
左からアカマツ、
キツネノカミソリ、
雑木林の黄葉

秋は多くのバッタが成虫になり、元気な姿を観察しやすい季節です。そこで今回は、狭山丘陵
の都立公園にあるお勧めのバッタ観察スポットをご紹介します。
湿り気のある草地では、イナゴの仲間が良く見られます。特に野山北・六道山公園の岸田んぼ
がお勧めで、あぜ道を歩くと次々にイナゴが跳び立ちます。ゆっくり近づくと、イネの葉裏にそっ
と隠れる可愛らしい姿も見られます。
少し乾いた草地では、トノサマバッタに出会えるかもしれません。お勧めは狭山公園のススキ
原っぱ周辺です。重厚感がありますが、強靭な脚力と羽ばたきで、かなり遠くまで飛翔すること
ができます。レンジャーが観察したときは、50ｍをひとっ飛び！ 100ｍ以上飛ぶこともあるそう
です。
公園では、バッタが
暮らしやすい環境づく
りにも力を入れていま
す。この秋はぜひ、色々
な場所でバッタを探し
てみてください。

イナゴの仲間
（体長約4㎝　9月初旬撮影）

　トノサマバッタ
（体長約6㎝　9月下旬撮影）

　住宅地に残る貴重な緑地、都立東大和公園は、今年で開園 40 周年を迎えました。昭和 40 年代
後半の開発計画によって失われかけたところを、多くの市民の働きかけで守られ、昭和 54 年に東
京都初の丘陵地公園となったという、胸を打つ物語を持つ公園です。近隣住民や市民団体、ボラ
ンティアの皆さんの活動に支えられつつ、「雑木林博物館」というコンセプトのもとに管理運営を
行っています。
　春はアカマツの林にハルゼミが鳴き、夏は林床を里山の
野草が彩り、秋はコナラの黄葉に輝く東大和公園。開園 40
周年の記念に、この秋は公園を巡るクイズラリーを実施し
ます。狭山丘陵でも屈指の美しい雑木林を持つこの公園の
魅力を多くの方に知っていただきたいと思います。ぜひ遊び
にきてみてください！

みんなの想いの詰まった「東大和公園絵図」

※中藤公園は平成28年4月に開園しました。現在の開園面積は4.5haです。

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 23.5ha 　（H26 年 1 0 月 1日現在） 37.1ha 　（R元年 5月 31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
 「  

1 0 / 1（火）～1 0 / 3 1（木）
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

◆狭山公園友の会 随時募集中！＜見学歓迎＞
花壇のデザインや植え替え、
雑木林の手入れなどを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
◇活動日：花壇…主に第1、3水曜日
　　　　 雑木林…主に土曜日、日曜日
　　　　  10：00～12：00
◇問合せ：狭山公園ボランティア事務局

東大和公園
40周年記念クイズラリー予告

東大和公園を巡るクイズラリーを準備中です！参加賞に
は、素敵なプレゼントをご用意していますので、お楽し
みに♪詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせし
ます。皆さんのご参加お待ちしています！

◇問合せ：狭山公園パークセンター



アカマツ アカマツ 

＊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。
＊事前申込のイベントについては、締切後に
当落のお知らせを郵便にてお送りします。

＜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

イベント申込方法

事前にお申込みが必要です。下
記の項目を明記の上、HP申込み
フォーム、FAX、官製はがきのい
ずれかでお申込みください。

当日、集合場所へ直接お越し下さい。

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

＜申＜申＜申＜申
〒1〒1〒1〒1〒1

さやまキッズプログラム

○日時：9月1日、10月6日、
（第1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：
　※11月3日はSAYAMA HILLS DAY開催のため
お休みします

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：9月15日、10月20日、11月17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

季節の生きものや自然の魅力を、パークレン
ジャーがご案内します！

パークレンジャーと一緒に里山を探検したり、
自然のものを使って遊びます。

当日
受付

当日
受付

のやまキッズプログラム

○日時：9月8日、
　10月13日、11月10日（第2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：

