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　みなさん、こんにちは！いかがお過ごしでしょうか。今回の民家だよりでは、ボランティア活動の
報告やリレートーク、事務局からのお知らせ等を掲載しています。少しでも楽しんでいただけたら
幸いです。8月以降の活動予定は同封のカレンダーをご確認くださいね。

6/23(水)～7/21(水)ボランティア活動報告

7/10(土)
ワルナスビ
バスターズ

6/26(土)~
お茶隊

茶園整備など

7/15(木)
花の名しりたい
夏の野草さがし
（シダ）

6/27(日)
生き物倶楽部
昆虫観察会

6/26(土)~
田んぼ
草取り

6/30(水)~
雑木林

6/23(水)~
自主ボラ

密にならないように間隔を
空けて、草取り。

手押しの草取り機も使い、
みんなで頑張り、
田んぼがスッキリ！

丸山の散策路の開放を
目指して、ササ刈りや、
歩く際に邪魔になる伸び
た枝の処理などを行いま
した。7月にはヤマユリが
開花していました。

畑の活動は、
夏野菜の
栽培と収穫♪

ウマノスズクサまわりの
ササ刈り。
ジャコウアゲハの卵も
ありました♪

昨年はできなかったワルナスビ駆除が
スタート！少人数でしたが、たくさん駆除
できました。8/29(日)の回も参加者を再
募集中です！!（参加連絡にて受付）

茶畑での活動。
春に茶摘みができな
かったので、茶葉が
成長していました。
久々の活動でしたが、
除草作業が捗りました。

少人数での観察会。
参加者の皆さんは
見分け方などを熱心に
聞いていました。
シダは奥が深い！

カマキリやチョウなどを
みんなで観察。
里山の手入れをすると
いろんな生き物が
暮らせます。

安全管理レクチャーは、
危険な動植物や熱中症
対策の動画視聴と、
松井先生の補足説明。

ボラ活動中、
ニイニイゼミの
羽化に遭遇！



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】 https://www.sayamaparks.com

　今年は春まつりの代わりに「春の里山Week!」を予定していまし
たが、感染症の状況で延期となり、「夏の里山Week!」として7月に
開催。すべてセルフプログラムで、密にならずに楽しめる内容にし
てみました。

7/1(木)～7/31
(土)開催

夏はっけん！ウォークラリー
自然あそび、いきもの探し、
クイズなどにチャレンジ。

里山民家のたなばた
里山折り紙くらぶの皆さんに、
ご自宅で七夕飾りを作って
もらい、華やかに！

Myうちわをつくろう！
葉っぱのスタンプを押して
オリジナルうちわ作り。
これが大好評♪

伝統食つたえたい♪の展示
ボランティアの皆さんから
伝統食の思い出話を聞き、
紹介パネルを作成・展示。

事務局より  ★マークの詳細は、別紙をご覧ください♪
★6/27(日) ボランティアミーティングの報告
　現地とオンラインで開催しました。内容は別紙に記載。

★イベント「まるっと里山～秋～」の実施について
　感染症対策をしながら、どんな方法で開催ができるか？ 
　企画・運営メンバー＆アイデア大募集！！

●9/5(日) 『夜のさとやま映画会』 開催！
　ボランティアミーティングでもお話していますが、
　サポーター基金を活用して、今年は映画会を開催します。
　募集は公園HPで７月中にスタート。

神山 恒雄さん 

第84回リレートーク
こうやま つねお

前回の本山さんから雑木とクラフトで
一緒の神山さんへ
つなぎます！

前回の本山さんから雑木とクラフトで
一緒の神山さんへ
つなぎます！

　自然が好きな私には、里山ボランティアはピッタリかと思い、7年半前に参加
しました。その間、主に雑木林とクラフトで楽しんできました。
　雑木林では下草刈りを主に、林床や散策路の整備を行ってきました。そんな
中、杭打ち作業などで汗を流した後の爽快感、仲間たちとの休憩時の何気な
い雑談、ひそかに咲く山野草にも心身ともに癒されます。
　クラフトでは、先輩たちの指導の下、不器用な手先で竹ひご作りからざるを
編み上げます。出来栄えはほどほどですが、手打ちそばやうどんを盛って食す
れば風味も増しました。
　今は十分な管理も出来ず、林も散策路も草ボウボウ状態で立ち入り禁止に
なっています。アズマネザサや蛇たちは人も入らず喜んでいるのかもね。コロ
ナ禍でいろいろな活動が停滞していますが、田んぼの稲は青 と々繁り、畑の野
菜はよく生育しています。これは管理者や自主ボラの皆さんの
努力でしょう。私も自主ボラにでも参加し、たまには里山ウォー
クに出かけて行きたいと思っています。一日でも早く皆様との
再会が出来ることを心待ちにしております。

