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民家だより
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各活動 レ ポ ー ト /2 月・3 月
ビオトープのアカガエルの卵からはオタマジャクシが生まれて泳ぎ出しています。生き物だけでなく、新年度からのたくさんの出会いが楽しみですね★

然

樹

木に関心のある私に与えられた発表会のテーマは、狭山丘陵に自生する
ヤナギ科についての詳細な解説？でした。皆さんに配られた一覧表は自分なり
にコンパクトな資料だと自賛しています。そこでこの資料をもとに全 12 種の
ヤナギを説明しました。限られた時間の中で花の画像も用意をしていたのです
が、皆さんにどれ程の中身を伝えられたか心配なところです。3 月になると里
山民家周辺にも 6 種ほどのヤナギが花を咲かせます。発表会だけでなくてもヤ
ナギの花以外でも植物に関心のある方は私も含めた生き物倶楽部のメンバーに
一声下さい。（下村 憲司）

ヤナギの同定は
すごく難しい！
けれど、
理解できた時の喜びも
ひとしおです！

2

月 26 日の雑木林の活動は、雨上がりだった
ことから全員で薪づくりを行いました。いつもは
今井さんと後藤さんを中心に行っていただいてい
る作業を、少数精鋭部隊で勝手に支援しました。
作業は大きな丸太をまず縦に割り（結構、力仕事
で大変！）、その後ノコギリで横に切る作業（結構
、疲れる！）でしたが、大量の薪をつくることが
できました（笹刈りの方が楽だという声が？）。
ヤマには多くの丸太が残っていることから、まだ
まだ薪づくりを楽しむことができそうです。
（清水 淳）

講

師の伊藤さんから何を作りたいか？
作る物により太さ長さを決めます。食器とコップ
を作ることにした。まずは竹を切る。竹用の
「のこぎり」で、初めての作業、汗が出てきた。
次にナタと木槌で型を作る。小刀で整える。
ヤスリを次々とかけ、手触りなめらかになると
完成です。嬉しい！
丁寧な指導ありがとうございました。お昼に
伊藤さん手作りの厚焼き玉子とコーヒー、おいし
かったです。次回もよろしくお願い致します。
（水谷 麻子）

丸山から東への作業道と年間計画作り
コ

ロナ V もなんのその、久し振りに雑木林お手
伝いに参加した 2 月 18 日。お日和も良く 15~6 名
の熱心な皆さん。午前中は丸山から東の森への小
道整備／続き。初の丸太の表皮剥きとその運搬だ
けだったのに、やりがい十分の半日。午後はこれ
も初めての年間計画作りに参加。詰めの段階でも
話すべきことはいろいろ。これまで何となく貰っ
ていた年間計画が熱心な皆さんの賜ということを
実感しました。事務局も含めた皆さんに感謝！
（福井 利一）

リヤカーも通れる
立派な道が完成！

雑 木 林

薪づくり

里の竹細工

里山の恵み

自

生き物調査発表会

伝

統食の活動にはほぼ初めての参加だったので初めはドキドキでしたが、

楽しく作ることができました！市販の草もちとは異なる素材のおいしさとで
きたての特別感が味わえて幸せでした。手順はそこまで難しくなく、家庭で
も作れるようレシピもいただいたので時間のあるときに作りたいです。皆さ
ん優しくご指導くださりありがとうございました♪（宮本 真歩）

素敵な草もちの
イラストを描いて
くれました♪

岸田んぼ学びたい！
2

月 8 日（土）に第 3 回学習会が行われました。今回は「日本の米作りの
現状を知る」「岸田んぼでの米作り」がテーマでした。岸田んぼの移り変わり
や過去の田んぼ作業の内容、現在の田んぼ作業に関わる方々の確認等興味深い
内容を共有することができました。岸田んぼ学びたい！は新年度で発足 2 年目
となり、ますます深掘りして学び合います！興味のある方はぜひぜひご参加く
ださい。お待ちしています！
（尾崎 知子）

岸田んぼについて
学びたい方大募集！
いつでもご参加
お待ちしてます。

イ ベ ント 参加

里山ディキャンプ
「焚

き火」丸山で小枝を集め、講師のアドバイスを受け、焚き火台を使っ
た焚き火。小枝を燃やし小さな火から徐々に大きくした。
「ダッチオーブンポトフ」メニューは和風ポトフ、里山でとれた大根や里芋な
どをダッチオーブンに入れ火にかける。子どもたちのエプロン姿は、輝いて
いましたねー。
「テント張り」講師によるテント張りを体験。手際よく組み立て 2 部屋テン
トが完成しました。焚き火を囲んで頂いた熱々のポトフや香り高いコーヒー
で心もお腹もホッコリあたたかくなり、ワクワク、ドキドキ、ニッコリの「野
遊び」を楽しむことができました。
（笹本 章）

