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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、田んぼの様子やリレートーク、
12月までのイベント情報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。10月以降の活動予
定は、同封のカレンダーをご覧ください。

時間変更！ 10/3(日)田んぼの稲刈り　ボランティア集合時間　9:30  ➡ 9:00
※この日は、一般の方も参加します。
　イベント開始（9:30）までに、ボランティアの皆さんと準備を行います！ 

　今年は雨の多い初秋となりましたが、田んぼの稲は順調に生長し、実の重さで少しずつ穂の頭が垂れてきています。
谷戸に広がる田んぼの風景は、やっぱり良いものですね。さあ、今年も稲刈りを皆で頑張りましょう！
※稲刈り1回目は10/3(日)です。冒頭に記載した通り、ボランティアの集合時間は9:00に変更になりました。

9月中旬の田んぼの様子9月中旬の田んぼの様子
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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

11～12月　イベント予定11～12月　イベント予定 ※感染症の状況により、中止または内容を変更することがあります。

11/3(水・祝) 『SAYAMA HILLS DAY』　会場：都立狭山公園
　同日に特別企画も予定。詳細決まり次第、公園HPに掲載。
11/21(日) 夜のさとやま映画会　会場：里山民家・下広場
　荒天等で中止の場合、11/28(日)に開催。
　10月中旬に公園ＨＰにて募集開始。　
12/5(日) 収穫祭(仮)※ミーティング参加連絡とアイデア募集用紙あり
　今年度は残念ながら、お餅つきはできませんが、皆さんからアイデアを募集して
　楽しいイベントを実施したいと思っています。11/6(土)にミーティングもあり♪　
12/11(土) 狭山丘陵マウンテンバイクツアー
　お子さんも参加できるプログラム♪詳しくは公園ＨＰをご覧ください。
12/26(日) わら細工・正月飾りづくり 
　11月下旬に公園ＨＰにて募集開始。参加希望で、公園HPをご覧になれない
　場合は、事務局までご連絡ください。

12月の活動で
みかん収穫作業、門松づくり、
すす払い、も予定しています。
詳しくは同封の参加連絡を
ご覧ください。

日時：10/17(日)10:00~14:30　
              ( 準備・片づけ 9:00-15:30 )
会場：里山民家

　来園した皆さんに、秋の里山を楽
しんでもらうイベント。感染防止のた
めセルフプログラムをご用意します。
詳しくは先日送付した「第2回ボラン
ティアミーティング報告」と「まるっと
里山！秋」の参加連絡用紙をご覧くだ
さい。

まるっと里山！秋まるっと里山！秋

民家前湿地、9月中に完成予定！ 整備工事中でも、セグロセキレイやトンボの仲間など、生き物の
集まる様子が見られました。これからの作業、頑張らねば！

クサシギもやってきました♪作業用の木道もできました！

お手伝いしてくださる方、募集中です！

　この活動に参加したきっかけは、冬の狭山丘陵ウォーキングで見つけたボラン
ティア募集のチラシでした。自然の中を歩くのが好きで散策路をよく利用している
し、草むしり、下草刈りのお手伝いを月に１、２回でもいいのなら私もやってみよう、
と参加を決めました。　　
　主に雑木林に参加して４年目になります。知り合いがいなく心細かったのです
が、安全管理、道具の使い方、作業の仕方などをボランティアの先輩方、スタッフに
親切丁寧に教えていただき、何とかここまで続けています。とても感謝しています。
　動物や植物のこともいろいろ教えてもらい、趣味の登山も今では景色だけでな
く、花、木、鳥にも興味が湧いて、楽しみの幅がとても広がりました。スマホの中の
写真は、山の草花でいっぱいです。
　雑木林で自主的に動けるようになるには、まだまだ時間が掛かりそうですが、
これからもご指導よろしくお願いします。また皆様と豊かな里山の自然の中で楽し
く活動できる日を心待ちにしております。

前回の
神山さんから

雑木林でご一緒の
藤永さんに
バトンをパス！

前回の
神山さんから

雑木林でご一緒の
藤永さんに
バトンをパス！ 藤永 久美子さん 

第85回リレートーク
ふじなが くみ こ



 

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 

◆民家前湿地ミーティング 
★オンライン 

 10:00～12:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 
◆外来種引き抜き 
  13:30～15:30 

■花の名しりたい 
  「秋の野草さがし」 

10:00～12:00 

■田んぼ「稲刈り➄(古代米)」 
9:30～12:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 

■生き物倶楽部「シダ観察会」 

13:00～15:30 

当日受付＊先着 15 名 

受付は 12:40 から 

■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。 

10 月はサツマイモの収穫を予定しています♪ 

◆田んぼ「稲刈り準備」 
9:30～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 
◆お茶隊「釜炒り茶」(参加連絡 