里山民家　建替え工事について

＊ 工事スケジュール ＊
　  現在の予定です。今後、変更の可能性があります。

・2021年8~9月     仮設事務所の設置＆引越し
                        　　既存事務所等の取り壊し
・2021年11月頃   本工事着工
・2023年3月          完成予定



※ 8 月の雑木林は安全管理レクチャーがありません。 

 

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 

 

◆雑木林 10:00～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

◆雑木林 MTG 10:00～12:00 
※参加連絡を追加で受付けます。 

※詳細は参加連絡をご覧ください。 

■自主ボラ 10:00～15:30 
 
 

■花の名しりたい 
  「田んぼの野草さがし」 

10:00～12:00 

当日受付＊先着５名 

 

◆生き物倶楽部 

「ワルナスビバスターズ③」 

9:00～11:00 

※参加連絡を追加で受付けます。 

※詳細は参加連絡をご覧ください。 

 

■自主ボラ 10:00～15:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■生き物倶楽部「キノコ観察会」 

13:00～16:00 

当日受付＊先着１５名 

受付は 12:40 から 

◆雑木林 10:00～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

参加する方は、飲み物、 

帽子、ルーペ又は虫メガネ

（持っている方のみ）を 

持ってきてください。 

畑は自主ボラ日程(水・土)

で活動しています。 

8 月後半はエダマメ・ナス

の収穫を予定しています♪ 

参加する方は、飲み物、帽

子、作業用手袋、長靴、タ

オルを持ってきて下さい。

トゲがあるので、あれば厚

手の皮手袋がお勧めです。 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
 

 

 

 

ボラ活動お休み期間

春の里山 Week 

ボラ活動お休み期間

春の里山 Week 

ボラ活動お休み期間

春の里山 Week 

※ 最高気温が 35℃以上の予報の場合は活動中止です。その場合、前日 14:00 までに公園 HP ボランティア連絡板にてお知らせします。 



 

 

10 月の予定 

■秋祭り準備：16 日(土)、■秋祭り：17 日(日) ■花の名しりたい「秋の野草さがし」：21 日(木)   

■生き物倶楽部  「自然観察会」：2 日(土)、「シダ観察会」：24 日(日)  ◆お茶隊 釜炒り茶：2 日(土)、手もみ茶：23 日(土)  

■自主ボラ：2 日(土)、3 日(日)、9 日(土)、13 日(水)、16 日(土)、17 日(日)、20 日(水)、23 日(土)、27 日(水)  

◆雑木林 /  2 日(土)、6 日(水)、9 日(土)、13 日(水)、20 日(水) ※ 9-10 月の雑木林は安全管理レクチャーがありません。 

 

■自主ボラ 10:00～15:30 

■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～16:00  

※集合：インフォメーション 

センター内ログハウス 

■自主ボラ 10:00～15:30 

◆田んぼ 

「稲刈り準備 MTG」 

10:00～12:30 

◆雑木林 10:00～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

 

■自主ボラ 10:00～15:30 

◆夜のさとやま映画会 

 17:30～20:00 

 ※参加受付は公園 HP にて 

 ※雨天中止 

 

◆外来種バスターズ①  

9:30～12:00 

◆雑木林 10:00～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■自主ボラ 

10:00～15:30 

 

 

◆雑木林 10:00～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

 

◆雑木林 10:00～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

 

◆植生管理 MTG 

10:00～12:00 

◆雑木林 10:00～12:30 
■自主ボラ 10:00～15:30 

 

◆外来種バスターズ②  

9:30～12:00 

■生き物倶楽部 

「カヤツリグサ観察会」 

13:00～16:00  

当日受付＊先着１５名 

集合：民家/受付は 12:40 から  

 

 

■花の名しりたい 

 「田んぼの野草さがし」 

10:00～12:00 

参加する方は、飲み物、 

帽子、ルーペ又は虫メガネ

（持っている方のみ）を 

持ってきてください。 

■自主ボラ 10:00～15:30 

 

畑は自主ボラ日程(水・土)

で活動しています。 

9 月はダイコンの種蒔等を

予定しています♪ 

■自主ボラ 10:00～15:30 

 

◆ボランティア MTG② 

10:00～12:00 

参加形式：オンライン又は 

現地(三ツ木会館) 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
 

参加する方は、長袖、

長ズボン、帽子着用で

来てください。 

 

< 10 月の予定：田んぼ > 

稲刈り準備 ◆2 日(土) 

稲刈り 

◆①：3 日(日)  ◆④：10 日(日)  

■②：6 日(水) ■➄：23 日(土) 

■③：9 日(土)   ■⑥(予備)：24 日(日) 

稲刈り 

サポート 
◆2 日(土) 瑞穂農芸高校 ◆7 日(木) 武蔵村山高校 

稲刈り：3 日(日)/10 日(日)は親子ボラ可 
※詳しくは参加連絡用紙をご確認下さい。 
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