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各 活 動 レ ポ ー ト / 1 2 月 ・ 1 月

寒い日もぽかぽか陽気の日も、たくさんの活動や毎年恒例の収穫祭が行われ、民家は活気にあふれていました！！！

民
家

　　   掃除には絶好の天気の日曜日でした。まずは母屋の土間から。
5ｍくらいある笹竹で天井を容赦なくゴシゴシ。意外とストレス発散
できました。しかし、梯子をよじ登って侵入したお勝手上の納戸には
びっくり。まるで本当の古民家と勘違いするぐらいの埃を退治。梯子
を下りた時にはマスクが薄茶色に変色していました。何度雑巾がけし
てもピカピカしない板の間にも苦労しましたが、午後の作業小屋も終
えると静まり返った母屋が喜んでくれているようでした。( 小崎  宏 ) 

すす払い

大

　　　月 14 日、今年も恒例の東京農工大学の学生さんがやってきまし
た。21 人の学生さんが 3 グループに分かれて、神明入の園路を中心に
熊手で丁寧に落ち葉をかき、ブルーシートに載せて粗朶柵に運びます。
園路はすっかり歩きやすくなりました。超簡単な作業で特に教えるよ
うなことはありませんでしたが、学生さん達には自然に触れて体も動
かして、きっと良い体験になったことと思います。（安田  誠）

東京農工大学サポート～落ち葉掻き～
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まゆ玉飾り作り

豊　　　作を願って作るまゆ玉飾り。お恥ず
かしながらどんなものを作るんだろうと思
いながらの初参加でした。地元の岸まゆ玉
保存会の方たちのご指導のもと米粉や上新
粉などをコネコネ練って団子をつくり、蒸
して、出来上がったお団子と里山で採れた
ミカンを木に刺して出来上がったお飾りは
圧巻！ とても可愛いお飾りができました。
一緒に参加した未就学の息子たちもお団子
を丸めたり、 枝に刺したりと作業に加わら
せて頂きました。来年も是非参加したいで
す。（新保  真紀、慶史、泰良 )

　　　回は二度目の門松作り
の手伝に参加しました。先
輩方が事前に予備作業を進
めてありましたので、当日
は土台作り、メインの竹を
束ねる作業から行い、土台
に束ねた竹をセットし松の
飾りつけ、ナンテン、梅を
添え水引で締めくくり、今
年も立派な門松が腕木門に
飾られました。( 牧野  功裕 )

門松作り

今
今年度も素敵な門松が

完成しました！



民家でのお餅つき

　　　穫祭で「大根の引っこ抜
き体験」を里山の畑で行いまし
た。9 月の初めに種まきし、芽
が出たと思ったら、ネットを掛
けたのに葉を虫に喰われ虫退
治。そして間引き。今年は天候
不順で雨が多く生長が遅い。収
穫祭に間に合うか心配しまし
た。 当日はからりと晴れて祭日
和。子供達もたくさん参加し「う
んとこしょ。どっこいしょ。」
と格闘をスマホでパチリの親御
さん。収穫した大根を持ち帰る
笑顔に私達も満足の一日でし
た。

もちのふるまい

　　　は餅のふるまいの担当でした。初め
て餅のふるまいをしました。きなこ餅を中
心に作りましたが、作っている最中、私も
たべたいなぁと思っていました。餅は固い
のと柔らかいのがありました。そしてとて
も温かくてちぎってきな粉につける作業は
難しかったけど、慣れてくると上手く出来
るようになりました。このお餅はボラン
ティアの皆さんが作った餅なので、色々な
人の思いがこもったお餅でした。だからお
餅が暖かいのかなと思いました。配ったお
餅を受け取った方が、美味しいと言って食
べてくれました。なので次回も餅のふるま
いをやりたいと思います。( 高城  友美 )

　　　月の荒起こしから、代
掻き、田植えなど、10 月の
稲刈り・脱穀まで多くの作業
を無事終了することができま
した。残念なことに今年の稲
はいもち病の影響もあり、収
穫量は大きく減ってしまいま
した。しかしながら、最後の
イベントとして行った、じっ
くり田んぼコースの修了式で
の、かまどで炊いたご飯の味
は 1 年間のお米作りの思い出
と、里山の恵みがいっぱいの
甘～い味わいとなりました。
( 田村  勉 )

