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田んぼ

の草取

ボランティア通信

民 家 だ よ り
令和元年 6 月 1 日発行

りウ ィ ー

クも 始

まるよ

!

各活動 レ ポ ー ト /4 月・5 月
今年度の活動がスタートしましたね！春は命の季節。里山の動植物も活気を帯びています！新規ボランティアの皆さんも各活動で大活躍中です★

雑 木 林

野外活動安全管理講習
4

月 6 日 ( 土 ) の安全管理講習に参加した。
午前中は座学で、雑木林の保全方法について学術的・文化的に考えられて
いることを知った。ワークショップでは、
初心者も経験者とグループを組み、
主体的に考えることができた。午後は実際に、装備を装着し、実習エリア
で鎌の持ち方から払い鎌の使い方などの指導を受けた。刃物の研ぎ方も体
験し、今後、自身が使用する道具を手入れした。当該活動へのロイヤリティー
を高める良い講習内容だと感じた。( 馬場 秀樹 )

4

ん

月 20 日 ( 土 ) の荒おこしに参加させていただきました。新緑に囲まれ、き

らきらとした日ざしの中の作業はとても楽しいものでした。田んぼをくるりと里
山に包まれているような感じで（田んぼも含めて里山というのでしょうか？）
、
その中で風の音、子供たちのわいわい楽しんでいる声がこだまして、本当に幸せ
な空間でした。作業は自分のペースでできます。幸せな汗を流したい方、ぜひ一
緒に田んぼ作業しましょう。
（滝嶋 明康）

里 山の恵 み

お茶隊 ( 手もみ茶づくりイベントサポート )

竹林整備
と妻、長女 (9 歳 )、長男 (4 歳 )
で竹林整備に初参加しました。うまく
できるか不安でしたが、実際始まると
家族全員夢中に。探す→掘る→抜く→
穴を埋めるの単純な作業ですが、なか
なか難しく、あっという間に時間が過
ぎました。なんといっても楽しい！成
果は。。。タケノコ 6 本！タケノコ 1
本をいただき、夕食は筍ご飯で舌鼓を
打ちました。ぜひ、来年も参加したい
と思いますので、皆さんも一緒にいか
がですか！？（太田 保啓）

田

に
みれ ！
ま
泥 した
顔がなりま

今年も一年、
安全に活動していきましょう！

私

荒起こし

初めての竹林整備、
みんなで頑張りました♪

5

月は新茶の季節でお茶隊活動も白押

し。その中でも、手もみ茶づくりイベント
はひと味違う活動です。普段は自分たちが
「やる」側ですが、今回は一般募集した参加
者が手揉み茶を体験するのサポートします。
人にアドバイスするのは自分でやるのとは
別次元の難しさがありますが、とてもいい
経験になります。また、茶摘みから、蒸し、
揉みまで通しで経験できるのはお茶隊とし
てもこのイベントだけなので、サポートと
いいながら自分たちもかなり楽しみながら
の活動でした。( 高杉 忍 )

ぼ

平

4

月、5 月は日中の気温が高く、夜は
低温という条件下のもと、野の花小径では
例年よりも少し早くキンラン、ホウチャク
ソウの開花を確認いたしました。冬の間に
クサボケを刈ってしまわないように慎重に
残したので、鮮やかな朱色の花も昨年より
多くついたようです。ムラサキシキブに絡
まっているアケビの蔓も大きくなり、渋ピ
ンク色の花が良い香りを放っていました。
広場の隅にあるノアザミは 4 株に増え、蕾
をつけています。（粟生 ひとみ）

成最後の春祭り、初めてのボランティ
ア活動で草もちのふるまいを担当しました。
おもちをこねて蒸して丸めて…草もちの準
備はスピード勝負！草もち班のみなさんの
手際のよさは圧巻でした！準備はバタバタ
でしたが、嬉しそうにおもちを受け取って
いくお客さんの顔を見たら自然と笑顔にな
れました。ボランティアさんにも「ありが
とう」
「おいしかったよ」とたくさん言って
いただけてとても嬉しかったです！
活動を通しておしゃべりを楽しむのもボラ
ンティア活動の醍醐味ですね。（北野 美里）

かまど
あ

自然

里山春祭り

野の花咲かせ隊

草もちのふるまい

立派なキンラン
が咲きました！

草もちのふるまいは
例年通り大好評でした！！

のカマドに火が入るのなら観たい。そもそ
も里山古民家の中心でそれとともに生きてきた、
かつての日本では囲炉裏とともに火が入っている
のが当たり前のモノ。生活必需品である火を絶や
さないことが家を維持する最重要項目だった。火
事を起さずに。今の電気システムと同様のライフ
ライン。今回は火を焚いてカマドエンジンで米粉
をセイロで蒸し、のち臼でヨモギと混ぜてつき、
来園者に草餅を振る舞う。あっという間に午前中
でカマドの火の役割は終わる。以外と熱さなどは
気にならない。ナイロン製の衣服は厳禁だけど。
またいつもの静かな常設展示のカタチに戻る。さ
て、
午後の役割が無い。
（笑）お土産コーナーに行っ
てみた。お客様に喜んで貰えるようなわかりやす
い商品説明を心がけ、皆楽しく笑いの中で時間が
過ぎる。この午前・午後の組み合わせは最強かも
しれない！（山田 稔博）

