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野山北・六道山公園は

開園30周年を迎えました。

これからも東京の

豊かな自然を

伝えていこう！



里山つれづれ
～自然と出会う、人と出会う～

ここには里山をこよなく愛する人たちがいます。
ここには生き生きと活動するボランティアの姿があります。

田んぼから聞こえる子どもたちの声
畑で鍬を振り上げ土に語りかける人たち
ヘルメットをかぶり鎌を持って雑木林と話をする人たち
自分の背よりも高い雑草とにらめっこをしている人たち
小径の草花と楽しそうに話をしている人たち
小さな生き物や花たちに観察されている人たち
藍の生葉から生まれた鮮やかな色に見入る人たち
藁や竹と遊んでいる人たち
お茶やみかんを摘む人たち
小麦と菜園に魅了されている人たち
伝統行事や伝統食を楽しんでいる人たち
さまざまな里の恵みを何に使おうかいろいろ考えている人たち
里山の魅力を遊びを通して伝えようと頑張っている人たち
イベントのお手伝いで自分が一番楽しんでいる人たち

みんなみんな
自然と一体になって汗を流す人たちです。
みんなみんな
地域と一体になって文化と伝統を守り育てる人たちです。
みんなみんな
公園にくる人を楽しく幸せにしてくれる人たちです。

そこには人と自然の出会い、
そして人と人との出会いがあります。
いつもみんなの笑顔があります。
公園の風景を作る楽しさがあります。
忘れていた何かがみつかるところです。

暑いときも、寒いときも
いつのまにかたくさんの仲間が
あつまって、何かをしている
そんなすばらしい里山をこよなく愛する人たちの
一年間の歳時記です。
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春
木々もすっかり芽吹き、新緑の葉が茂る季節となりました。
新しい仲間も加わり、ボランティア活動がスタートです★

ボランティア
オリエンテーション
今年度は441名がボランティア登録。
1年間ボランティア活動頑張るぞ！

竹林整備
筍やずんずとのびて藪の上…。
力を合わせて竹林整備を行いました。

田んぼ
田んぼ活動も4月から開始。
肥料をまいて、荒起こし。
黒米の品種が新しくなりました。

桜茶作り
公園の八重桜を使って
お茶作り。

野の花ガーデナー
イラストを描いて花壇のデザイン作りに挑戦！
野の花小径の手入れや庭木の手入れも
頑張りました。

民家周りの手入れ
壊れた道具を直したり、柵を新しくしたり、地道な活動が
気持ちの良い公園づくりに繋がっています。竹林の手入れ
で伐った竹で青竹踏みを100本以上製作！
来園した皆さんに大人気のグッズです。

Spring

継続ボランティア歴10年目が19人！これからもよろしくお願いします♪
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里山春祭り
ボランティアのべ90人が集結！
春の日差しが心地よい
民家で今年度初のお祭り。
多くの来場者と一緒に
春の里山を楽しみました♪

花ガイド
里山で見られる野の花を紹介。
わかりやすい説明で大人気の
ガイドです。

薪割り体験
他では出来ない貴重な体験！
木のペンダント作りも行いました。

里山こいのぼり
フナやドジョウの絵に
自由に色を塗って、
オリジナルのこいのぼ
りを作りました。

昔のあそび
ベーゴマや、けん玉、コマなどに
大人も子どもも無我夢中★

茶摘み＆手もみ茶作り体験
お茶の香りが心地よいといつも人気のコーナーです。

太鼓の演奏
武州村山太鼓むつき会による力強い生演奏。
素敵な響きで里山民家を賑やかに。

暑い日が続き、雨もほとんど降らず。
それでも稲は青々と育ってくれました。

種まき
荒起こしの後は、稲の種まき。
丁寧に機械を使って撒きました。

代かき
田植えをしやすいように、田んぼをならします。

田植え
田んぼの準備もできていよいよ田植え。
声を掛け合いながら頑張りました。

お茶隊
茶園整備から茶摘み、お茶づくりまで取り組みます。

「東京狭山茶手揉み保存会」の山本先生に
みっちり教えて頂きました。

梅の収穫
暑い夏を乗り切るため、収穫した梅で
梅干し＆梅ジュースづくり。

生き物とたくさん出会える季節。
子どもたちは大はしゃぎ！

初
夏

  Early
Summer
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猛暑が続き活動がお休みになることも。
そんな暑さにも負けずに、
たくさんの汗を流しながら
活動に取り組みました。