　　　月 5 日は抜ける様な快晴で穏やかな日の中で
のお餅つき。朝ボランティアさんが集まり準備を開始、
先ずは練習のため 1 臼事前に皆で試し打ち。上手く
出来たかどうかを皆で試食。「磯部もち・きな粉もち・
餡子もち」全て満足できる仕上がりでした。さあ来園
者の皆さんに味わって貰おうと場所を民家前の庭に移
動して 2 臼目開始。この日の来園者はお子さん連れ
のご家族が多く約百名位？餅つきの最初の部分はボラ
ンティアの人が行いその後来園者の大人の方々、その
後子供さん達用に小さい臼に餅を分けて希望する子供
さん達に実際に打って貰いました。皆楽しそうにお餅
つきを楽しんでいました。合計 3 臼ついて来園者の
皆さんへ振舞いましたが量もたっぷりあり美味しい、
美味しいと 2 回 3 回とお替りされる方々もおり大満
足のご様子でした。現在家庭では自分で打つ事が無い
ので子供さんにとっては特別なオリンピック年の新年
の良い思い出となった事と思います。来年も継続して
行きたいですね。( 金澤  哲男 )

大根の引っこ抜き体験

年間の田んぼ作業について田
ん
ぼ 1

収 私
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収
穫
祭

ボランティアの皆さんの

おかげで、とても賑やかな

収穫祭となりました☆



 

■里山デイキャンプ 10:00～15:00 

■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  

 

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00 
■畑「芋煮会」10:00～12:00 

■雑木林「東の森・年間計画②」（松） 

10:00～15:00 

■里山折り紙くらぶ「お雛様作りイベント」 

10:00～12:00 

■里山 PR隊「企画会議・年間計画」 
10:00～12:00 

■岸田んぼ学びたい！「学習会」13:00～14:30 

 

 
■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 

■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 

 

 

■畑「耕運」10:00～12:00 

■里の竹細工 10:00～14:00 

■雑木林「丸山」（松）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 
■新規登録ボランティア説明会②  

13:00～16:00 
 

 

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 

■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 

 

■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③  

13:00～16:00 
 
 

■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 

 

 

 

■雑木林「東の森」（松） 
10:00～15:00 

 

 

 

■里山デイキャンプ予備 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 

■雑木林「東の森」（松） 
10:00～15:00 

 

■里山 

折り紙くらぶ 

「お雛様作り 

イベント準備、 

年間計画②」 
10:00～15:00 

■生き物 
倶楽部 

「生き物 
調査 
発表会」 
13:00～ 
16:00 

■伝統食 

つたえたい♪ 

「ミニ伝統食講座 

ヨモギだんご 

（草もち）作り」 

10:00～14:00 

集合:さくらホール 

 

■新規登録 
ボランティア 
説明会① 

13:00～ 

16:00 

 
ヨモギだんご 

（草もち）作るよ♪ 

参加者大募集‼ 



 

■野の花咲かせ隊 13:00～15:30 
 

 

 

■畑「ニンジン・コマツナの播種」 
9:00～12:00 

■お茶隊「手揉み茶」9:30～16:00 
■雑木林「西の森」（松）10:00～15:00 

■管理運営協議会③ 13:00～15:30 

■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～16:00※集合：IC 

 

■畑「ネギ①播種」 

9:00～12:00 

■雑木林「丸山」（松） 
10:00～15:00 

■里山クラフト工房 

「篠竹かご作り予備」 

10:00～15:00 

■畑「苗用サツマイモ植付」 

9:00～12:00 

■花の名しりたい 

「春植物の観察」9:30～12:00 

■雑木林「丸山」（松） 
10:00～12:00 

 

■ボランティアMTG④ 

9:30～15:30 

■さとやまガーデン「花壇手入れ」 
10:00～12:00 

 

■畑「ジャガイモの植付」9:00～12:00 

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00 

■雑木林「丸山」10:00～15:00 

■藍「畑起し、年間計画確認」 

9:30～12:00 

■里の竹細工 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 

■じっくり田んぼコース OT  

10:00～12:30 

■岸田んぼ学びたい！「企画会議」 
13:00～15:00 

■野の花咲かせ隊 13:00～15:30 
 
 

