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今年は少し早めに！
来年度継続ボランティア登録受付スタート！！

★1月〜

アオゲラ
野鳥観察マナーアップキャンペーン実施★

各活動 レ ポ ー ト /1 0 月・1 1 月
朝晩の冷え込みも段々と冬に近づいてきましたね。秋の活動は、日中のぽかぽか陽気の中で活発に行われました！！

田んぼ

稲刈り

脱穀

6

郷

月の田植えから待ちに待った
稲刈りです。田植えのときはひょ
ろっと青かった稲も、あっという
間に背も高く黄金色に。「ザクッザ
クッ」稲穂を刈るのは思った以上
に気持ちよく、軽快に進みました。
田植えの際には汚れるのを極端に
嫌がっていた長男（小 4）は、ず
んずん田んぼの中に入り、かなり
の戦力として働いてくれました。
小 1 と 2 歳の下の子たちは、ザリ
ガニやバッタ、そしてカマキリの
卵に大興奮！初めての体験に家族
大満足でした。( 西村 真実 )

〜冬の伐倒編〜

伐

( マメ科 )

林縁にみられるツル
性の多年草。
美しい紫色の鞘や黒
い豆が、宮野入の園
路沿いでも見ること
が出来ます！

土博物館でお目にかかるような木製の
「足踏み式脱穀機」を足の力で回転させ、まず
は稲から籾を外します。次にこれまた年期の
入った「唐箕（とうみ）」という手動式扇風機
のような道具を回して、軽い籾と藁くずを吹
き飛ばしていきます。強く回しすぎると実入
りの良い籾まで飛んで行ってしまうので加減
が大切です。でも子供たちはすぐにコツを掴
んで「くるくる・くるくる」と良いお米を選
別していきます。２時間ほどで大きなお米袋
が籾でいっぱいになりました。お父さんとお
母さん、そしてたくさんの子供たちが力を合
わせて頑張りました。みんなの笑顔を見てい
ると「収穫の喜びとはこういう事なのね」と
つくづく感じるのでした。（葛西 宗紀）

伐倒後の処理
( 枝払い・玉切り・
運搬・切り戻し ) まで
すべて行いました！

倒編の安全管理講習は、毎年受講していま
すが無駄でなく実践作業での基本の再チェックが
出来るため貴重な講習になっています。今回は安
全確認の “ 指先チェック ” が重点ポイントで運転
手の気分でウキウキ出来ました。この安全講習は、
専門知識を得られ他のボランティアにはありませ
ん。雑木林ボランティアを経験されていない方は、
来期参加してください。第 2 の人生が光り輝くこ
と保証します。新人スタッフ F さんが進行役を上
手くまとめていました。私の指先チェック " 良く
やった！ "( 髙端 敏晴 )

里の竹細工
10

月 26 日に娘と里の竹細工に参加しました。初めてのノコギリや
竹ナタ、ナイフ。「切れるから気をつけて！」と何度も何度も言って、
娘は「わかった」と言いながら楽しく作ってました。竹を切るのがとて
も楽しかったようで何回も切ってました。そして、コップが出来上がる
と、ずっと持ち歩いてました。とてもいい経験になりました。娘が、
「お
姉ちゃんから、竹の腕輪をもらい、とても嬉しかった」と。又、参加し
たいです。ありがとうございました。( 工藤 恵美、楓 )

里 山 の 恵 み

雑 木 林

安全管理講習

ノササゲ

ボランティア視察会 ( 舞岡公園 )

子

横

ども 3 人と里山の花壇作りに参加しました。下
の子はまだ小さいので母屋で遊んでいましたが、小
学生の長女が他のボランティアさんやスタッフさん
と一緒にしっかり活動してくれ、「ボランティア楽し
い！」と言っていました。皆さんとても温かく迎え
てくれるので、小さい子がいても安心して参加でき
るところがいいです。そ
して多世代の方と交流で
きるところも魅力だと思
います。また参加しよう
と思います。よろしくお
願いします。( 佐藤 直子 )