草とりたい！
園路、湿地、林

りん

縁
えん

で大活躍。
丁寧な手作業で、里山の景観を
守り続けてくれています。

里山折り紙くらぶ
季節に合わせた作品を作り、
公園に花を添えてくれています。

七夕飾りイベント
公園の笹に、折り紙で作った立派な飾りや
短冊をつけました☆
みんなの短冊の願いが叶いますように！

抜いても抜いても生えてくる草。
何度も田んぼに入っては草を抜
き、泥をかき混ぜ稲の成長を応
援しました！

菜園隊
菜園や畑で野菜作り。ふらっと花壇
に水をあげてくれることも…。
来園者に大好評のスイカ割りも
行いました。

藍
お祭りなどで大活躍のエプロンを今年も染めました！
キレイな藍色が素敵ですね。藍畑の手入れも頑張りました。 里の竹細工

里山の竹を活用して、バターナイフ
や湯飲みを作りながら来園者の皆さ
んに里山の魅力を伝えています。
親子ボランティアに作り方の伝承も。

里山PR隊
イベントサポートから
新企画の立案まで、
ボランティア活動を
盛り上げてくれます。

まるっと里山！夏
夏祭りみたいなイベントがあったらいいね！
そんな想いを持った皆さんがイベントを企画し、開催。

田んぼの草取り

夏
Summer

どんなことが

できるかな？
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宮野入植生
管理ミーティング
水の管理や希少種の保全などに 
ついてどのように取り組んでいくか
をみんなで考え、話し合いました。

ボランティア
ミーティング
各活動の情報を共有して、みんなで
今後の活動をより充実させるため
に話し合いました。

稲刈り
黄金色に染まった稲を収穫。
今年の収穫量はみんなの頑張
りで1131.5kgでした！

生き物倶楽部
自然観察会では里山の豊かさを伝え、
湿地整備では泥まみれになりながら作業しました。

脱穀
唐
と う み

箕や足踏み脱穀機で脱穀体験！
貴重な経験をすることができました。

花の名知りたい
季節に合わせて
里山で見られる花や野草を紹介しています。

かてうどん作り
武蔵村山市の伝統食「かてうどん」を作り、
来園者と一緒に味わいました。

実りの季節を感じながら、
ボランティア活動を
楽しみました。

畑
収穫した野菜はイベントなどで大活躍。
子どもたちも一緒に、大勢で収穫作業を行いました。秋

Autumn

材料の小麦は
畑で育てました。

サツマイモに花が
咲きました☆
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安全管理講習
活動を安全に行うために欠かせない講習会。

春、夏、冬と内容を変えて、
基本から応用まで幅広く学びます。

下草刈り
継続は力なり！ 
終了後は見違えるほどキレイな林床に。
春にはどんな花が咲くのか楽しみですね。

台風処理
風の凄まじさがわかる台風の爪痕…。
安全に細心の注意を払い
ながら、撤去作業を進め
ました。

看板新調！
里山クラフト工房が作った
新しい看板が完成しました。

ススキのしおりかざり
里山の秋を彩るススキを使って、
しおり付きお土産作り。

飲食販売
瑞穂・村山の地域ブランドが
並びました。 みずほ物語

「瑞穂町郷土資料館 けやき館」による
展示。地元の歴史を紹介しました。

里山のいきもの紹介
宮野入に咲く野菊の仲間を

生き物倶楽部が紹介。

里の竹細工コーナー
小さく切った竹をやすりで
磨き上げてキーホルダーを
作ります。

里山ギャラリー
藍やわら細工、里山クラフト工房
で作成したもの、「里山すみれの
会」の絵手紙を展示。

昔の農具体験
海外の人にも体験して

もらうことができました。

里山さんぽ
雑木林の樹木を紹介しました。
木にまつわる暮らしや神話まで、
幅広い話に興味津々。

キンランも見られます♪

オカリナ演奏
里山にオカリナの調べ
が響きます♪

ガイドウォーク
宮野入の魅力を発信。
キッズレンジャーも大活躍！

雑木林
下草刈りから伐倒、植生調査まで取り組んでいます。
今年は台風24号の襲来で、荒れてしまった雑木林の
折れ枝、落ち枝の撤去も行いました。
雑木林ミーティングで話し合いの時間を作り、丁寧
に作業を進めています。女性も大活躍！

