各 活 動 レ ポ ー ト / 6 月 ・ 7 月

セグロセキレイ
( 幼鳥 )
広場や田んぼの周り
で獲物を探している

昨年のような猛暑日もなく、活動しやすい日が多かったですね。新しい取り組みも始まり、充実していました！

姿がみられます！
＊東京都では絶滅危惧種

田

田植え

ん
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ぼ

田んぼの草とり
天

２回は、夏の安全対策講習でした。午前中の座学に続き午後は西の
月
2 日 ( 日 ) の田植えに息子 (9 歳 ) と参加しました。昨年じっくり田ん
森での実習です。４班に分かれ、熱中症・蜂さされ・刃物によるけが・心
ぼコースに参加し、とても楽しかったので今年はボランティアとして参加しま
臓疾患にそれぞれ対応してみました。これがなかなか難しく、何回か実習
した。はじめてのボランティア活動で緊張しつつも先輩ボランティアや公園ス
していても思う通りに動けません。あせってしまうのです。松井先生からは、
タッフの皆様の丁寧なご指導のおかげで楽しく田植えができました。子供は田
３回深呼吸をして焦らず行動しましょう、というご指導をいただきました。
植えだけでなく、ザリガニやカエル等の生き物を捕まえてスケッチするイベン
最後に搬送法のいくつかを試してみて終了。講習をくり返し受けていくこ
トもあり、泥んこになってイキイキと楽しんでいました。今から秋の稲刈りが
とで少しずつ身についていく、ということを改めて実感した一日でした。
楽しみです。(
三浦 洋之 )

田

植えイベント翌週の土曜日（6 月 8 日）に、6 名のボランティアで初の
学習会を行いました。まずはフィールドワークとして、ベテランボランティア
の引率で岸田んぼの水の流れを下流側から辿りました。以前から気になってい
た参加者も多く、田んぼの水管理の重要性を皆で改めて認識しました。現地調
査後は母屋で意見交換です。岸田んぼの伝統を次代に引き継ぐための熱い議論
に加え、新しい取組のアイデアも出て有意義な時間になりました。( 高津 治 )

岸田んぼ学びたい！
の活動が
始動しました‼

候が心配でしたが、霧雨で気温も低
く、絶好の野外作業日和となりました。ボ
ランティア参加者は少なかったですが、私
が担当している「じっくり田んぼコース」
緑班は全員出席で、今年も皆さん頑張って
います！私たちが担当している下田んぼは
草が生えていなかったので、久々に上田ん
ぼで作業。総員 20 名で 1 回目の休憩まで
に割当分はほぼ完了し、余裕で他の田んぼ
の手伝いに行きましたが、そこは雑草の
ジャングルでめちゃくちゃ大変でした。今
年も「じっくり田んぼコース」の人たちは
とても熱心で、サポートさせていただいく
方も楽しいです！ ( 綱川 一也 )

夏の安全管理講習
6

月 19 日は夏の安全対策講習でした。
午前中の座学に続き、午後は西の森での実習
です。4 班に分かれ、熱中症・蜂さされ・刃
物によるけが・心臓疾患にそれぞれ対応して
みました。これがなかなか難しく、何回か実
習していても思う通りに動けません。焦って
しまうのです。松井先生からは、
「3 回深呼吸
をして焦らず行動しましょう」というご指導
をいただきました。最後に搬送法のいくつか
を試してみて終了。講習をくり返し受けてい
くことで少しずつ身についていく、というこ
とを改めて実感した一日でした。
( 萱沼 登美江 )

イタタ…‼
カマで怪我
をしちゃった！
みんな助けて！

雑 木 林

岸田んぼ学びたい！

Ⅱ類に指定されています！

キショウブバスターズ
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西

月 22 日に、七夕飾りづくりのイベントをしました。雨で出足は遅かっ
たのですが、昼前には多くの親子連れの方の参加で、にぎやかに、楽しく、み
んな一生懸命に作っていました。飾りつけの時は、雨も小降りになり、願い事
の短冊と一緒に、たくさんの飾りをつける事ができました。折り紙の活動は月
1 回の金曜日です。季節を彩る作品を民家に飾り、訪れる皆さま方に楽しんで
いただきたいと頑張っています。( 田辺 るり子 )

