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　こんにちは！ 早いもので、今年も残り少なくなってきましたが、みなさまいかが
お過ごしでしょうか。今回の民家だよりでは、ボランティア活動報告やリレートーク、
1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。12月以降の活動予定は、同封のカレンダーをご覧ください。

10/3(日) 稲刈り　　

10・11月 ボランティア活動報告　　

＜田んぼ＞　　
ぬかるみがひどく、稲を稲架まで運ぶのも一苦労でし
たが、みんなで協力しながら作業を進めることができ
ました。また、今年は竹で組んだ稲架も作り、 
宮野入の風景にとても良く似合っていました♪

11/13(土) 脱穀　　
秋の青空の中、赤米の脱穀をボランティアで実施しま
した♪2年ぶりの脱穀でしたが、足踏み脱穀機や唐箕
を使って、綺麗に稲を脱穀することができました。
あとは精米すれば、今年度のお米を食べられるように
なります。田んぼの活動は長いようであっという間で
したね！

11/10(水) ・13(土)　　
＜冬の安全管理講習＞　　

今年の冬の安全管理講習では、基本編として安全管
理8項目や道具の使い方、搬送法等を改めて学びまし
た。また、講習に動画視聴も取り入れました。
搬送法の簡易担架体験では、参加者の皆さんが運び
方のコツを習得し、スムーズに運ぶことができるよう
なりました。

畑の活動では、12/5(日)「みんなのさとやままつり！」
で、里芋堀りの収穫体験を行います。試しに里芋を
掘ってみると、一株から大きくて立派な芋がたくさん
とれました。おまつりでの収穫体験をお楽しみに！

また、自主ボラ活動では、野の花小径の竹柵整備や
湿地の手入れが行われました。いつもありがとうござ
います！

＜自主ボラ活動＞　　



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 
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＜次年度のボランティア登録について＞
ご案内は、1月半ばに発送を予定しています。

12～1月　イベント・季節の活動予定12～1月　イベント・季節の活動予定
12/5(日)みんなのさとやままつり!　※収穫祭のかわり
時間/10:00~14:30　会場/里山民家
詳細は同封のチラシをご確認ください。
前日・当日のお手伝いができる方は、事務局までご連絡ください！

＜その他の予定＞★＝チラシ同封　☆＝参加連絡同封　
 ・ 12/4(土)みかんの収穫作業
★12/11(土)狭山丘陵マウンテンバイクツアー
　集合：里山民家。先着順、受付締切12/9(木)17:00
☆12/18(土)民家前湿地のヨシ・ガマ引き抜き
☆12/19(日)門松づくり
☆12/25(土)すす払い
★12/26(日)正月飾りづくり
　抽選、受付締切12/12(日) 
☆1/8(土)まゆ玉飾りづくり
☆1/9(日)ボランティアMTG③＆安全祈願
 ・ 1/15(土)里山×Slowlife講座 
★1/15(土)狭山丘陵マウンテンバイクツアー
　集合：狭山公園。先着順、受付締切12/15(水)17:0011/22(月)～作業小屋を仮事務所に、

蔵を仮ボランティアルームとするための工事が始まりま
した。12月中に、事務所とボランティアルームの引越しを
予定しています。

里山民家　建替え工事について

「みどりの愛護」功労者～とは
　国土交通省が、花と緑の愛護に顕著な功績のあった
民間団体に対し、その功績をたたえ、緑化推進活動の模
範として表彰するものです。
　これも皆さんのこれまでの活動の賜物です。
これからも引き続き、宮野入の風景を一緒に守っていた
だけたら、嬉しいです。
受賞、おめでとうございます！！