浜から電車で 10 分戸塚駅下車バスで 20 分雑木林に囲まれた自
然豊かな「舞岡公園」がある。湿地や水田、池などが得点在し、その
環境から多様な生き物たちが生息往来する。ほぼ中央には「小谷戸の里」
がありかやぶきの古民家が 2 棟、作業全般を管理し、道具の整備を始
め季節毎の活動を支えている。毎年 4 月田んぼの種まきから始まり、
田植え、稲刈りの他畑や雑木林の活動も活発。夜間観察会等多様な活
動を繰り広げている。( 佐藤 隆 )

植生管理ミーティング

家

ま

ず驚いたのが、生き物倶楽部の野草調査の結果プリント。今年
度初確認の植物が 57 種類もあったそうです！初心者の私は植物図鑑
を持参すれば良かったと後悔。秋晴れの気持ち良い空の下、台風で増
水した水路や、植物だけでなく様々な生き物の状況をチェックしつつ
宮野入をひとまわり。いろいろな立場の人たちがよりよい里山の風景
づくりに熱い想いをもっていることを実感したミーティングでした。
( 宮本 靖代 )

グ ル ー プ 連 絡 会

伝統食つたえたい♪
族で参加できるイベントの中で外せない幾つかの活動の一つが伝
統食つたえたい♪の「かてうどん」です。元々は食べ物を作る事の大
変さを知ってもらえたら、
、
、なんて思っていましたが、粉物をこねた
り踏んだりする事の楽しさや食べることの美味しさが勝ってしまいま
した。また、作っている間の世間話も味を引き立ててくれるスパイス
かも知れません。子供達が普段食べない野菜を美味しい！っと言って
食べる姿は毎回良かったなー、と思えます。
( 桜田 重治 )

視 察会

民 家

さとやまガーデン

■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

■収穫祭ふらっとボランティア 「お米準備」
10:00～12:30

■野の花咲かせ隊 13:00～15:30

■伝統食
つたえたい♪
「ダイコンの
甘酢漬け」
10:00～
14:00

■伝統食
つたえたい♪
「ダイコンの
甘酢漬け・
本漬け」
10:00～
14:00

■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
■畑「耕運」
10:00～12:00
■雑木林「東の森」
（AM 松）
10:00～15:00

■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

■収穫祭 8:45～15:00

■生き物倶楽部「野草調査」

■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

9:30～16:00

参加者
大募集‼
参加連絡用紙を
見てね！

■湿地のクズバスターズ 10:00～12:00
■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

■収穫祭振り返り 15:00～16:00
今年の収穫をみんなで
祝います! ぜひご参加下さい！

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

■里山
■畑「麦踏」10:00～12:00
■雑木林「神明入」10:00～12:00
クラフト工房
（PM 昼食会)
「ミニ門松
■生き物倶楽部「湿地整備」
材料調達&前処理」
10:00～16:00
10:00～12:00
■里山キッズ探検隊
日程が変更
されました！
10:00～14:30

■さとやまガーデン「花壇手入れ」
10:00～12:00
■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「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

年末年始休み

年末年始休み
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

■さとやまガーデン「花壇手入れ」
10:00～12:00

■田んぼ「お餅つき」10:00～15:00
もちつき

正月遊び開始！

年末年始休み

■里山クラフト工房
「年間計画①＆篠竹かご」
10:00～15:00
■雑木林「西の森」（松）
10:00～15:00

■ボランティア MTG③（松）
「安全祈願」9:30～12:30
■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00

正月遊び終わり♪

■伝統食
つたえたい♪
「まゆ玉飾り
作り・年間
計画①」

■花の名しりたい「冬芽観察」
9:30～12:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■里山
折り紙くらぶ
「お雛様作り、
年間計画①」
10:00～
15:00

10:00～
14:00

■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■雑木林「東の森・年間計画①」
（松）10:00～15:00

★募集中★
ラベル貼りや封詰め等
簡単な作業です！

■民家だより
発送作業

■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
■じっくり田んぼコース修了式
10:00～13:30
■岸田んぼ学びたい！「企画会議」
13:30～14:30
■田んぼ MTG 14:30～16:00

■畑「活動のふりかえり」
10:00～12:00
■伝統食つたえたい♪
「えびす講のお赤飯・年間計画②」
10:00～14:00
■雑木林「丸山」10:00～15:00
■里山 x Slowlife「ウッドスパチュラ
づくり」 10:00～15:30