＊活動レポートについて＊
各活動のトピックや、その時あった
面白い事、皆さんの活動に対する思
いなどを伝える場です！
レポートはみんなで交代しながら気
軽に書いてみてください♪

＊ご協力お願い致します＊
ポトフの野菜はほとんど
畑で収穫したものです♪

田んぼ

民家

伝統食つたえたい♪草もち講座

■畑 「ノラボウ菜収穫」
9:30～12:00

■畑「育苗管理」
9:30～12:00

■畑「サトイモ種芋堀り」
9:30～12:00
■雑木林「丸山」(松)
10:00～15:00
■里山クラフト工房
「OT②、おしぼり台」
10:00～15:00
■瑞穂農芸(定)「荒起こし」
13:30～16:00
■畑「ポット苗間引き」
9:30～12:00
■草とりたい！
10:00～12:00
■雑木林「神明入」(松)
10:00～15:00

■藍「OT、種まき」9:00～12:00
■畑「OT、トマト・ナス等播種」
9:30～12:00
■生き物倶楽部「OT①」
※集合：IC 13:00～16:00

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■里山 PR 隊「企画会議」10:00～12:00
■畑「エダマメ播種」9:30～12:00
■雑木林「丸山」10:00～15:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■じっくり田んぼコース OT 10:00～12:30
■お茶隊「OT、桜茶づくり(変更の可能性有)」
■岸田んぼ学びたい！「定例会①」12:30～13:30
13:00～16:00
■田んぼ「MTG、荒起こし準備」13:30～15:30

■花の名
しりたい
「春の野草
観察」10:00
～12:00
＊当日受付＊

サポート
募集！

■藍「OT、種まき(予備日)」9:00～12:00
■さとやまガーデン「OT、夏秋花壇デザイン
作り①」10:00～12:00
■伝統食つたえたい♪「OT、よもぎ摘み(変更の可能
性有)」10:00～14:00
■里山クラフト工房「OT①、おしぼり台」
10:00～15:00
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00

■瑞穂農芸(定)
荒起こし予備
13:30～
16:00

■畑「サトイモ植付」9:30～12:00
■雑木林「丸山」(松)10:00～15:00
■生き物倶楽部「OT②」
※集合：IC 13:00～16:00

■田んぼ「荒起こし」9:00～16:00
■畑「コマツナ収穫」9:30～12:00
■雑木林「神明入」(松)10:00～15:00

■竹林整備 10:00～14:00
■わら細工教室「2019 年度宝船③、修了式」
10:00～15:00
■野の花咲かせ隊 「アズマネザサ刈り」
13:00～16:00

■田んぼ「荒起こし予備」9:00～16:00
■さとやまガーデン 「OT、夏秋花壇デザイン
作り②」10:00～12:00
■生き物倶楽部「水棲小動物観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊

■畑「ポット苗間引き」
9:30～12:00
■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

■畑「ジャガイモ芽欠き、土寄せ」
9:30～12:00
■お茶隊「お茶摘み、蒸し」10:00～15:00
■雑木林「東の森」(松)10:00～15:00
■生き物倶楽部「自然観察会」
※集合：IC 13:00～16:00
■畑「トマト・ナス・
■お茶隊
キュウリ畝作り」
「お茶摘
9:30～12:00
み、蒸し」 ■雑木林「東の森」(松)
10:00～
10:00～15:00
15:00
■お茶隊「簡単茶」
9:30～16:00

■畑「コマツナ等収穫」9:30～12:00
■お茶隊「お茶摘み、蒸し」10:00～15:00

■畑「トマト・ナス等移植」9:30～12:00
■田んぼ「種まき」
9:30～13:00 ＊対象：小学３年以上＊
■岸田んぼ学びたい！「定例会②」
13:00～14:00
■田んぼ「代かき/田植え MTG」14:00～15:30
■お茶隊「紅茶づくり①」10:00～16:00
■雑木林「丸山」(松)10:00～15:00

■畑「サツマイモ植付」
9:30～12:00
■雑木林「丸山」
10:00～15:00

■畑「エダマメ播種」
9:30～12:00
■雑木林「丸山」(松)
10:00～15:00
■里山クラフト工房
「キッチングッズ」
10:00～15:00
■畑「トマト・ナス支柱立て」
9:30～12:00
■草とりたい！
10:00～12:00
■雑木林「神明入」(松)
10:00～15:00

