
令和元年１０月１日発行

読書の秋。食欲の秋。実りの秋。
いろんな秋を里山で感じませんか？

赤米(古代米の一種)



各 活 動 レ ポ ー ト / 8 月 ・ 9 月

ワルナスビバスターズ

　　　族 3 人で参加しました。昨年は田んぼコースで参加
するはずでしたが、猛暑のため中止となり、今年はボラン
ティアとして参加しました。来年がオリンピックというこ
とで、スポーツというテーマでかかし作りがスタートしま
した。スタッフの皆さんの準備と指導のお陰でなんとか午
前中 2 時間程度で作りあげる事ができました。お昼休憩を
とって午後から発表と田んぼへの設置がありました。くじ
引きで上田んぼの民家から一番離れた所に設置したんです
が、そこからの景色は日常から解放される風情ある場所で
した。皆さんの力作のかかしと緑の稲が映えてとても美し
く、昔にタイムスリップしたかの
ような感覚になりました。かかし
達に見守られて育った次回の稲刈
りも楽しみです。( 佐藤　千恵子 )

畑

徐々に秋を感じる気候になってきましたね！活動お休み期間が明けた8月後半から、たくさんのボランティア活動が行われました！

　　　候不順でしたが、夏野菜 ( トマト、ナス、キュウリなど ) は、ほとんど順調に収
穫しました。土まみれで大変そうに見えますが、実は COOL な仲間たちです。大切に
しているのは、「次世代につながる土づくり」です。有機農法で化成肥料は使いません。
自然を生かした防虫対策も研究中です。ベテランから新人まで、メンバーの多様性が強
みです。みんなで自由に活発に話し合いながら連携して計画的に活動しています。
ぜひ民家で獲れたての野菜を楽しんでみてください。
IT'S SO COOL.( 日野　了 )

　　　山北・六道山公園に通うようになって 4 年
程になります。草花をはじめ、昆虫から大型動物
に至るまで、あらゆる生き物が好きなわたくしで
すが、昨年秋からは生き物倶楽部の活動にも参加
させていただくようになりました。毎月季節にあっ
たテーマに沿って観察する「テーマ観察会」では、
初めて参加した時から、代表である大倉さんをは
じめ、メンバーの皆様の幅広く深い知識に毎回驚
かされております。生き物好きが高じてわたくし
もある程度以上の知識があると思っておりました
が、まだまだ知らないことが山程あることを参加
するたびに感じております･･･目から落ちたウロコ
を集めたら、一尾の魚が出来るくらいたくさんの
感動を受けております！（木村　大介）

　　　ルナスビという外来植物が園内の草
花に紛れて生えています。一見、目立たず
害がなさそうですが茎にはトゲがあり、気
付かずに触れると痛い思いをするかもしれ
ません。繁殖力が強く、これ以上広がるの
を抑えるために公園ボランティアと西多摩
マウンテンバイク友の会のメンバーが 20 名
ほど集まり、力を合わせてワルナスビバス
ターズ（駆除）を行いました。根っこは地
中に何十センチも伸びていて、シャベルで
根の周りを掘りながら、切れないように抜
き取るのがなかなか大変でした。刈り払い
機では根っこを取ることができないため、
効果が少なく、今回のような手作業が必要
です。またこのような作業があるときには
参加したいと思います！ ( 黒川　優樹 )

案山子づくり

生き物倶楽部～自然観察会～自
然

ワ

家 天

野

　　キクモ
 　(オオバコ科)