■わら細工教室「宝船①、
年間計画①」 9:45～15:00
■さとやまガーデン「年間計画①・
花壇手入れ」10:00～12:00
■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「年間計画」
10:00～12:00
■お茶隊「手揉み茶」9:30～16:00
■雑木林「神明入」10:00～15:00

■さとやまガーデン
「花壇手入れ」10:00～12:00
■里山クラフト工房
「年間計画②＆篠竹かご」
10:00～15:00
■生き物倶楽部「冬芽観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊
■野の花咲かせ隊 13:00～15:30

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

■畑「落ち葉かき」10:00～12:00
■雑木林「西の森」（松）10:00～15:00
■生き物倶楽部「自然観察会」
13:00～16:00※集合：IC

■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■畑「芋煮会」10:00～12:00
■里山
■雑木林「東の森・年間計画②」（松）
折り紙くらぶ
10:00～15:00
「お雛様作り
■
里山折り紙くらぶ「お雛様作りイベント」
イベント準備、
10:00～12:00
年間計画②」
■里山 PR 隊「企画会議・年間計画」
10:00～15:00

■さとやまガーデン「年間計画②・
花壇手入れ」10:00～12:00
■里山クラフト工房
「年間計画③＆篠竹かご」
10:00～15:00
■野の花咲かせ隊 13:00～15:30

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■わら細工教室「宝船②、年間計画②」
9:45～15:00
■さとやまガーデン「花壇手入れ」
10:00～12:00

10:00～12:00

■岸田んぼ学びたい！「学習会」13:00～14:30
■生き物
倶楽部
「生き物
調査
発表会」
13:00～
16:00

■里山クラフト工房
「篠竹かご作り」
10:00～15:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■花の名しりたい
「ロゼット、冬芽観察」
9:30～12:00
■雑木林「丸山」
（松）
10:00～15:00

■雑木林「東の森」（松）
10:00～15:00

■桜ホール
■畑「耕運」10:00～12:00
■新規登録
ミニ講座（仮） ■里の竹細工 10:00～14:00
ボランティア 「ヨモギだんご
■雑木林「丸山」
（松）10:00～15:00
説明会①
（草もち）
」
13:00～
10:00～14:00
16:00

■新規登録
ボランティア説明会③ 13:00～16:00
■畑「コムギ手入れ」10:00～12:00
■雑木林「神明入」（松）10:00～15:00

■新規登録
ボランティア説明会② 13:00～16:00
■野の花咲かせ隊 13:00～15:30
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00

■お茶隊「茶園整備、肥料撒き、年間計画」
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「地衣類観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊

■畑「サツマイモ苗床準備」
10:00～12:00
■里山クラフト工房
「篠竹かご作り」10:00～15:00
■雑木林「東の森」（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

ボランティア継続登録について

・リレートーク・

★毎年、2月発行の民家だよりに同封している「ボランティア継続登録用紙」を、
令和2年度登録募集から早めてご案内することにしました。大きな理由として
は､オリエンテーションまでに必要な名簿作成などの事務作業を少しでも円滑
に進めるためです｡継続登録希望の方は、2月20日（木）までにご提出下さい。
★近年嬉しいことに、ボランティア登録を一度お休みし、再登録してくださる方が
増えています！
・1年間お休みし、次年度にまた戻る場合は新規登録扱いとなります。
※継続登録10年を目指している方は注意してください。
・お休み期間が1〜2年間の方はボランティア説明会への参加は必要ありません。
お休み期間が3年以上の方はボランティア説明会へご参加ください。
以上よろしくお願い致します！！

