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事務局より
「里山PR隊コラム」連載復活！
今回から、カレンダーの最後にコラムを掲載していきます。次回もお楽しみに♪
また、民家だよりでは、活動報告、リレートーク、今後のイベントやボランティア活動の
ご案内などを掲載しています。どうぞご覧ください♪
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新緑の中で荒起こし作業。今年は「じっく
り田んぼコース」の皆さんも参加し、思い
っきり体を動かし、良い汗をかきました。
これからもみんなで頑張りましょう！

今後のわら細工教室やイベント実施に向
けて、教室の卒業生が練習やイベント準
備を行っていきます。12月には「正月飾り
づくり」イベントを実施予定です♪

森づくりアドバイザーの松井先生が講師
をつとめ、安全管理の基本や、下草刈り
実習、搬送法を学びました。今年も一年
間、安全に活動していきましょう！

午前中は生き物倶楽部や草とりたい！メ
ンバーを中心に、湿地の調査。午後は西
多摩マウンテンバイク友の会と合同でガ
マの伐根を行いました。コツブヌマハリ
イの群落なども見つかり、ガマもたくさん
伐根できました。

4/17(日)田んぼの荒起こし
4/13(水)・23(土)
春の野外活動安全管理講習

4/24(日)・5/15(日)
わら細工オリエンテーション

3年ぶりのお茶のイベント。子どもから大
人まで、お茶摘みや蒸し、手もみ作業に
夢中になりました。お茶隊のみなさん、
お疲れ様でした！

5/8(日)お茶摘みと
簡単茶づくりイベント

この他にも、
さまざまな活動がありました。
みなさまの活動のおかげで

宮野入の風景が守られています。
いつもありがとうございます！

4/24(日)
民家前湿地調査・整備

繁殖力の強い帰化植物のバラモンギク。
茶畑に生えているところをボランティア
の本間さんが発見し、すぐに駆除してくれ
ました。みなさんも外来種を発見したらお
知らせいただき、駆除のご協力をお願い
します。

5/7(土)外来種駆除

3年ぶりの開催となり、ボランティアの皆さんが企画
した様々なコーナーを、来園者の方々に楽しんでい
ただくことができました。

◀里山の生き物紹介の
　コーナーは、子どもたち
　に大人気でした♪

薪割り体験は▶
パカッと割れると

気持ちが良いですね！

◀お茶摘みと簡単茶づくりコーナーのメンバー

▲里山春祭り運営メンバー

�/�（日）



 　ボランティアの平城です。私が都立野山北・六道山公園と関わり始めたの
は2007年です。その当時は公園の非常勤職員としてかかわっていました。
主に公園のデジタル地図データを整備する仕事をしていました。同じ時期に
公園のボランティア制度を新しく整理して、特に雑木林のボランティア活動で
は、雑木林の状況について調べて、その知識にもとづいて作業の進め方を決
めていくように改善したいと公園スタッフが考えており、そのお手伝いもする
ようになりました。大自然塾（のちに雑木林マイスター講座）の講師もほぼ同
じ時期に努めるようになりました。
　2016年ごろからは公園の非常勤職員をやめてボランティアとして活動を
続けています。主に雑木林と田んぼの活動をやっています。
　私の専門とする仕事は植物の調査や植生の調査です。この知識を公園の
環境整備に役立てられたらと考えています。植物調査や自然環境調査を仕
事にする人は自分のフィールド（季節ごとに訪れて変化を知る場所）を持って
いる人が多くいます。野山北・六道山公園はいわゆるマイフィールドです。
これからもこのマイフィールドで植物と戯れたいと思っています。

前回の植田さんから
雑木林で一緒の
平城さんに
バトンをパス！！

前回の植田さんから
雑木林で一緒の
平城さんに
バトンをパス！！平城　尚史さん 

第89回リレートーク
ひらき ひさし

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

�～�月のイベントとボランティア活動のお知らせ
　
�～�月のイベントとボランティア活動のお知らせ
　イベント
6/25(土)～7/10(日)里山民家の七夕
母屋に七夕飾りを設置。飾りは里山折り紙くらぶのみなさ
んにご協力いただき、来園者の皆さんに短冊に願い事を
書いていただきます。お楽しみに♪
7/30(土)親子向け・藍のたたき染めイベント※先着15名
小学生を対象に藍の生葉でたたき染めをします。
6月初旬に公園HPのイベント情報にて広報・参加者募集
を開始予定です。※イベントのサポートボランティアも募集
しています(参加連絡同封)

ボランティア活動
6/19(日)・22(水)・25(土)畑でジャガイモ堀り！
詳しくは同封のチラシと参加連絡をご確認ください。

7/11(月)～7/31(日)田んぼの草取りWeek！
みんなで田んぼの草取りをしましょう！

【時間】9:00 ～ 15:30
【服装】帽子、タオル、長袖、 軍手、飲み物(昼食)、着替え、
田んぼ足袋（ハイソックス二枚重ねも可）※長ぐつでは入
れません！

【参加方法】作業開始前と終了後に事務局に声をかける。 
　　　　　腕章着用をお願いします。

【対象】草取り作業活動経験者！ 小学校 3 年生以上～
※前日天気予報で、35 度以上が予報された場合、
　活動は中止になります。
※シャワールームは事務所建て替えの都合上ありません。