主に下田んぼで見ら

れる水田雑草。

8~10月に可愛らしい
お花が見られます！

  ＊東京都では絶滅危惧種
Ⅱ類に指定されています！

畑
田
ん
ぼ

継続はチカラなり！
トゲは痛いけれど、

毎年、継続して行うことが、

いちばん重要！



雑
木
林 　　　年の夏あたりから急に森に行きたくなりはじめ、３月のボランティア登

録を経て、ようやくこちらの里山でクラフトの活動に参加できました。
竹を調達するところから始まり割いて竹ひごを作りかごに仕上げていくのです
が、本当に贅沢な時間です。都会の仕事に疲れ週末は自然の素材に触れながら
大地という大きな恵みを感じることの出来るこの環境をもっと皆さんに知って
いただきたいと思います。( 数村　いづみ )

　　　月 28 日に道具の手入れを実
施しました。普段から作業終了後
に鎌研ぎ等欠かさずに行っていま
すが、年に二回ほど全ての道具の
破損や汚れ不具合を確認し適切に
処置交換を実施して記録に残しま
す。当日は小雨模様でヘルメット
の洗浄は中止しましたが、他全て
は二十数名の参加者もあり、午前
中に終了。その後は恒例の昼食会
で和気あいあいと楽しいひと時を
過ごしました。後半も道具を大切
に扱い、安全第一に楽しめる雑木
林活動を目指します。(神山　恒雄 )

　　　月はサギ草の花を折りまし
た。清楚で可憐な白い花が母屋に彩
りを添えたことでしょう。8月には、
カブトムシ・クワガタ・セミを飾り
ました。9月は、今年よりハロウィー
ンに関するものを折ってよくなった
ので、魔女・黒猫・コウモリ・ジャッ
クオランタンを折り、楽しいハロ
ウィーンの風景を切り取って飾りま
した。新しい題材の物を折るのは、
とても興味があり、楽しみです。あ
なたも里山折り紙くらぶで折り紙を
してみませんか？待ってま～す！
( 木下　千恵子 )

　　　ら細工教室が始まって 3ヶ月が過ぎ、一度もわらに触れあったことが無
い人たちに、サポーターとして指導することの難しさを実感しています。でも出
来上がった作品に満足していただいた時は嬉しく思います。また、サポーターも
各人の得意の技を持ち寄り、協力して楽しく
わら細工教室を進めていきたいと思います。
( 宮本　佳子 )

里山クラフト工房道具の手入れ

里山折り紙くらぶわら細工教室 民
家

8 去

わ 7

安全な活動のために

しっかりメンテナンス！

農
芸

里
山
の
恵
み

　　干支は、

　　毎年ボランティアが
　　試行錯誤しながら、
　　　作り方を考えています！

　　　　　　　　写真は『子』♪



 

■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 
■生き物倶楽部「自然観察会」 
 ※集合：IC 13:00～16:00 
 

■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「花壇手入れ」 

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 

■畑「まるっと里山！○秋準備」  
9:00～12:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～16:00 
■まるっと里山！○秋前日準備 

10:00～14:00 
■雑木林「丸山」（AM 松） 

10:00～15:00 
 

 

 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～16:00 
 

■まるっと里山！ 
10:00～14:00 

■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」 
10:00～15:30（予定） 

■さとやまガーデン「花壇土作り」 
10:00～12:00 

■雑木林「東の森」（松）10:00～12:00 
「丸山計画 MTG」13:00～15:00 

 

■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 
 

 

■畑「草とり」9:00～12:00 

■雑木林「西の森」（松） 

10:00～15:00 

 

 

■畑「ゴボウ収穫」 

9:00～12:00 

■雑木林「神明入」（松） 
10:00～15:00 

 

 

■里山折り紙 

くらぶ 

「バラ作り」 
10:00～15:00 

■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 

「干支作り（試作）」 

10:00～15:00 

■雑木林「丸山」（松） 
10:00～15:00 

 

■田んぼ 

「武蔵村山 

高校稲刈り」 
 10:30～15:45 

 

■田んぼ 
「稲刈り②」 
9:00～ 
16:00 

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 

9:00～12:00 まで 

 

サポーター 

大募集‼ 

ご都合つく時間だけ

でも大歓迎!! 