■畑「ノラボウ菜等収穫」9:00～12:00 
■雑木林「道具手入れ」 

10:00～12:00 （PM 昼食会） 

■生き物倶楽部「湿地整備」 

10:00～16:00 

■畑「黒マルチ張 

（ニンジン・コマツナ）」 

9:00～12:00 

■雑木林「東の森」（松） 
10:00～15:00 

 

■わら細工教室「宝船③、修了式」 
9:45～15:00 

■生き物倶楽部「早春の野草観察会」 

13:00～16:00 ＊当日受付＊ 

 

■畑「ノラボウ等収穫」 

9:00～12:00 

■登録ボランティア OT①  

@武蔵村山市総合体育館 

13:00～16:30 

 

 

 

 

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 

■里山 

折り紙くらぶ 

「チューリップ」 

10:00～15:00 

■さとやまガーデン「花壇手入れ」 
10:00～12:00 

 

■畑「ノラボウ等収穫」9:00～12:00 

■登録ボランティア OT②  

@瑞穂町けやき館 13:00～16:30 

 

 

 
参加者 

大募集‼ 

 今日から 9:00～ 

 
詳細は、別紙を

参照下さい★ 



収穫祭 (12/8) のご報告
　　　                      天候にも恵まれ、ゆったりとした雰囲気の収穫祭と　　
　　　　　なりました。お餅のふるまいやお餅つきだけでなく、岸重松囃
子保存会の皆さんによる演奏も大好評で、公園イベントを通して地域の豊
かさを感じてもらうことができました。皆さん本当にお疲れ様でした♪

第 3回

ボ ラ ン テ ィ ア

ミ ー テ ィ ン グ

ご報告 (１/11）

9~12 月の活動のふりかえり & 新年度に向けて★

丸山にて、2020 年のボランティア活動の安全祈願を行
いました。後半は、活動報告や新年度に向けての話し
合いを行いました！

新年度に向けて

・リレートーク・

「生

しもしろ  まりこ

優しさ溢れる笑顔が魅力的な下代さん。
生き物倶楽部の野草調査にも毎回参加し、植物同定の心強い味方です。

S h i m o s h i r o    M a r i k o
さん

植物、昆虫、
鳥、動物・・、

自然が好きで
、

いつも幅広く
歩き

回っている活
動家！！　

【松澤さんより】

①第7回
私のお気に入り写真展の様子 ②岸重松囃子演奏の様子

【アンケートより】
・毎年楽しみに来させていただいています。おもちとお新香も楽しみですが、近づくにつれて
   岸重松ばやしの音が聞こえてきて、心が踊る気持ちになります。見ると若い太鼓の方などもいて、  
   この地域の豊かさを感じました。楽しかったです♪ありがとうございました。
・おもちつきや昔あそびなど、日本の伝統良いものを子どもたちに見せられました。
・子供が小学生になったら、稲作体験等もさせていただいたうえで、おもちを食べさせたいなと  
   思いました。おもちとってもおいしかったです。

　　　　き物倶楽部」－名前の通りとても楽しい皆さん
の仲間に入って四年になりました。
　きっかけは、とある観察会で中心メンバーのお一人
の石井さんと出会ったことで、日々の生活に新しいペー
ジが加わってワクワクしました。
　十年位前から足下の草花の名前を知るのが楽しくて、
あちこち一人で歩き回っていましたが、全く個人的な
楽しみでしたから「狭山丘陵の自然」とか「生物多様性」
等といった視点はほとんど持っていませんでした。
　里山民家の回りには雑木林や湿地や田んぼや畑も
あって、たくさんの生き物がいます。
アッと驚く出会いもしばしばです。ここで出会う皆さ
んの深い知識や生き物への真摯な関わり方に圧倒され
ながら、植物だけでなく鳥や虫や菌類等まで興味がど
んどん広がって楽しみがいっぱいです。
　毎月の生き物倶楽部の野草調査は、環境整備の為に
作業をされる皆さんに頭の下がる思いをしながらも、
みんなでワイワイと、とても楽しくて、日常に笑いが
乏しくなりがちな私には豊かで貴重な時間です。
　そして、何よりもこの調査への参加は、「楽しみ」か
ら始めたことで環境省の「モニタリングサイト1000」と
いう生態系保全の為の大切な活動の一端を担えるとい
う喜びでもあります。
　これからも楽しく活動していきたいです。
どうぞよろしくお願いします。
 