■花の名
しりたい
「初夏の
野草観察」
10:00～
12:00
＊当日受付＊

■民家だより
発送作業
10:00～
12:00

■田んぼ「代かき」9:00～16:00
■畑「サトイモ土寄せ」9:30～12:00
■雑木林「神明入」(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！

■畑「トマト芽欠き」9:30～12:00
■田んぼ「田植え前日準備」10:00～12:30
■雑木林「東の森」(松)10:00～15:00

■里山クラフト工房「おしぼり台」
10:00～15:00
■生き物倶楽部「湿地整備」
10:00～16:00

■お茶隊「手揉み茶イベント」
8:45～17:00
■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
■雑木林「西の森」(松)10:00～15:00
■生き物倶楽部「野草調査」
9:30～16:00
■お茶隊「紅茶づくり②/茶工場見学」
10:00～15:00 (茶工場見学 15:00～)
■わら細工教室 10:00～15:00
■野の花咲かせ隊 「アズマネザサ刈り」
13:00～16:00
13:00～16:00
■田んぼ「代かき（予備）」
9:00～16:00
■藍「乾燥葉染め(木綿)」
9:30～12:30＊対象：小学３年以上＊
■さとやまガーデン「花壇土作り」
10:00～12:00
■生き物倶楽部「スゲ観察会」
13:00～16:00 ＊当日受付＊

■田んぼ「田植え」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

サポート大募集！
■畑「サトイモ土寄せ」
9:30～12:00
■雑木林「東の森」(松)
10:00～15:00

■瑞穂農芸(定)
「田植え」
13:30～
16:00

■瑞穂農芸(定)
「田植え予備」
13:30～
16:00

■畑「コムギ刈り」9:30～12:00
■岸田んぼ学びたい！「学習会/水管理」
10:00～12:00
■管理運営協議会①13:00～15:30

■畑「トウモロコシ
播種」9:30～12:00
■雑木林「丸山」(松)
10:00～15:00

■畑「耕運」
9:30～12:00
■雑木林「神明入」(松)
10:00～15:00
■里山クラフト工房
「キッチングッズ等」
10:00～15:00

■畑「トウモロコシ
移植」9:30～12:00
■安全管理講習②
9:30～15:45
■草とりたい！
10:00～12:00

■畑「エダマメ播種」9:30～12:00
■伝統食つたえたい♪「梅の収穫、
ジュース作り」 10:00～14:00
■雑木林「西の森」(松)10:00～15:00
■お茶隊「茶園整備」13:00～16:00
■生き物倶楽部「自然観察会」
※集合：IC 13:00～16:00

■里山折り紙
■花の名
しりたい
くらぶ
「梅雨時の
「OT/七夕飾り
野草観察」
作りイベント
10:00～
準備」
12:00
10:00～
＊当日受付＊
15:00

キッズボラ
大募集！

英語が話せる方、大歓迎！
カタコトでもＯＫです♪

■田んぼ「横田基地親子の田植え」9:00～11:30
■田んぼ「田植え②」9:00～16:00
■里山クラフト工房「キッチングッズ」
10:00～15:00
■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～16:00
■田んぼ「田植え③」9:00～14:00
■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■さとやまガーデン「花壇植付」10:00～12:00
■雑木林「丸山」(松)10:00～15:00
■お茶隊「手揉み茶」
9:30～16:00 ＊対象：小学３年以上＊

■畑「コムギ脱穀」9:30～12:00
■安全管理講習① 9:30～15:45
■里山折り紙くらぶ「七夕飾り作りイベント」
10:00～15:00
■お茶隊「茶園整備」13:00～16:00

■生き物倶楽部「野草調査」9:30～16:00
■わら細工教室 10:00～15:00
■野の花咲かせ隊 「アズマネザサ刈り」
13:00～16:00

■畑「キッズジャガイモ掘り」
9:30～12:00
■植生管理ミーティング 10:00～12:00
■雑木林「東の森」(松)10:00～15:00
■お茶隊「茶園整備」13:00～16:00

■畑「キッズジャガイモ掘り(予備日)」
9:00～12:00
■ボランティアミーティング① 10:00～12:00
■生き物倶楽部「初夏の昆虫観察会」
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
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・リレートーク・

“ 新規 ”登録ボランティア説明会のご報告
説明会には 75名の方が参加し、93 名が新規登録されました！
活動や里山の魅力を伝えてくれていた継続ボランティアの皆さん
ありがとうございました！新たな仲間と一緒に公園を盛り上げて
いきましょう★