■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「耕運」9:00～12:00 
■植生管理 MTG 9:30～12:00 

■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 
 

■横田基地「稲刈り」 

9:00～11:30  

■さとやまガーデン「冬春花壇 

植えつけ」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（子）」10:00～15:00 

■生き物倶楽部「シダ観察会」 
13:00～16:00 ＊当日受付＊ 

■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‼ 

 
わら細工で使う 

わらを確保するよ！ 

 
キッズボラ 

大募集！ 

 

サポーター 

大募集‼ 

ご都合つく時間だけ

でも大歓迎!! 

 
参加者 

大募集‼ 



 

■畑「耕運」10:00～12:00 

■岸田んぼ学びたい！「企画会議」 
10:00～12:00 

■雑木林「丸山」（松）10:00～15:00 

■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～16:00※集合：IC  

■収穫祭 MTG 13:00～15:00  

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00 

■畑「小麦播種」10:00～12:00 
■雑木林「丸山」（松）10:00～15:00 

■伝統食つたえたい♪ 

「亥の子のぼたもち作り」10:00～14:00 

■お茶隊「茶園整備」10:00～15:00 

 

■花の名しりたい 

「秋の植物観察」9:30～12:00 

■冬の安全管理講習① 

 9:30～15:30 

■畑「サツマイモ保管」 

10:00～12:00 

■田んぼ「脱穀」9:30～14:00 

■わら細工教室「脱穀」9:30～14:00 

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00 

■さとやまガーデン「花壇手入れ」 
 10:00～12:00 

■野の花咲かせ隊 13:00～15:30 

 

 
■冬の安全管理講習② 9:30～15:30 

■畑「サトイモ掘り」10:00～12:00 

 

■お茶隊「手揉み茶」9:30～16:00 
■わら細工教室「干支」9:45～15:00 
■さとやまガーデン「花壇手入れ」  

10:00～12:00 
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00 

■畑「落花生収穫」 

10:00～12:00 

■里山クラフト工房 

「バターナイフ、お土産作り」 

10:00～15:00 

■雑木林「丸山」（松） 
10:00～15:00 

 

 

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 

 11 月から冬時間！ 

■畑「サトイモ掘り」 

10:00～12:00 

■雑木林「東の森」（松） 
10:00～15:00 

 

■畑「ダイコン収穫」10:00～12:00 
■里山 PR 隊「企画会議」10:00～12:00 

■里山クラフト工房「収穫祭お土産作り」 

10:00～15:00 

■雑木林「東の森」（松）10:00～15:00 
 
 

■わら細工教室「練習日」10:00～14:00 
■さとやまガーデン「花壇手入れ」 

10:00～12:00 
■みかん狩り 10:00～15:00※集合：IC   

■野の花咲かせ隊 13:00～15:30 

■生き物倶楽部「コケ観察会」 

13:00～16:00 ＊当日受付＊ 

 

 
■畑「ダイコン甘酢漬け」10:00～12:00 

■藍「種取り、乾燥・藍の引き抜き、 

年間計画」10:00～14:00 

■雑木林「丸山」10:00～15:00 
 

 

 

■畑「サトイモ掘り」 

10:00～12:00 

■雑木林「西の森」（AM 松） 
10:00～15:00 

 

 

 

■里山折 

り紙くらぶ 

「干支(子)」 

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！ 

■里山折 

り紙くらぶ 

「サンタ」 

10:00～ 

15:00 



 

■わら細工教室「お正月飾り」 
9:45～15:00 

■さとやまガーデン 「花壇手入れ」 
10:00～12:00 

■野の花咲かせ隊 13:00～15:30 
 

■畑「収穫祭前日準備」10:00～12:00 
■雑木林「丸山」10:00～15:00 

■収穫祭前日準備 10:00～15:00 

■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～16:00※集合：IC 

 

■畑「耕運」 

10:00～12:00 

■雑木林「東の森」 
（松）10:00～15:00 

 