③収穫祭集合写真

・各活動の企画書 3セットの提出締め切り⇒2/16（日）。
・新しい活動の新企画内容の提出⇒1月中。
・夏季活動の休止期間について⇒8月 1日～ 8月 16 日まで検討中。
・ボランティアルームの忘れ物について⇒2月まで保管→残ったものは処分。

ねずみ年

①安全祈願の様子 ②ボランティアミーティングの様子

参加者

868 名 ! 
協力ボラ

ンティア

76 名‼

下代  まり子

ふらっとボランティアなどの事前準備から当日運営まで、ありがとうございました！

事務所などの建て替えについて
2020 年度から始まる工事に伴い、ボランティア活動の内容・規模の一部変更が
あります。
長期の工事になりますので、ボランティアの皆さんと一緒に乗り切りたいと思い
ます。詳細は別紙にてご確認下さい。



【編集後記】里山の冬ならではの楽しみ方をご存知ですか？野鳥や土壌生物などが他の季節より観察しやすくな
りますよ！また、来年度からは事務所等の建て替えが始まります。今まで以上に皆さんのお力が必
要になります！新年度も宜しくお願い致します。（内田）

登録ボランティアオリエンテーション
開催日程決定！

①3/19           10:00～ 14:00 　②3/20            10:00～ 12:30

I N F O R M A T I O N
事務局からのお知らせ

2020 年度登録ボランティアオリエンテーションに向け
て、名札づくり、資料組みなどの準備を行います。新
年度を迎える準備を、ぜひ一緒に行いましょう♪ご協
力お待ちしています！

途中参加OK！

飛び込み参加O
K！

サポーター大募集！！

(木 )

 (金祝)

② 3/28
両日13:00̃16:30

2020年度 野山北・六道山公園
新規登録ボランティア説明会

（水）

全回13:00̃16:00

（土）

親子参加、大歓迎

① 3/25

2 0 2 0 年度のボランティア登録費
支払い日程のお知らせ★

《昨年に引き続き下記の日程でのみ、里山民家での
登録費の支払いを受付けます》

① 2/8 ② 2/16（土） （日）③ 3/14（土）
全日11:30̃13:00

※上記３日間でお支払いができなかった方は、ボランティアオリエンテーション

　会場で当日にお支払いください（混雑が予想されます）。支払い日、オリエンテ

　ーション当日にお支払いできない方は４月１日以降に、直接インフォメーション

　センターにてお支払いください。ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します！

① 2/13（木）② 2/16（日）③ 2/22（土）

ご近所の方やご友人、学校の友達などを誘ってみんなで里山を
盛り上げて行きましょう～！
2020年度から始まる事務所などの建替え工事に伴い、ボランティア
活動の内容や規模が一部変わります。詳細は別紙にてご確認下さい。

武蔵村山市
総合体育館で
行います。

瑞穂町郷土資料館
けやき館で
行います。

Welcome!



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：石井 美保子

「第7回私のお気に入り写真展」入賞作品の発表

昨年の収穫祭では6名－11点の作品を下たんぼに野外展示することができました。

作品を提出いただいた皆様ありがとうございました。厳正な開票のもと下記の方が

入賞されました。おめでとうございます。

最優秀賞　根本健作さん　「森の中の傘」

　　　　雨上がりのキノコを見つけ、下から撮った写真が傘のように見えたその新鮮さ　

　　　　が票を集めました。意外と子どもたちの票が多くありました。

最優秀賞　土生由美子さん　「ちいさくて　うつくしいもの」

　　　　冬の早朝の氷の世界、ひとりじめのぜいたくな里山時間が見る人の共感を

            呼びました。

　　　

優秀賞　中島保さん「人参の花とアリ」

　　　　ふだんあまり見ることのない人参の花とそれに集まるアリ、その観察力に

            票が入りました。

　※今回は同時に「ボランティア歳時記」を展示し、ボランティア活動の紹介と

      ボランティア登録の案内も行いました。こちらも好評でした。　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カンアオイ

里山PR隊・出雲 隆盛

「森の中の傘」 「ちいさくて　うつくしいもの」 「人参の花とアリ」
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