多摩マウンテンバイク友の会の
メンバーで外来種キショウブの駆除作
業をしました。小川の土の中に広がる
キショウブの根を、スコップや鍬を使
い取り除く作業は、水や泥が重く力の
いる作業でした。キショウブを駆除し
た後の小川を見ると綺麗になっていて
とても気持ちがよかったです！休憩時
間にスタッフの方からいただいた、手
作りの梅干しと梅ジュースは梅の香り
と爽やかな酸味が喉の乾きを潤してく
れました。ごちそうさまでした。
（石川 淳）

さとやまガーデン

伝統食つたえたい♪
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伝

月 26 日（日）夏秋花壇の植付。日差しが強い暑い中、先週の土作りに続き、
お子さん連れの参加者もあり、熱中症に注意しながらの作業でした。駐車場か
らの民家入口の左右（ザクロの下とクワノキの下）に 11 種、約 120 ポットを
「Cool＆Hot」をテーマに植え分けました。どう咲くかお楽しみに！このあと、
草取り、花ガラつみ、切り戻し etc. と花壇の手入れが続きます。又、「里山ら
しい花壇」を模索しながら、里山民家周辺の花壇で整備活動をしていきます。
小さなお子さん連れの家族参加も大歓迎です。( 鈴木 好次 )

自然

民家

里山折り紙くらぶ〜七夕飾りづくり〜

水路がとっても
綺麗になりました♪

統食つたえたい♪の柏餅・梅の本漬け活動に参加しました。なぜ 6
月に柏餅？と不思議に思いながらでした。初めての参加でしたが、おしゃ
べりしながら手を動かして、楽しくおいしく出来ました。こなを溶くお湯
の量やこね方、のばし方、包み方と中々に奥の深い作業でした。柏の葉で
包むとき、表・裏の向きがあるのを知っていますか？来年食べるときによ
く見てくださいね。不思議な 6 月の柏餅ですが、岸地区の風習行事で「食
い節句」と言うそうです。( 中 雅江 )

■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
ボランティア活動お休み期間

日程変更に
なりました！

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
■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00
■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
■野の花咲かせ隊 10:00～12:00
■伝統食つたえたい ♪
「茹でまんじゅう」10:00～14:00
■生き物倶楽部「湿地整備」
10:00～16:00
秋 MTG②
■まるっと里山！○
13:00～15:30
案山子作りは準備も大事！

■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「耕運、ハクサイ・ダイコン種まき準備」
9:00～11:00
■「ワルナスビバスターズ」
10:00～12:00

■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

参加者大募集！
はじめて参加もＯＫ
※小学 3 年生以上対象

日程変更に
なりました！

9/1 に来る人はできるだけ
参加をおねがいします★

■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＊

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

■田んぼ「案山子作り」9:00～16:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00
■畑「ノラボウ・レタス・ホウレンソウ
■里山折り
種まき」9:00～11:00
紙くらぶ
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00
「かぼちゃ」 ■管理運営協議会②13:00～15:30
10:00～
■生き物倶楽部「自然観察会」
15:00
※集合：IC 13:00～16:00

■畑「ダイコン種まき」
9:00～11:00
■雑木林「西の森」（松）
10:00～15:00

■ボラン
ティア
視察会

■ボランティアミーティング②
9:30～12:00
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00

■畑「カボチャ収穫」
9:00～11:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■畑「ダイコン・ハクサイ間引き」
9:00～11:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00
■里山クラフト工房
「りんこ編みからの展開」10:00～15:00

■畑「ネギ種まき」
9:00～11:00
■花の名しりたい
「田んぼの野草観察」
9:30～12:00
■雑木林「神明入」（松）
10:00～15:00

■畑「堆肥天地返し」9:00～11:00
■花の名しりたい「田んぼの野草観察」
9:30～12:00 ＊申込は里山民家へ＊
■里山 PR 隊「企画会議」10:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）10:00～15:00

■藍「乾燥葉染め②/年間ふりかえり」
9:30～14:00
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00