里山秋祭り
脱穀体験や、
ススキを使ったコーナーなど、
里山の秋を満喫しました。

雑木林ミーティング
重点的に作業を進める場所を決めたり、
雑木林で出た木材の活用を考えたり。

熱い話し合いを年に2回行います。

東京農工大からヤギも来たよ♪
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日に日に寒さが増して
公園から見える富士山は雪化粧。
冬の足音が近づいています。

みかん狩り
みかん畑から見える景色は絶景！
収穫したみかんは収穫祭で味わってもらったり、
わら細工や繭玉の飾りに活用しています。

里山クラフト工房
里山の竹や木を活用して、あらゆるものを作ります。
今年は横の繋がりを意識♪ 他の活動で使えるものを
たくさん作りました。

民家だより発送
おしゃべりを楽しみながら丁寧
に手作業。職場体験の中学生
も参加。

大根のひっこぬき体験
昨年も好評だった
大根のひっこぬき体験。
100人以上が参加しました！

餅のふるまい
つきたてのお
餅をみんなで
丸めてふるま
いました。

餅つき
蒸したもち米をペッタンペッタン。
今年は27臼つきました。
MTBチーム「ペルジタ」のメンバーも大活躍。

ご案内所
収穫したみかんを

配りながらお祭りの案内。

かまど
蒸篭を3つ重ねてもち
米をどんどん蒸

ふ

かして
いきます。時間を計算
しながら、とても大変
な作業です。

駐輪場コーナー
「西多摩マウンテンバイク 
友の会」のメンバーが 
自転車整理。公園での
自転車マナー向上に毎年
ご協力頂いています。

第6回私のお気に入り写真展
ボランティアの皆さんが里山で撮った、とってお
きの写真を田んぼで展示♪ 投票も行いました！

晩
秋

収穫祭
来場者は800人以上！
ボランティア100人近くが集まっておもてなしをしました。
表紙の集合写真は必見です！

里のお土産
コーナー
子どもたちが大活躍！
クラフト作品や、
畑で採れた野菜、
もみ殻など公園の資源を
活用しています。

  Late
Autumn
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門松作り
伝統的な作り方を学びながら、

縁起のいい笑う門松が完成。

すす払い
みんなを見守ってくれた母屋も作業小屋も

蔵も納屋も、隅々まで大掃除。

年明け
丸山で2019年度の活動の安全祈願。
母屋の前では羽根つきの白熱した
打ち合いが繰り広げられていました。

伝統食つたえたい♪
公園で収穫したお米や野菜を使って、地元の年中
行事に合わせた伝統食を作り、ふるまいました。
大人向けの講座もあります。

繭玉飾り作り
岸繭玉保存会とボランティアのみんなで
里山のお米とみかんを使い、母屋に飾りつけ。
来園者に里山汁やうでまんじゅうもふるまいました。

救急法講習
AEDの使い方など人命救助の方法を、パークレン
ジャーから実習を通して学びます。多くの人が訪れ

冬Winter

霜がおり始め、
寒さが体にしみる季節になりました。

里山の伝統行事は盛りだくさんです。

正月飾り作り
里山で採れた稲わらを使って、

正月飾りが完成。
良い新年を迎えられますね♪

る公園だからこそ、
受けてほしい講習
です。
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わら細工の技術を学ぶ年間講座。田んぼの稲わらを使います。
講師も参加者サポートも公園ボランティアが担っています。
作品を仕上げるのには1日かかりますが、
みんなで楽しみながら作品を作っています。

春と秋の2回開催！ 
園内の動植物を1日じっくり丁寧に
紹介する大人向け観察会。
手作りのテキストも大好評です。

身近な自然を取り入れたライフスタイルを提案。
今年は竹盆栽と初挑戦のブッシュクラフトを作りました。

竹盆栽では実生やコケを使った盆栽を、ブッシュ 
クラフトでは木のハンガー、フックなど 

生活に取り入れられる素敵なアイテムを作りました。

パークレンジャーによるプログラム。
落ち葉かきで汗を流した後は、
蒸したサツマイモに舌鼓。
自然と暮らしの関わりや、
宮野入の自然の豊かさについて学びました。

これから雑木林活動を
はじめたい。
そんな方におススメの講座です。
雑木林の見方や基本的な作業
方法などについて学びました。

わら細工教室
講師：安藤 正芳氏

てくてく自然観察
ウォーキング

里山キッズ
探検隊

里山学校
里山の自然や、資源の活用について学びを深めたり、

親子で里山の自然と文化を体験する講座を展開しています。

里山×Slow life
講師：長野 修平氏

雑木林マイスター
入門講座

講師：松井 一郎氏
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活動アラカルト

大学生実習
東京農工大学の学生と雑木林で落ち葉掃きを体験。

西多摩マウンテンバイク友の会
＆ MTBチーム ペルジダ

ボランティア視察会
世田谷区にある次大夫堀公園 民家園を視察。
藍染や木挽きの会など多様な活動が盛りだくさん。
活発な意見交換も行い、10月には次大夫掘公園のボラ
ンティアさんが里山民家の視察に来てくれました☆