INFORMATION
事務局からのお知らせ

！！
ター 大 募集

ORRTTEERRSS
SSUUPPPPO

サポー

【ふらっとボランティア】

12/1 (日) 10:00 〜 12:30
【前日準備】

12/7 (土) 10:00〜15:00

【本番・ふりかえり】

12/8 (日) 8:45 〜16:00

★詳しくは、同封の参加連絡用紙をご覧ください。
第3回ボランティアＭＴＧ

安全祈願

すす払い
門松つくり
2019年も残りわずか！
ボランティア活動を支えて
くれた母屋の大掃除と、新
年を迎えるための準備を
行います☆

12/15 Sun.
10:00 〜 14:00

★詳しくは、
同封の参加連絡用紙をご覧ください。

湿地のクズバスターズ
1/11（日） 地面やヤナギを
9:30 〜 12:30
12/14（土）
覆っているクズの
＠雑木林 丸山

2020年も安全に活動できるよう、山の神様にごあいさつ！
はじめての方もお気軽にどうぞ！ご参加をお待ちしてます♬
★詳しくは、同封の参加連絡用紙をご覧ください。

【編集後記】

協力
求む

ツルを皆で取ります！
！ 10:00 〜 12:00
＠ビオトープ北側湿地
★詳しくは、
同封の参加連絡用紙をご覧ください。

12 月には、里山祭りの最後、
『収穫祭』が行われます★ 一大イベントですので、皆さんのご参加お
待ちしております。1 年間の里山での活動を思い出しながら、皆で収穫祭を盛り上げていきましょう！
暖かい服装を心がけて、風邪に負けないように。お身体ご自愛ください！（内田）

生き物倶楽部、花の名しりたいで活動されている松澤さん！
生き物探しのプロフェッショナルで、
今後の観察会での活躍も期待しています★

8

年くらい前に 2 年間程仙台に単身赴任をし
ていた際、週末の都度東北 6 県を歩き回り、社会
人生活の中で久しぶりに自然に触れ合う機会を得
ることができました。その後地元入間市へ戻った
のですが、東北の大自然の中で満喫した自然の素
晴らしさが忘れられず、職場も地元所沢に移し、
本格的に地元の里山を歩く様になりました。
最初は、秩父や加治丘陵、埼玉側の狭山丘陵を歩
いていましたが、程なく東大和公園の自然観察会、
狭山公園のガイドウォーク、そして野山北・六道
山公園の里山ガイドウォークにも参加するように
なり、東京側の狭山丘陵にも足を延ばす機会が増
えました。そして、自然の中の様々な動植物の事
を教えてくれる先生や仲間が、一人、二人と増え
てきた結果、その人達に声を掛けてもらい、今年
からボランティア活動に参加させてもらっていま
す。
雑木林グループにも知人は何人かいるのですが、
今は生き物倶楽部や花の名しりたい等の観察会を
中心に参加していて、今まで自分だけで野山北・
六道山公園内や周辺を歩いていた時には気が付か
なかった希少種、絶滅危惧種、そして初めて見る
動植物に出会ったりすることができ、参加する度
に楽しく活動を続けています。
これからも、新しいボランティアの仲間や自然と
の出会いに期待を寄せて活動していこと思ってい
ますので、よろしくお願いします。
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ボラ人たち④

「ボラが伝えるボラの魅力」

里山の象徴的な風景に稲穂垂れる実りの秋の田んぼがあります。この公園での田
んぼの活動には、年間を通じ田植えや稲刈りなど米作りの様々な作業に関われるセ
ールスポイントがあり、その点に魅かれ公園ボランティアの世界に足を踏み入れた
人が多くいます。八十八あるといわれる米作りの手間のうちボランティアが関われ
るのは一部で、限られた時間の作業体験にすぎませんが、体験で得た発見や達成感
は心を豊かにし、眺める風景をより美しく貴く感じさせてくれます。
田んぼに限らず多くの活動も同じように、その活動ならではの魅力を持っていま
す。非日常の価値ある体験を通じて気分をリフレッシュしながら里山環境の保全や
風景づくりにも貢献できる、それが共通の醍醐味です。そんな活動の素晴らしさを、
より多くの人と共有し次世代に伝えられれば、活動はさらに活発になり魅力が増す
でしょう。
しかし、今後人口減少社会で各分野での担い手不足が懸念されており、ボランテ
ィア活動も例外ではありません。継続的なボランティアの確保のために公園の魅力
をどう発信していくべきかが問われます。地道な作業の積み重ねが豊かな実りをも
たらすように、ボランティア一人ひとりの言葉から仲間の輪が少しずつ広がって次
代につながっていく、それが答えの一つと思っています。

センブリ
絵：石井 美保子

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♪
このコーナーは「里山ＰＲ隊」が担当してきましたが、
今後ボランティアの皆さんからの投稿も掲載します。
公園の魅力や各活動の紹介など600字以内で自由に投稿してください。
写真を一緒に掲載することも可能です。

<< 民家だよりに関する、ご意見・ご感想お待ちしています！ >>
里山ＰＲ隊

高津治