■畑「サツマイモ試し掘り」9:00～11:00
■伝統食つたえたい♪「かてうどん作り」
10:00～14:00
■雑木林「東の森」（松）10:00～15:00

■田んぼ「稲刈り準備 MTG」10:00～11:30
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■岸田んぼ学びたい！「企画会議」
11:30～12:15
■野の花咲かせ隊 13:00～16:00
■生き物倶楽部「カヤツリグサ観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊

■畑「草とり」
9:00～11:00
■草とりたい！
10:00～12:00
■里山クラフト工房「お土
産作り」10:00～15:00
■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！

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

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

キッズボラ
大募集！

10 月からは

■畑「草とり」9:00～12:00
■雑木林「西の森」（松）
10:00～15:00

9:00～12:00 まで

■畑「種イモ用サツマイモ掘り」
9:00～12:00
■花の名しりたい「野菊・タデ
科観察」9:30～12:00
■里山クラフト工房「お土産作り」
10:00～15:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■田んぼ
「稲刈り②」
9:00～
16:00

■畑「ゴボウ収穫」
9:00～12:00
■雑木林「神明入」（松）
10:00～15:00

■田んぼ
「武蔵村山
高校稲刈り」
8:50～
16:00

■里山折り紙
くらぶ
「まるっと里山
秋 展示準備」
○

■畑「キッズボラ★サツマイモ掘り」
9:00～12:00
■田んぼ「稲刈り準備」9:30～12:30
■雑木林「丸山」10:00～15:00
10:00～
■生き物倶楽部「自然観察会」
15:00（調整中）
※集合：IC 13:00～16:00
秋 準備」
■畑「まるっと里山！○
9:00～12:00
■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00
秋 前日準備
■まるっと里山！○
10:00～14:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

サポーター
大募集‼

サポーター
大募集‼

■畑「ノラボウ移植」
9:00～12:00
■草とりたい！10:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00
■畑「エンドウ種まき」
9:00～12:00
■雑木林「西の森」（松）
10:00～15:00

参加者
大募集‼

■畑「サツマイモ収穫」
9:00～12:00
■田んぼ「瑞穂農芸（全日制）稲刈り」
※時間調整中
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00

■畑「耕運」9:00～12:00
■お茶隊「手揉み茶」9:30～16:00
■田んぼ「稲刈り（予備）」
10:00～13:00
■里の竹細工 10:00～15:00
■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00

■畑「キッズボラ★サツマイモ掘り」
（予備日）9:00～12:00
■田んぼ「稲刈り」9:10～16:00
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■野の花咲かせ隊 13:00～15:30
■わら細工「稲刈り」9:10～13:00
わら細工で使う
わらを確保するよ！

■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00
■まるっと里山！

■わら細工教室「鶴・亀」
9:45～15:00
■お茶隊「釜炒り茶」
10:00～15:00
■生き物倶楽部「湿地整備」
10:00～16:00
■野の花咲かせ隊 13:00～15:30

■横田基地「稲刈り」9:00～11:30
■さとやまガーデン 10:00～12:00
■岸田んぼ学びたい！「学習会」
10:00～12:00
■里山クラフト工房「干支作り」
10:00～15:00
■生き物倶楽部「シダ観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊
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

第1回
ボ ラ ンティ ア
ミー ティ ング
ご報告 (6/30）

今年度１回目のボランティアミーティング開催

いつも穏やかで、柔らかい関西弁を話す下村さん。

4~6 月の各ボランティア活動の報告、
今年度のサポーター基金を活用して
製作する一筆箋シリーズや次年度の
繰り越しについて共有しました。ま
た、9 月に実施予定のボランティア
視察会について意見交換を行いまし
た。★詳細は別紙に記載♪

ボランティア視察会について

今年度はボランティア MTG①の意見より
候補地を調整中！時間や視察地の詳細は
別途ご連絡します。

と各地を歩いて回る、熱心な勉強家です★
【牧野さんより】

と

9/16

事務局からのお知らせ

まるっと里山！秋 について

6/30（日）に「まるっと里山！秋 MTG」を
実施しました。有志 8 組が集まり、里山の
秋らしい企画内容を検討し、9コーナーが
決定！前日、当日のサポート大募集！
★詳細は参加連絡用紙参照