里のお土産
春

祭りの「里のお土産コーナー」に娘と一緒に参加しました。手作りの
竹細工やわら細工、一筆箋、手拭いなど様々なお土産が揃い、沢山の方が手
に取ってくれました。特に子供達に人気だったお土産は、竹細工の「がちょ
う笛」と「うぐいす笛」でした。自然で獲れたものが遊び道具になるという
のはとても良い経験だと感じました。また、薪もとても人気があり、薪を使
う暮らしを楽しんでる方が多いのだなと興味深かったです。良い天気にも恵
まれ、とても楽しかったです。
（小森 しのぶ )

■畑「トマト支柱立て」9:00～12:00
■田んぼ「田植え準備」10:00～12:30
■雑木林「丸山、植生調査」10:00～15:00
■生き物倶楽部「自然観察会」
※集合：IC 13:00～16:00
■畑「小麦不稔穂除去」
9:00～12:00
■雑木林「東の森」
10:00～15:00
■里山クラフト工房
「四海波 花カゴ」
10:00～15:00

■畑「サツマイモうね作り」
9:00～12:00
■雑木林「丸山」（AM 松）
10:00～15:00

■畑「サツマイモ植えつけ」
9:00～12:00
■夏の安全管理講習②
9:30～15:30
■花の名しりたい
「梅雨時の植物観察」
9:30～12:00
■畑「トマト芽欠き」
9:00～12:00
■雑木林「東の森」
10:00～15:00
■草とりたい！
10:00～12:00

キッズボラ大募集！

■里山折り紙くらぶ
「七夕飾り準備」
10:00～15:00
日程変更に
なりました！

■田んぼ「田植え」9:00～16:00
サポート大募集！
英語が話せる方、大歓迎！
カタコトでもＯＫです♪

■畑「小麦刈り」9:00～12:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■伝統食つたえたい♪
「柏餅作り講座/梅の収穫」 10:00～15:00
■雑木林「西の森、植生調査」
（松）
10:00～15:00
■里山 PR 隊「企画会議」10:00～12:00
■岸たんぼ学びたい！学習会①13:00～15:00
■管理運営協議会①13:00～15:30

■田んぼ「横田基地親子の田植え」9:00～11:30
■田んぼ「田植え」9:00～16:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■伝統食つたえたい♪「梅の本漬け」
10:00～15:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00

■畑「エダマメ・ササゲ定殖」
9:00～12:00
■夏の安全管理講習①
9:30～15:30

■お茶隊「手揉み茶」9:30～16:00
■わら細工教室「一般 OT、細なわ＆結び」
9:45～15:00
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00

■畑「キッズボラ★ジャガイモ堀り」
9:00～12:00
■里山折り紙くらぶ「七夕飾り作りイベント」
10:00～15:00
＊当日受付＊
■雑木林「神明入、植生調査」
（松）
10:00～15:00
■生き物倶楽部「水棲小動物観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊
■田んぼ「草取り①」8:40～15:30
いざ！
■畑「小麦脱穀」9:00～12:00
■伝統食つたえたい♪「おにぎり」 というときの
ために！
10:00～13:00
■雑木林「東の森、植生調査」
（松）
10:00～15:00

■藍「たたき染め練習、草取り」9:30～14:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■里山クラフト工房「竹カゴ」10:00～15:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00

■ボランティアミーティング①
9:30～12:00
■救急法講習「心肺蘇生の方法や AED の使い方」
13:00～15:30

MTG：ミーティング、OT：オリエンテーション
IＣ：インフォメーションセンター

■畑「トマト・キュウリ
収穫」9:00～11:00
■里山クラフト工房「竹カゴ」
10:00～15:00
■雑木林「西の森」（松）
10:00～15:00

■畑「ﾄﾏﾄ・ﾅｽ・ｷｭｳﾘの収穫」
9:00～11:00
■花の名しりたい
「夏の植物観察」9:30～12:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

7 月からは
11:00 まで

サポーター
大募集‼

■里山折り紙くらぶ
「カモメ・キンギョ
作り」
10:00～15:00

■田んぼ「草取り②」 8:40～15:00
■畑「エダマメ種まき」9:00～11:00
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00
■生き物倶楽部「自然観察会」
※集合：IC 13:00～16:00