雑木林や自然をこよなく愛し、生き物の知識だけでなく歴史や由来など、
面白い話もたくさん教えてくれる大森さん。
来年度で満 10 年継続登録です！
【下代さんより】

こ

い食べ方も
野草のおいし
る
の公園でボランティア活動を始めて10年になります。
伝授して下さ
です！
」
袋
恵
どのようないきさつでボランティア登録をしたのか記憶は曖 野山の「知
①パークレンジャーと一緒に園内散策♪

②ボランティアより雑木林の紹介。

③室内での公園説明の様子。

【アンケートより】
・近所の友人家族にすすめられて。また2018年からよく里山民家に遊びにこさせてもらってて、
楽しそうだなと感じたので説明会に参加しました。
・里山民家、田んぼなど素晴らしい風景で活動が楽しそうです！！
・じっくり田んぼコースに参加してとても楽しかったため。
・野山北・六道山公園が好きで良く来ています。私でもお役に立つことがあれば。

公園からのお知らせ
＊管理運営協議委員が交代します。
平成 30年度から協議委員を務めて下さった下村憲司さんの任期が終了。
令和2年度は、本間通晴さんと新しく着任する富沢要さんが協議委員となります。

＊都立野山北・六道山公園スタッフの顔ぶれが変わります！！
【着任】
・横山 聡子（西武・狭山丘陵パートナーズ統括所長/都立野山北・六道山公園所長）
・今野 紗貴（ 都民協働部） ・岸本 紗智子 （都民協働部）
・佐藤 維真（レンジャー部）・内田 大貴（自然環境保全部）
【異動】
・松田 佳子（西武・狭山丘陵パートナーズ統括所長/都立野山北・六道山公園所長）
⇒西武造園㈱本部
・内田 理子（都民協働部）⇒都立狭山公園
・東浜 敬輔（自然環境保全部）⇒都立陵南公園
【退職】
・塚本 誠太（レンジャー部）・藤巻 七海（都民協働部）

【編集後記】
今年度も里山の風景作りに貢献してくださりありがとうございました。新年度を目前に
新型コロナウィルス感染症の流行、年度明けからはお楽しみの里山民家の事務所やボラ
ンティアルームなどの建替え工事と、盛りだくさんな年になりそうですね。こんなとき
だからこそ！協力し合って、1年間を楽しく活動していきましょう！（内田）

昧ですが、森林インストラクターの同期の仲間が里山民家の
スタッフとして勤務していると聞き来園し、ガイドウォークや
野草調査に参加したのがきっかけでボランティア登録をした
ように思います。
本来、農業や林業サポートができればと思っていましたが
何故か公園ボランティアに参加することになりました。
現在は生き物倶楽部、雑木林の活動に参加しています。い
ずれも野外での活動なので健康維持にも役立っています。
里山は人間の食糧生産の場です。かつてお百姓さんが田、
畑を耕し食糧を生産し、雑木林からは農業資材や生活資材
を調達し暮らしていました。私もその一人ですが、そうした人
々が農耕生活から離れ、里山の田、畑、雑木林は利用目的を
失い荒廃しました。ボランティアにより里山の新しい存在価
値を見い出していければ良いと考えています。
里山は正しく手を加えれば水や空気の保全、災害の防止
等々公益的機能も高まります。
男性は技術の伝承、女性は料理の伝承と言われますが、
里山民家のボランティアはまさにそのとおり、ボランティア活
動により農村文化が継承されることを願っています。
里山には人が受け入れやすい自然があり、そこにはボラン
ティアを含めた多くの人々との出会いがあり交流があります。
コロナウィルスが早く終息し、母屋の縁側で来園者やボラ
ンティアの笑顔が見られる日が早く来てほしいです。
私は他の場所でも雑木林等のボランティアをしてきました
が、野山北・六道山公園里山民家のボランティアが一番恵ま
れているように思います。スタッフの笑顔もいいですよ。
10年続いた理由です。

おおもり

大森
Omori

いくお

征雄
Ikuo

さん

10 年感謝状受賞者発表★
荒巻 敦史さん・池田 栄さん
大久保 博司さん・喜代江さん
大森 征雄さん・下村 憲司さん
萱沼 良一さん・登美江さん
小山 俊彦さん・貴美子さん
西川 大助さん・沼下 實さん
松田 信介さん・森田 光星さん
谷津 朋子さん
15名の方が10年継続登録されました！
細く、長く、着実に野山北・六道山公園
ボランティアとして尽力してくれた縁の
下の力持ちの皆さんが勢揃い♪
引き続きサポートよろしくお願いします！
！

シュンラン
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♪

<< 民家だよりに関する、ご意見・ご感想お待ちしています！ >>