当日
受付

親子におすすめ！

親子におすすめ！

季節の生きものや自然の魅力を、パークレン
ジャーがご案内します！

ガイドウォーク

○日時：9月22日、10月27日、11月24日（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

親子におすすめ！

親子におすすめ！

ため

を使っっを使を使っっっ

たり、たり、たりたりたりたりたり

民家前前前前前前前前前前前

伴象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴伴○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴伴○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同○対○対○対○対○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴伴伴伴○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同○対○対象：どなたでも。小学生以下は保護

SAYAMA HILLS DAY
狭山丘陵各所の素敵なお店が勢ぞろいするマ
ルシェや秋空の下での音楽ライブなど。さわや
かな秋の休日を公園で過ごしてみませんか？

当日
受付

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。

親子自然あそびプログラム 0～2歳編

○日時：10月20日（日）10：00～12：00　雨天中止
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：大人1人500円（税込）※子どもは無料
○対象：0～2歳のお子さんとご家族
○講師：一般社団法人 遊心 峯岸氏
○締切：10月6日（日）

事前
申込

イイベントト申申込込方方法法イ

親子親子親子親子親子
歳編

稲刈り

○日時：10月6日（日）10：00～15：00
　少雨決行・荒天延期（延期日10月14日（月祝））
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：100円（保険代・税込）
○対象：どなたでも。中学生以下は保護者同伴
○締切：9月15日（日）
○協力：野山北・六道山公園ボランティア
〇指導：岸田んぼ会

豊かに実った里山の田んぼで、収穫に汗を流
してみませんか？

事前
申込

親子におすすめ！

親子におすすめ！

雑木林ようちえん

○日時：10月19日（土）10：00～12：00
　※予備日10月26日（土）雨天中止
○集合場所：東大和公園 正門広場（市立二ツ池
公園近く）
○参加費：無料
○対象：3～5歳のお子さんとご家族
○締切：10月4日（金）

雑木林の木の実や葉っぱ、その他いろんなも
のを使ってみんなで遊ぼう！

事前
申込

事前
申込

ちょこっとボランティアin東大和公園

○日時：10月27日（日）10：00～12：00 雨天中止
○集合場所：東大和公園 正門広場（市立二ツ池
公園近く）
○参加費：無料
○対象：小学生以上。小学生は保護者同伴
○服装：長袖、長ズボン、軍手、飲み物
○協力：狭山公園友の会

当日
受付

四季折々の雑木林を楽しみながら、ササ刈りな
どの作業を気軽に体験できます。初心者や親
子も大歓迎！お気軽にご参加ください♪

東大和公園の自然観察会

○日時：9月25日、
　10月23日、11月27日（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（東大和市
奈良橋1-260-2）
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○主催：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

親子におすすめ！

親子におすすめ！

○日時：11月3日（日祝）10：30～15：00
　＊時間内に随時参加できます。　小雨決行、荒天中止
○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

親子におすすめ！

親子におすすめ！

○日時：9月28日（土）13：00～15：30　荒天中止
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
〇参加費：100円（保険代・資料代・税込）
○対象：中学生以上
○講師：東京農工大学農学研究院 自然環境保　
　       全学部門准教授 金子弥生氏
○締切：9月22日（日）

まるっと里山！ 秋　～里山を楽しむ日～

○日時：10月13日（日）10：00～14：00
　＊時間内に随時参加できます。小雨決行、荒天中止
○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
○協力：野山北・六道山公園ボランティア

当日
受付
親子におすすめ！

親子におすすめ！

昔の農具体験や竹鉄砲づくりなどおもてなし
コーナーがいっぱい♪里山民家で秋の里山を
ゆるっとまるっと楽しみませんか？
★例年開催している「秋祭り」より規模は小さい
ですが、ゆったり過ごせるイベントです。

親子におすすめ！

親子におすすめ！

「タヌキとアナグマから見る！
　　　　　　　　雑木林の生きものたち」
長年に渡り里山の哺乳類の研究を続けてい
る専門家をお呼びし、タヌキやアナグマの視
点から雑木林や里山の魅力に迫ります！雑木
林や里山で管理・保全活動されている方、必
見です。

雑木林マイスタースキルアップ講座

ハルゼミ 