野外活動
安全管理講習
刃物を扱う全活動を対象に、安全に活動
できるように、基本の鎌の使い方や手入
れの方法などを学びました。

里山のすみれの会
季節の移ろいを繊細な絵筆に乗せ、
絵手紙を通して里山の魅力を伝える
地域ボランティアです。

エキスパートタイム
小学生26名が地域について学ぶ総合学習。
公園ボランティアも小学生の先生に。

ワルナスビバスターズ
生き物倶楽部、草とりたい！や、西多摩
マウンテンバイク友の会のメンバーも
参加して外来種のワルナスビを駆除。

生き物発表会

イベント協力

高校生の体験活動
都立武蔵村山高校、都立瑞穂農芸高校（定時／
全日）、都立昭和高校、日の出高校の皆さんと
活動しました。

今年は総勢28名が参加！ 生き物倶楽部が取
り組んでいた「モニタリングサイト1000里地
調査」の10年間のまとめを始め、カンアオイ

地元団体の東京土建
のイベントに、昨年
に続き里の竹細工の
メンバーが参加。
老若男女を問わず大
好評でした。

お祭りサポートや外来種駆除、
自転車の利用のマナーアップ
キャンペーンなど、自転車を活
かした機動力と体力で大活躍。

やサイハイランの
変異など、昨年に
引き続き充実の内
容でした。
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★のべ6,944名の参加★
<登録ボランティア (登録者数441名)> ※2019年2月末日現在

主な内容 回数
田んぼミーティング、荒起こし、代かき、種まき、田植え、草とり、案山子作り準備（案山子
作りは猛暑のため中止）、稲刈り、脱穀、餅つき、小学校・高校体験活動サポート
トマト・キュウリ・サツマイモ・サトイモ・小麦・落花生・ダイコン・ハクサイ等の栽培、堆
肥天地返し、たくあん作り、落ち葉かき、小学校体験活動サポート他

安全管理講習
雑木林ボランティアとしての基本的な心構え・安全管理、熱中症・ハチ対策等夏場の安全対
策、伐倒上の安全管理

西の森 下草刈り、散策路整備、落枝処理、植生調査

東の森 下草刈り、散策路整備、落枝・折枝・倒木処理、植生調査

丸山
下草刈り、散策路整備、伐倒、落枝・倒木処理、粗朶柵作り、植生調査、植物相調査、萌芽更
新調査、バッファーゾーン整備

神明入 下草刈り、散策路整備、落枝・折枝処理、落ち葉かき、お墓参り、エコスタック設置

その他
竹林整備、雑木林ミーティング、掲示板写真更新、高校・大学体験活動サポート、雑木林昼食
会、道具の手入れ、雑木林マイスター入門講座サポート、薪・杭作り、ヘルメット更新

野の花ガーデナー 野の花小径手入れ、花壇デザイン決め、花壇植替え、母屋内庭木、果樹園のウメ剪定

生き物倶楽部
湿地整備、自然観察会、テーマ別観察会、野草調査、生き物発表会、
てくてく自然観察ウォーキング、ワルナスビバスターズ、展示写真更新

草とりたい！
選択的除草、外来種駆除、湿地内手入れ、ワルナスビバスターズ、キショウブ抜根
椿守の手入れ、林縁整備、田んぼ斜面の草刈り

花の名しりたい テーマ別自然観察会、一般向け田んぼの野草観察会
藍 畑作り、種まき、草取り、たたき染め、生葉染め、乾燥葉染め、種取り

里山クラフト工房 すのこ・竹・ヒノキコップ・バランストンボ・ヒンメリ・干支（亥）・篠竹かご作り他
わら細工教室 花立・鍋敷き・馬・鶴・亀・干支(戌)・宝船作り、正月飾り作りサポート