第 2 回 MTG 開催日程！
8/18（日）
(日)
13:00~15:30

10/13

第一回管理運営協議会

相棒のカメラを片手に、
「外を知ってこそ狭山丘陵が見えてくる」

日程決定！
( 月㊗ )

INFORMATION

東京都による整備工事や、公園内の維持管
理作業などについて、共有・意見交換を行
いました。ボランティアルームに資料があ
りますのでご覧ください。

第2回
9/7（土）
13:00~15:30

・リレートーク・

カラ
求むフルな
！！ 服
！

みなさんのご自宅で、不要に
なった古着ありませんか？
8 月に行う「案山子作り」
イベントで活用します♪
ご協力いただける方は

8/23（金）までに

事務局にお持ちください！

D
ANTE
W
）
土
（
この花を
12:00
みんなで
0:00~

８ 214

抜きます！

民家だよりサポーター募集！

みんなで、民家だよりを発送しませんか？

活動内容
9/26（木）
・資料組み
10:00~12:00
・ラベル貼り
・折りこみ etc. 途中参加 OK ！
★当日、直接里山民家までお越しください★

【編集後記】
曇りや雨が続いていますが、雑木林から、かすかにセミの鳴き声を確認することが
できました★夏ももうすぐですね。民家の庭の手入れを事務局で、頑張ったのですが
「ドクガ」の毒針毛にやられてしまい、皮膚科に行きました…。各地でドクガの被害が多
いようです。外作業の際は注意！
（内田）

りとめもない話ですが。
上京して50年、病気の予後にここ10年、里山の雑木
林ボランティアとして愉快な仲間と汗をかきながら
豊かで楽しく過ごしています。活動から帰ってかみ
さんとの談笑も、
また次回の活動への良いヒントに
もなっています。
おかげさまで、何とか健康を保ちつつ、里山などの
ボランティア活動がオフの日も、相棒の旧式カメラ
を片手に近効の丘陵を駆け巡っています。その里山
の皆さんをコアな仲間とするならば、
カメラを通し
て私の周辺に植物好きの仲間もたくさんできまし
た。植物観察で得た知識やヒントは更なる探求心
につながっています。
ところで、里山の風景を眺めると、そこに小さな雑草
たちが窮屈そうに生えています。 隣には別種の植
物がこれも窮屈に生きています。
これらのことを世
間では一口に「植物の多様性」
と呼んでいますが、
里山に集う我々ボランティアが雑木林で汗をかき、
おしゃべりをして、たまには頭もひねりながら生きて
いる、それは人知れない多様性の中にうごめく雑草
のようだとも云えます。
最近、解散したスマップの「僕たちはいったい何を
してきたのかな？」
というフレーズが、時折私の頭を
よぎりますが、皆さんはいかがですか？

は
雑木林活動で 役。
生
先
い
し
植物に詳
穏やかで
です。
ステキな仲間

しもむら

下村

Shimomura

けんじ

憲司さん
Kenji

ボラ人たち③「はじめの一歩」
公園ボランティアに登録してみたものの、なかなか活動に参加できない人
いませんか。活動によっては敷居が高く感じられたり、途中参加に気後れ
を覚えたり、そうこうするうちに機会を逃してしまったり．．．
そんなはじめの一歩を踏み出せない人には、一度ボランティアの立場を離
れて、ふらっと公園を訪れることをおすすめします。興味のある活動の様
子を客観的に眺めることができるし、それ以外の活動の意外な発見ができ
るかもしれません。ほとんどの活動※は常に門戸を開いていて、新しい
仲間の参加を心待ちにしています。活動中のボランティアに、遠慮なく
話しかけてみましょう。
その一歩を踏み出すことで、世界が限りなく広がります。先輩ボラとの交
流は大きなきっかけになるでしょう。生の声を聞き、体験してこそ気付く
魅力がたくさん隠れています。
思い立ったら吉日です。さっそく民家だよりでスケジュールを確認して、
軽い気持ちで公園に行く予定を立てましょう。また、来年度からの登録を
考えている人も、ぜひ公園に遊びに来て、ボランティア活動の様子を見学
してください。※一部活動は事前の安全管理講習受講の義務があります。
里山PR隊・高津治

ギンヤンマ
絵：小関 優成

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！ >>

いつでも活動へのご参加お待ちしております★