終了)10:00～16:00 
■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～15:30  
※集合：IC ログハウス前 

 
 

◆田んぼ「稲刈り①」 
9:00～12:00(親子ボラ可) 

■自主ボラ 10:00～15:30 
■生き物倶楽部「湿地整備」 
 10:00～15:30 

■田んぼ「稲刈り②」 
9:30～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■田んぼ「稲刈り③」 
9:30～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

◆田んぼ「稲刈り④」 
9:30～12:00(親子ボラ可) 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

■自主ボラ 10:00～15:30 
 

◆雑木林  
10:00～15:00 

■自主ボラ 
10:00～15:30  

■自主ボラ 10:00～15:30 
◆まるっと里山！  前日準備 

10:00～14:00 

◆まるっと里山！ 
９:00～15:30 

（イベント開催 10:00～14:30） 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

■自主ボラ 10:00～15:30 
 
 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

◆雑木林 MTG 10:00～12:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

稲刈り①は 9:00 集合

に変更しました。 

■自主ボラ 10:00～15:30 

雑木林の活動は、10 月以降

15:00 までに変更します。 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
●：一般向けイベント(詳細は HP 参照) 



 

 

   

 

 

 

 

◆お茶隊「手揉み茶作り」 
9:30～16:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 

◆雑木林  
「冬の安全管理講習」 

9:30～15:30 
■自主ボラ 

10:00～15:30 
 

■花の名しりたい 
 「木の実さがし」 

10:00～12:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

■自主ボラ 10:00～15:30 
●夜のさとやま映画会 

17:15～19:00 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
●：一般向けイベント(詳細は HP 参照) 

■田んぼ「稲刈り⑥(古代米)」 

9:30～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 

◆お茶隊「茶園整備」10:00～13:00 

◆収穫祭 MTG 13:00～15:00 

■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～15:30※集合：IC ログハウス前 

 

◆田んぼ「脱穀①」9:30～12:00 

◆雑木林  

「冬の安全管理講習」9:30～15:30 

■自主ボラ 10:00～15:30 

◆お茶隊「茶園整備」10:00～13:00 

 

◆雑木林  
10:00～15:00 

■自主ボラ 
10:00～15:30 

●SAYAMA HILLS DAY 

会場：狭山公園 

詳細決まり次第公園 HP に掲載 

同日開催：里山シンポジウム 

「狭山丘陵のサスティナブル 

をみんなで考える日」 

畑は自主ボラ日程(水・土)

で活動しています。 

11 月はサトイモの収穫を

予定しています♪ 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

■自主ボラ 10:00～15:30 

■自主ボラ 10:00～15:30 
◆お茶隊「茶園整備」 

10:00～13:00 

■生き物倶楽部「コケ観察会」
13:00～15:30 

当日受付＊先着 15 名 

集合：民家/受付は 12:40～  

●夜のさとやま映画会予備日 
17:15～19:00 

◆雑木林  
10:00～15:00 

■自主ボラ 
10:00～15:30 

◆水路枯れ草刈り① 
 10:00～12:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 

< ●わら細工教室/正月飾りづくり：12/26(日) > 

11 月上旬に公園 HP イベント情報に内容掲載・
募集開始予定。 

公園 HP をご覧になれない場合は、事務局まで 
ご連絡下さい。 

 

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 
■生き物倶楽部「湿地整備」 

10:00～15:30 

12 月の予定（変更の可能性あり） 

◆水路枯れ草刈り②：1 日(水) ◆みかんの収穫作業：4 日(土) ■収穫祭(仮)：5 日(日)/開催について検討中/ ◆門松づくり：19 日(日) 

◆すす払い：25 日(土)  ■花の名しりたい「冬の野草さがし」：16 日(木)  ◆雑木林 ： 1 日(水)、4 日(土)、8 日(水)、15 日(水)、18 日(土)  

■生き物倶楽部 「自然観察会」：4 日(土) 「土壌小動物観察会」：26 日(日)  「湿地整備」：5 日(日)  「野草調査」：12 日(日)、19 日(日)   

◆野山北協議会②：18 日(土)  ■自主ボラ： 1 日(水)、4 日(土)、5 日(日)、8 日(水)、11 日(土)、12 日(日)、15 日(水)、18 日(土)、19 日(日)、22 日(水)、25 日(土)、26 日(日) 
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