■田んぼ「草取り(予備日)」
8:40～15:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■野の花咲かせ隊 10:00～12:00
■生き物倶楽部「湿地整備」
10:00～16:00

■武蔵村山高校
田んぼ草取り
9:00～14:00(仮)
（詳細調整中）

■畑「キッズボラ★ジャガイモ掘り
(予備日)」 9:00～11:00
■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00
■お茶隊「茶園整備」10:00～13:00
■里の竹細工 10:00～15:00
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00

■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00
■わら細工教室「馬」
9:45～15:00

田んぼの草とり Week！

■藍
「生葉染め準備」
13:00～14:00

■畑「トマト・ナス収穫」
9:00～11:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■畑「ニンジン種まき」
9:00～11:00
■藍 「生葉染め」9:00～14:00
■雑木林「神明入」（松）10:00～15:00
■里山 PR 隊「企画会議」10:00～12:00

■さとやまガーデン
10:00～12:00
■里山クラフト工房「竹カゴ」
10:00～15:00
■野の花咲かせ隊 10:00～12:00
■生き物倶楽部「湿地整備」
10:00～16:00

田んぼの草とり Week！

■畑「トマト・カボチャ収穫」
9:00～11:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00
■畑「トマト・ササゲ
収穫」9:00～11:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00

■民家だより
発送作業
10:00～
12:00
★募集中★
ラベル貼りや封詰め等
簡単な作業です！

■畑「トマト・ナス・ササゲ収穫」
9:00～11:00
■雑木林「東の森」（松）10:00～15:00
■藍「親子向けたたき染め体験イベント」
(サポートボランティア 9:00～14:00)

■わら細工練習日 10:00～14:00
■生き物倶楽部「イネ科観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊

★サポートは、
6/23 に参加された人のみ。
★体験したい方は、
同封チラシを確認し、
一般申込をしてください。

MTG：ミーティング、OT：オリエンテーション
IＣ：インフォメーションセンター

■畑「トマト・ナス収穫」9:00～11:00
ボランティア活動お休み期間
■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00

■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00

ボランティア活動お休み期間

■畑「トマト・ナス収穫」9:00～11:00
■里山クラフト工房「竹カゴ」10:00～15:00

■さとやまガーデン 10:00～12:00
■伝統食つたえたい ♪
「茹でまんじゅう」10:00～14:00
■野の花咲かせ隊 10:00～12:00
■生き物倶楽部「湿地整備」
10:00～16:00

■畑「エダマメ収穫」9:00～11:00
■花の名しりたい
「田んぼの野草観察」9:30～12:00
■里山クラフト工房
「りんこ編みからの展開」
10:00～15:00

■畑「カボチャ収穫・かたづけ」
9:00～11:00
■生き物倶楽部「ワルナスビバスターズ」
10:00～12:00

■田んぼ「案山子作り準備」
9:30～12:30
■わら細工教室「花立」
9:45～15:00
■野の花咲かせ隊 10:00～12:00
■生き物倶楽部「キノコ観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊

■畑「耕運」
9:00～11:00
■雑木林「道具手入れ」
（松）
10:00～12:00（PM : 昼食会)

■畑「ハクサイ種まき」9:00～11:00
■雑木林 MTG （松）10:00～12:00

ボランティア活動お休み期間

参加者大募集！
はじめて参加もＯＫ

日程変更に
なりました！

MTG：ミーティング、OT：オリエンテーション
IＣ：インフォメーションセンター

71 名 !

6

ア

ィ
ランテ
協力ボ 5 名 !
12

10 連休始めということもあり、朝から来園者で混み合うことな
く、終日ゆったりと過ごせる春祭りとなりました。雑木林を巡る
「里山さんぽ」
、薪割り体験、枝や竹を使ったクラフトなど、各コー
ナー大人気でした★ボランティアの皆さん、関係団体の皆さんあ
りがとうございました！

【アンケートより】

・お天気もよくスタッフの方々も明るく対応してくださってとても気持ちがいいです。
草もちもたいへんおいしくいただきました。ありがとうございました。
・のびのびとした雰囲気がすてきでした。こどもも一緒にボランティア活動している
姿が印象的でした。

①里山さんぽでは、新緑の美しい
雑木林で植物の知識を学びました★

③里山こいのぼりでは、絵に色塗り
② 毎年大人気の薪割り体験‼丁寧
に木づちの振り方を指導しました！ をして世界に一つだけの作品作り♪

I N F 事O務 R
MATION
局からのお知らせ
第1回

ボランティア
ミーティング

6/ 30 sat.