■花の名しりたい 

「シダ植物観察」 

9:30～12:00 

■畑「篠竹採り」 

10:00～12:00 

■雑木林「東の森」 
（松）10:00～12:00 

■雑木林 MTG 
  13:00～15:00  

 

■収穫祭 8:45～15:00 

 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:30～16:00 

■畑「沢庵漬、ハクサイ漬」 
10:00～12:00 

■雑木林「東の森」10:00～15:00 

■東京農工大「落ち葉かき」10:00～12:00 

■正月飾り作りイベント 10:00～15:00 

 

■生き物倶楽部「野草調査」 
9:30～16:00 

■さとやまガーデン「花壇手入れ」 
10:00～12:00 

■すす払い 10:00～14:00 
■門松作り 10:00～14:00 
■野の花咲かせ隊 13:00～15:30 
 
 

■畑「麦踏」10:00～12:00 
■雑木林「神明入」（松）10:00～12:00 
  （PM 昼食会) 

■里山クラフト工房「ミニ門松作り」 

10:00～15:00(予定) 

■生き物倶楽部「湿地整備」 

10:00～16:00 

 
 

■畑「種芋保管」 

10:00～12:00 

■雑木林「丸山」（松） 
10:00～15:00 

■里山クラフト工房 

「収穫祭お土産作り」

10:00～15:00 

 

 

■さとやまガーデン 「花壇手入れ」 

10:00～12:00 

■生き物倶楽部「土壌小動物観察会」 

13:00～16:00 ＊当日受付＊ 

 

■畑「篠竹採り 

（予備日）」 

10:00～12:00 

 

 

 

 

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 

■里山 

クラフト工房 

「ミニ門松 

材料調達&前処理」 

10:00～12:00 

 

■伝統食 

つたえたい♪ 

「ダイコンの 

甘酢漬け」 
10:00～ 

14:00（予定） 

 

■伝統食 

つたえたい♪ 

「ダイコンの 

甘酢漬け・ 

本漬け」 
10:00～ 

14:00（予定） 

 

 

 

年末年始休み 

年末年始休み 

 
今年の収穫をみんなで 

祝います! ぜひ来て下さいね!! 

 



　　　年ボランティア登録をしました。新
参者ですが、2 年前にわら細工の宝船をポ
スターで見てからどうしても作りたくな
り、わら細工教室に参加しました。もとも
と自然が好きで、教室の休けい中に散策し
ているうちに、花だん・田んぼ・畑を目にし、
今度は少し経験のある畑に参加したくなり
ました。何十年とやっている先輩たちに指
導してもらいながら、収穫・雑草抜き・土
作りを暑い夏の日も汗だくになりながら、
楽しく励んでいます。
　ところで昨今の地球温暖化による異常気
象の中で、変わっていく四季に適応し、進
化していく動植物を見ていると、自然の偉
大さ大切さに気づき感激することがたくさ
んあります。そんな里山が身近にあり、ふ
れ合え体感できることに感謝しかありませ
ん。これから少しでも役に立てるよう活動
に参加し、大切にしていきたい里山です。

今

久野 久美子
く　み　こ

わら細工教室の卒業を経て、今では畑ボランティアの心強い一員でもある久野さん。
素敵な笑顔とお茶目さを兼ね備えたムードメーカーでもあり、
細やかな作業もお手の物！今後の活動に期待しています★

K u n o       K um i k o
さん

・リレートーク・

猛暑の続いた夏も過ぎ、虫の声が里山民家では響いています。涼しくなるにつれ、
ボランティア活動も一層と活発になる秋。なかなか参加できなかった皆さんも、こ
れを機会に息抜きがてら活動に参加してみませんか？事務局も継続ボランティアメ
ンバーも、皆さんをいつでもお待ちしております！わからないことがあれば、ボラ
ンティア事務局までご連絡くださいね♪（内田）

