日、5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

春の野の花や、雑木林の芽吹きなど、この時期
ならではの見どころをパークレンジャーがご案
内します！

田んぼや雑木林では、植物も動物も活動開始。
命にぎわう春の里山を、パークレンジャーが
ご案内します！

当日
受付

当日
受付

ガイドウォーク

○日時：4月10・24日、
　5月8・22日、6月12・26日（第2・第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

＊天候などにより内容を変更する場合があります。
＊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。

＊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。

＊お電話でのお申し込みはできません。

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

野山北・六道山公園、狭山公園、
八国山緑地、東大和公園での
イベントをお知らせいたします。

パークヨガ

○日時：4月23日（土）
　10：30～11：30　受付10：00～
○集合場所：狭山公園トウカエデの林
○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：CHIZU氏(yoga Sharanam主宰)
　持ち物：運動ができる服装、日焼け対策、タオル、飲み物など。
　※お申し込み後はご案内は送付いたしませんので直接集合場所にお越しください。

新緑の中でのびのびとヨガを楽しみましょう。ヨガ
マットのレンタル付き。

きてみて里山！春のうららかウォーキング

○日時：3月26日（土）
　スタート受付9：00～10：30
　ゴ ー ル受付 15：00まで
○スタート場所：狭山公園桜口
　西武多摩湖線「西武遊園地駅」
南口徒歩3分

　※受付後随時スタート
○参加費：無料
○共催：西武鉄道株式会社

狭山公園、八国山緑地、東大和公園
をまわろう！6カ所で自然ガイドや解
説があります。

当日
受付

ハルゼミの鳴く林で春の花を見よう

○日時：5月8日（日）
9：30～12：30
○集合場所：東大和市郷土博物館前
○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。
当日
受付

ワンちゃんと飼い主さんのための 愛犬のしつけ教室

○日時：5月14日（土）
【午前の回】10：30～、【午後の回】14：00～
　各回1時間半程度
○集合場所：狭山公園　遊具広場横
○参加費：無料
○対象：飼い主さん1人につきワンちゃん1頭
○講師：SESドッグインストラクター（株式会社withdog.jp）
　持ち物：首輪、伸び縮みしないタイプのリード。
　※お申し込み後はご案内は送付いたしませんので直接集合場所にお越しください。

愛犬との暮らしが楽に、そして、楽しいものにな
るための新しいしつけの方法を学ぶ教室です。

事前
申込

先着順！
（4/1より申込開始）

田植え

○日時：6月5日（日）
10：00～15：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○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：岸田んぼ会、野山北・六道山公園ボランティア
○締切：5月13日（金）

新緑に囲まれて、田植えを体験しませんか。
事前
申込

親子におすすめ！

親子におすすめ！

里山でゆるゆる田んぼの草取り

○日時：6月25日（土）
9：30～14：30
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：100円
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴
○締切：6月3日（金）
○協力：岸田んぼ会、野山北・六道山公園ボランティア

みんなで草取り。泥んこになって頑張ろう！
事前
申込

親子におすすめ！

親子におすすめ！

手もみ茶づくり

○日時：5月15日（日）
9：15～16：30
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：500円
○対象：高校生以上
○講師：山本正美氏（東京狭山茶手揉み保存会）
○締切：4月22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！
事前
申込

里山春祭り

○日時：5月1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　里山民家前
○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：野山北・六道山公園ボランティア

クラフト作品づくりやマキ割り体験など、春の
里山を満喫♪

当日
受付

親子におすすめ！

親子におすすめ！

さやまキッズ DAY

○日時：5月5日（木祝）
10：30～15：00
　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（飲食店など一部有料）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴

木の実などを使ったクラフトコーナー、パークレン
ジャーによる子ども向けガイド、狭山丘陵にいる野生
動物（はく製）の紹介、ハンモックコーナーなど。

当日
受付

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10回（毎月1
回）初回6月19日（日）
10：00～15：00　（2回目以降はHPでお知らせします）
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：2,800円（テキスト代など）
○対象：高校生以上。年間通して参加できる方
○締切：5月27日（金）
○講師：安藤正芳氏（野山北・六道山公園ボランティア）
○協力：野山北・六道山公園ボランティア

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

全10回の連続講座！

八国山ウォーキングレッスン

○日時：6月4日(土)10：00～12：00
○集合場所：八国山緑地西入口広場
○参加費：500円（保険料など）
○対象：中学生以上。中学生は保護者同伴。
○講師：三田央氏（ミズノスポーツサービス株式会社）
　持ち物：動きやすい服装、運動靴、日焼け対策、帽子、タオル、飲み物など。
　※お申し込み後はご案内は送付いたしませんので直接集合場所にお越しください。

スポーツコーディネーターがウォーキングの「コツ」
を伝授します！占用の測定器を使った足裏測定つき。

事前
申込

先着順！
（4/1より申込開始）

事前
申込

先着順！

東大和公園の自然観察会

○日時：4月27日、
　5月25日、6月22日
　（毎月第4水曜に開催）9：30～12：30
○集合場所：東大和市立郷土博物館前
○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

「東大和市環境を考える会」の定例観察会です。
当日
受付

○日時：5月15日（日）
10：00～12：00　締切4月29日（金）
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：大人の参加人数×500円。子どもは無料
○対象：0～2歳児をお連れの親子
○講師：春日 直子（一般社団法人 遊心）

親子自然あそびプログラム
　　　　　　「0～2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。

事前
申込

親子におすすめ！

親子におすすめ！

○日時：6月12日（日）
10：00～12：00　締切5月25日（水）
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：大人の参加人数×500円。子どもは無料
○対象：3～4歳児をお連れの親子
○講師：春日 直子（一般社団法人 遊心）

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。

事前
申込

親子におすすめ！

親子におすすめ！

（4/1より申込開始）