★賞状と記念品の写真立てをいただきました。

野山北・六道山公園ボランティアが
第32回「みどりの愛護」功労者
国土交通大臣表彰を受賞！

根本 健作さん 

第86回リレートーク
ねもと けんさく

前回の
藤永さんから

雑木林でご一緒の
根本さんに
バトンをパス！

前回の
藤永さんから

雑木林でご一緒の
根本さんに
バトンをパス！

　雑木林活動を主にやっている根本です。 
　野山北・六道山公園ボランティア活動参加のきっかけは、自転車
で狭山湖周遊道路を走っていると里山民家の案内板があり、興味
津々でインフォメーションセンターに行くと、翌年のボランティア募
集パンフレットがあり、スタッフに応募要領等を伺って後日申し込
みをしました。月に2～3回活動に参加していますが、最初は雑木林
活動とは何かも知らず、先輩方のご指導に従って鋸・鋏・鎌の使い
方を学び、下草刈り・散策路の整備・伐倒・植生調査等ができるよ
うになりました。
　今年が活動を始めて9年目になりますが、コロナ禍の関係で昨
年及び今年の10月位まで思うような活動ができず残念でした。
里山民家に来ると都会の喧騒を忘れ、良い空気と自然に触れ合い
爽やかな気分になります。
　自宅から里山民家まで自転車で約65ｋｍ往復していますが、こ
れができなくなったらボランティア活動も終わりかな？いつまで続
けられるか？



 

 

■畑 10:00～12:00 

◆すす払い 10:00～14:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■花の名しりたい 
  「冬の野草さがし」 

10:00～12:00 

●正月飾りづくり 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■生き物倶楽部「土壌小動物観察会」 

13:00～15:30 

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 10:00～12:00 

◆水路枯れ草刈り② 
 10:00～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

◆みんなのさとやままつり！ 
10:00～14:30 

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

■畑 10:00～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■畑 10:00～12:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 
●マウンテンバイクツアー 

■生き物倶楽部「野草調査」 

 9:30～15:30 

■さとやまガーデン 「花の植替え」 

  10:00～12:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 

●マウンテンバイクツアー予備日 
 

■畑 10:00～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 

10:00～15:30  
 

■畑 10:00～12:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 
◆民家前湿地のヨシ・ガマ 

引き抜き 10:00～12:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

◆門松づくり 10:00～14:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 
 
 

■畑 10:00～12:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 
 

◆みかんの収穫作業 

10:00～12:00(参加連絡受付終了) 

■畑 10:00～12:00 
◆みんなのさとやままつり！前日準備 

10:00～14:00 

◆雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～15:30  

※集合：IC ログハウス前 

 

◆：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) 

 
 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 

公園 HP・イベント情報にて

11 月末に詳細・募集開始 



 

 

2 月の予定  ※参加連絡同封しています。参加連絡用紙もご確認下さい。 

■畑： 5 日(土)、12 日(土)、19 日(土)、26 日(土)  ■花の名しりたい「冬芽・ロゼットさがし」：17 日(木) 

■雑木林 ： 2 日(水)、5 日(土)、9 日(水)、12 日(土)、16 日(水)、19 日(土)、23 日(水)、26 日(土) 

■生き物倶楽部  「自然観察会」：5 日(土) 「湿地整備」：6 日(日)  「野草調査」：13 日(日)、20 日(日) 「地衣類観察会」：27 日(日)   

◆お茶隊「茶園整備、肥料撒き、年間計画」：20 日(日) 「茶園整備」：26 日(土)   

■自主ボラ： 2 日(水)、5 日(土)、6 日(日)、9 日(水)、12 日(土)、13 日(日)、16 日(水)、19 日(土)、20 日(日)、23 日(水)、26 日(土)、27 日(日) 

 

■畑 10:00～12:00 

◆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 

●里山 x Slowlife「竹の小物入れづくり」 

10:00～14:30(予定) 

■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～15:30 

 

■花の名しりたい 

 「冬芽さがし」 

10:00～12:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

◆田んぼ MTG 10:00～11:30 
 ※集合：三ツ木地区会館 
■自主ボラ 10:00～15:30 
 

◆：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) 

■畑 10:00～12:00 

◆まゆ玉飾り作り 10:00～12:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 
 

■雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

◆ボランティア MTG③&安全祈願 

 10:00～14:30 ※集合：三ツ木地区会館 

■生き物倶楽部「野草調査」 9:30～15:30 

■自主ボラ 10:00～15:30 

◆ お茶隊「茶園整備」 
10:00～13:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 

■雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
■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。 

■さとやまガーデン  
「花壇手入」10:00～12:00 

■自主ボラ 10:00～15:30 
■生き物倶楽部「冬芽観察会」 

13:00～15:30  
 

 
 年末年始休み 

 

■雑木林 10:00～15:00 
■自主ボラ 10:00～15:30 

■畑 10:00～12:00 

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

年末年始 
休み 

< 1 月以降の雑木林について > 

・参加連絡はとりません。 
・基本は毎週水・土を活動日としますが 

カレンダーでご確認ください。 
(1/8(土)はお休み) 
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