9:30 〜 12:30

今年度初の MTG!! 活動の
進捗や今後の計画につい
て、和気あいあいと話し
合います♪第 1 回目は、
今年の秋祭りについて新
企画や、アイディアを募
集しています！初参加、
親子も大歓迎★

秋祭りの詳細は
別紙を参照

【編集後記】

・リレートーク・

里山春祭り (4/28）のご報告

参加者

民家だより
サポーター募集！
みんなで次号の民家だよりを
発送しませんか？

活動内容
飛び込み
・資料組み
・ラベル貼り お手伝いも
大歓迎♬
・折りこみ

7/25 thu.
10:00 〜 12:00

途中参加 OK ！
★当日、直接里山民家まで
お越しください★

田んぼの草取り week
開催決定★
期間：7/11（木）~7/21（日）
時間：9:00 〜 16:00
服装：帽子、タオル、長袖、
田んぼ足袋（ハイソックス二枚重ね）
※長ぐつでは入れません！
参加方法：作業開始前と終了後に
事務局に声をかける。
腕章着用すること！
対象：草取り作業活動経験者！
小学校 3 年生以上〜
※前日天気予報で、35 度以上が予報された
場合、活動は中止になります。

皆で田んぼの
草を抜こう！

まだ肌寒い日が続きますが、徐々に夏らしい気温や風景に変わっていますね！湿地や田んぼ
では、シュレーゲルアオガエルの「コロコロコロコロ…」という声が、朝から宮野入谷戸に
響いています。春や夏とも違う今ならではの、里山の風景に会いにたくさんの活動に参加し
てみてください★
（内田）

雑木林活動だけでなく、里山クラフト工房でも活躍している牧野さん。
民家だよりの発送にも毎回参加し、率先して作業を引っ張ってくれます★
みんなをいつも見守って、動いてくれる存在です。

平

成２７年にボランティア活動に参加し
て今年で５年目を迎えることとなりました。
私がこの野山北・六道山公園ボランティア
で雑木林活動を選んだきっかけは、私の勤務
していた会社の先輩が、こちらの雑木林ボラ
ンティアに参加していることを聞き、以前よ
り興味を持っていましたので，迷うこと無く
自分も初年度より雑木林ボランティアに加わ
り、今日まで活動を続けて来ました。今では
里山クラフト工房にも参加し、合わせて２つ
のグループで活動をしています。
雑木林活動の実務は全く未経験、何をどう
するのかも分からない中、安全講習をはじめ
先輩方の指導を受け、下草刈、落枝・枯損木
の処理、薪割り、四つある雑木林エリアの散
策路の整備や道具の手入れなど、安全第一で
作業を行っています。
里山クラフト工房では竹細工を主に作成し、
基本となるヒゴ作りをマスターするように頑
張っているところです。先輩の作業を見てい
ると実に簡単そうに作業が進んでいき、これ
なら自分でも直ぐに出来そうに思えましたが、
これがなかなかうまくいかず四苦八苦してい
る現在です。
野山北・六道山公園での活動をこれからも
楽しみながら続けていきますので、皆さんよ
ろしくお願いします。

【高端さんより】

ランティアの
今の雑木林ボ のある先輩です。
い
が
り
貴重な方で頼 、切株処理の
高枝伐採
、
マイスターで
道具係では
ます。
皆頭が下がり

まきの

牧野
Mkino

のりひろ

功裕 さん

Norihiro

里山風景④

「明社の祠」

今回は歴史の話です。神明入近くの尾根を少し上がった所に神明社の
祠があります。神明入は神明社があったのでそう呼ばれています。昔の
注1
神明社は、岸に隣接して瑞穂町殿ヶ谷にある延喜式神明帳 に名前が
注2
載る阿豆佐味天神社の末社でした。現在は須賀神社に合祀 され祠だ
けが残っています。
江戸時代初期に岸の小川九郎兵衛が新田開発をしたときに、岸の神明
社から分社して新田の神社としたのが、現在の小平市小川町にある小平
神明宮です。開拓者の名前が地名として残り、分社した神社がここより
もはるかに立派な神社となりました。公園内には岸の歴史を物語るもの
が多く残っています。
注
1）延喜式は平安時代の法令集のことで、神名帳はその中で指定された
社格の高い神社一覧。式内社とも呼ばれる。
2）神社の統廃合などで2社以上の神社を一つの神社に合わせ祀ること。

里山PR隊・出雲隆盛

ツユクサ
絵：吉井 由美子

都立野山北・六道山公園ボランティア事務局
〒208-0031 東京都武蔵村山市岸 2-32
【Tel】042-531-2330 【Fax】042-531-5121【Email】minka@sayamaparks.com
【URL】http://www.sayamaparks.com
民家だよりの編集サポーター大募集中です♪より幅広い世代の方にわかりやすく、
楽しんでいただける通信を目指して、今後も作製していきます♪

<< 民家だよりに関する、ご意見・ご感想お待ちしています！ >>