東大和公園では

観察会のメンバー。

里山でも明るくて

笑顔の素敵な仲間で
す。

これからもよろしく
！

【下村さんより】

I N F O R M A T I O N
事務局からのお知らせ

イベント準備&当日サポーター大募集中です！
詳しくは、同封の参加連絡用紙をご覧ください。

民家だより発送作業

11/28（木）
10:00～12:00

参加連絡不要！
途中参加ＯＫ！

【準  備】10/12 (土) 10:00 ~ 14:00
【本  番】10/13 (日) 10:00 ~ 14:00　

まるっと里山！秋

みんなで盛り上げよう！
サポーター大募集！

里山民家集合！初めての人田大歓迎★

【活動内容】
　・資料組み
　・ラベル貼り
　・折りこみ
　　　　　　etc.

く　の

【
編
集
後
記
】

里山の写真募集（里山PR隊）

ボランティア視察会（2019/9/16）のご報告

公園内で撮影した写真の中で、「自信の
1枚」「思い出の１枚」など
大募集しています！
写真は収穫祭で展示
予定です♬また今年
は、集めた写真でオ
リジナルカレンダー
を作成予定です！

サポーター大募集‼☆

10月31日まで随時受付中！

管理運営協議会②のご報告
公園内の整備工事、事務所建替えについて
共有や、6~8月の西武・狭山丘陵パートナー
ズ事業報告が行われました。配布資料は、
ボランティア
ルームに置い
てあります。
ご自由にご覧
ください！

夏にとれた野菜。
キュウリと
ナスが

特に豊作
でした★

横浜にある舞岡公園へのボランティア視察会を実施しました。ボランティア参加者は11名、
狭山公園友の会からも1名が参加してくれました。今回の視察会で作業道具の収納や、舞岡
公園ならではのボランティア活動の仕組み・展示など、里山民家でも参考にしたい内容が盛り
だくさんでした！参加したボランティアの皆さんも質問を
多くされていて、有意義な視察会だったのではと思いま
す。是非参加されなかった皆さんも、
舞岡公園に遊びに行ってみてください！
参加した皆さんお疲れ様でした♪
ボランティアルームに資料を置いてあ
りますので、ご自由にご覧下さい！（内田）

舞岡公園事務局 
小林さん

集合写真
（中央にご案内頂いたボランティア原口さん）



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

<< 民家だよりに関する、ご意見・ご感想お待ちしています！ >>

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♪

絵：吉田 幸夫

一等三角点「高根」と分水嶺

　狭山丘陵は東京都西部に広がり、埼玉県との都県境に位置してい

ます。標高は、西に行くほど高くなり、一番高い所が瑞穂町の高根

になります。ここには一等三角点の標識が埋められています。三角

点は一等から五等まであり、地図作成のもとになるもので、一番重

要なのは一等三角点です。東京都には１０ヶ所あり、その一つが狭

山丘陵高根の三角点です。位置は北緯35度46分46秒、

東経139度21分44秒で、標高は194.01ｍです。

　野山北・六道山公園では約10年前に瑞穂町のエリアが開園しま

した。三角点のある場所は、三角点広場として整備され、町道２号

線をまたぐ狭山懸橋を渡って東西の繋がりができました。そしてこ

こは多摩川水系と荒川水系の分水嶺となっています。ここに降った

雨が北に流れると不老川→新河岸川→荒川となり、南に流れると残

堀川→多摩川に流れます。標高は低いですが高根は東京都と埼玉県

を分ける立派な分水嶺です。

公園の中に分水嶺があるなんてすごいことですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　里山PR隊・出雲 隆盛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オオカマキリ　


	①【入稿用】75号_表紙(縮)
	②【入稿用】75号_P2(縮)
	③【入稿用】75号_P3(縮)
	④【入稿用】9月発行活動カレンダー
	75号_p7（縮）
	75号_P8（縮）