お茶隊 桜茶・釜炒り茶・紅茶・簡単茶・手もみ茶作り、茶園整備
里の竹細工 バターナイフ・竹箸・湯呑作り他、東京土建イベント等協力

その他 竹林整備、梅収穫、みかん狩り

菜園隊
菜の花・サツマイモ・スイカ・アサガオ・ゴーヤ栽培、菜園・畑手入れ、スイカ割り、サツマ
イモ掘り体験サポート

里山折り紙
くらぶ

かぶと・しょうぶ・バラ・あさがお・かき・干支・お雛様・チューリップ作り、折り紙作りイ
ベント

民家周りの手入れ 薪作り、エコスタック補修・整理、車庫整理、竹林手入れ、備品整備他

その他 すす払い、門松作り
里山PR隊 企画会議、まるっと里山！夏イベント、第6回私のお気に入り写真展

民家だより 原稿作成・発送作業
ボランティアオリエンテーション、ボランティアミーティング
宮野入植生管理ミーティング

里山三大祭サポート、その他イベントサポート

野山北・六道山公園ボランティアとして参加

桜沢池、日野出池のかいぼり作業

グループ連絡会

イベント協力

都立公園かいぼり事業

管理運営協議会

　 のべ人数

広報

ボランティアミーティング

民家 伝統食
つたえたい♪

草もち・柏餅・梅干し・村山かてうどん・まゆ玉飾り・えびす講のお赤飯、イベントまかない
作り他、伝統食ミニ講座

雑木林

自然

農芸
恵み

畑

平成30年度 野山北・六道山公園ボランティア活動一覧

項目 参加人数

田んぼ

＜体験ボランティア＞ ※平成30年2月末日現在

項目 主な内容 回数 参加人数
親子里山学校じっくり田んぼコース オリエンテーション～修了式
横田基地田んぼ体験 田植え、稲刈り
東京の里山で田んぼ体験 田植え、田んぼの草とり、稲刈り
のべ人数

＜学校ボランティア＞
学校名 主な内容 回数 参加人数

武蔵村山市立第二小学校 エキスパートタイム授業
武蔵村山市立第一中学校 職場体験
武蔵村山市立第五中学校 職場体験
都立武蔵村山高等学校 田んぼの草とり、稲刈り
都立瑞穂農芸高等学校(全日制) 外来種引き抜き
都立瑞穂農芸高等学校(定時制) 荒起こし、田植え、田んぼの草取り、稲刈り、外来種引き抜き
都立昭和高校 雑木林下草刈り
東京農工大学 落ち葉かき
のべ人数

＜団体ボランティア＞
団体名 主な内容 回数 参加人数

里山すみれの会 絵手紙の作成・展示更新
西多摩マウンテンバイク友の会 里山三大祭サポート、外来種駆除、マナーアップキャンペーン
MTBチーム ペルジタ 里山三大祭サポート、マナーアップキャンペーン
東京農工大学のたっと 秋祭りコーナー出展
瑞穂町郷土資料館けやき館 秋祭りコーナー出展
武蔵村山市産業観光課 秋祭りコーナー出展
東村山土曜子ども講座 代かき、田植え、稲刈り
幼児教室すずめ サツマイモ掘り
岸繭玉保存会 まゆ玉飾り作り
のべ人数
＜NPO／企業ボランティア＞

団体名 内容 回数 参加人数
NPO法人ハンディキャップサポート

ウーノの会
落葉掃き、草取り

＜インターン・ボランティア＞
団体名 内容 回数 参加人数

NPO法人NPO birth ボランティア活動・イベント・民家業務サポート

＜関係団体・企業＞（50音順）

＜アドバイザー・講師＞（50音順）

岸自治会、岸重松囃子保存会、岸田んぼ会、岸まゆ玉保存会、（公益）トトロのふるさと基金、国営昭和記念公園、耕心館、埼玉県狭山丘陵いきも
のふれあいの里センター、さいたま緑の森博物館、市立狭山緑地、高根愛高会、東京都多摩環境事務所、東京都レンジャー、西多摩マウンテンバイ
ク友の会、日本野鳥の会奥多摩支部、八国山たいけんの里、MTBチーム ペルジタ、瑞穂消防署、武蔵村山市教育委員会、武蔵村山市商工会、武蔵
村山自然に学ぶ会、武蔵村山市歴史民俗資料館、武州村山太鼓むつき会、村山織物協同組合

長野修平氏（ネイチャーワークス：里山×slow life）、松井一郎氏（NPO法人NPObirth：雑木林活動）、
山本正美氏（東京狭山茶手揉み保存会：お茶隊）