いよいよ新しい事務所の工事が始ま
ります。また、工事事務所が旧事務所
跡地に建ちました。旧事務所跡地は、
建替え後にどのように活用していくか、
ボランティアMTGで話し合います。

里山民家　建替え工事について

説明会には登録されている
22組(43名)のうち、17組が
参加してくださいました。
新規ボランティアのみなさん、
これからよろしくお願いします！
継続ボランティアのみなさん、
新たな仲間との出会いをお楽しみに♪
新規登録は10月末まで！これからも登録が増えることを
期待しています♪

5/8(日)新規登録ボランティア
説明会のご報告

説明会参加者の声（アンケートより）
・自然豊かな里山でささやかな貢献ができれば
  大変幸せです。
・今日初めて公園にきましたが、よくわかりました。
 活動が楽しみです。
・ボランティアの方 と々色々な話をしたいです。

2022年度
登録ボランティア304名
(新規+継続、5/8時点)



   

「里山 PR 隊コラム」連載復活♪ 

ボランティアの皆さん、こんにちは！ 

以前、民家だよりに連載していました「里山 PR隊コラム」を復活

いたします♪ ボランティア活動や公園内の話題を掲載していき

たいと思っています。 

都立野山北・六道山公園が開園したのは 1988年（昭和 63）で

す。六道山公園はまだ整備されていなく野山北公園の一部開園でし

た。その後東京都は管理運営方法について狭山丘陵の自然保護団体

と話し合い、また地元岸の皆さんと説明会を何度も開催しました。

宮野入の産業廃棄物の撤去が終わったのは 1998 年（平成 10）で、

新築古民家の里山民家が完成したのは 2000 年（平成 12）でした。 

 

 里山民家という立派な施設は出来ても、運営していく仕組みは何

もありません。都は平成 11 年に公園ボランティアを育成するため

に「里山教室」を開催しました。田んぼコースと雑木林コースに分

け、かつて当地で行われていた作業を体験し、里山の管理の仕方や

技術を学びました。岸田んぼ会の協力のもと、地域の文化や伝統食

も学びました。 

 

 「里山教室」の受講生が公園ボランティアの基礎となりました。

平成 12 年夏に東京都の広報誌で公園ボランティアの募集が行わ

れ、講習を終えた方が加わり平成 13 年に 31 名のボランティアか

ら活動が始まりました。里山民家が完成してからボランティア活動

が本格化し、現在に続く公園ボランティアの礎がこの頃に出来まし

た。当時の公園管理者は東京都公園協会でした。西部・狭山丘陵パ

ートナーズが指定管理者になったのは、里山民家が完成した 6 年後

の 2006 年（平成 18）からです。 

 

 

「ボランティア活動の黎明期①」 

 

2019.12.7 収穫祭 

里山 PR 隊コラム 



 

  

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 

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。 

◆田んぼ「田植え②」 

 9:00～15:00 
■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

◆さとやまガーデン 

「夏・秋の花苗植え付け」10:00～12:00 

◆田んぼ「田植え前日準備」10:00～12:30 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

■生き物倶楽部「自然観察会」13:00～16:00  

※集合：IC 前 

 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆畑 「ジャガイモ掘り①」 

10:00～12:00 

◆わら細工「研究会①」 

10:00～15:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:30～15:30  

 

◆田んぼ「田植え①」 

 9:00～15:00 

■生き物倶楽部「湿地整備」 
10:00～15:30  

■草取りたい！「湿地整備」 
10:00～15:30  

 
◆田んぼ「田植え③」 

 9:00～15:00 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「田植え予備」13:00～15:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:30～15:30  

■さとやまガーデン 

「花壇の手入れ」10:00～12:00 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆夏の安全管理講習① 

 9:30～15:30  

(三ツ木地区会館) 

◆畑 「ジャガイモ掘り②」 

10:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■花の名しりたい 
  「梅雨時の 

花さがし」 

10:00～12:00 

◆夏の安全管理講習② 

 9:30～15:30 (三ツ木地区会館) 

◆畑 「ジャガイモ掘り③」 

10:00～12:00 

◆お茶隊「茶園整備」13:00～15:00 

■生き物倶楽部「昆虫観察会」※1  

13:00～16:00  
 

■さとやま湿地調査

10:00～12:00 ※2 

■さとやま湿地整備 

13:00～15:00 ※2 

 ※1：感染防止対策のため一般の方は参加できません。 

※2：「さとやま湿地」は民家前湿地の愛称です。 

参加する方は、長靴と 

軍手があると便利です。 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆お茶隊「手揉み茶練習」 

9:00～16:00 

◆岸田んぼ学びたい！「田植え」

9:30～12:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆ボランティア MTG① 

 10:00～12:00 

(三ツ木地区会館) 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「学習会②」13:00～15:00 

 

 
◆お茶隊「紅茶作り」両日とも 10:00～16:00  

 

2 日間かけて紅茶作り

をするよ！ 



 

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 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
●：一般イベント 
 

◆田んぼ「草とり①」 9:00～12:00 

◆藍「イベントのサポートボラ募集＆ 

たたき染め練習」 9:30～14:00 

※先着 10 名 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
■生き物倶楽部「自然観察会」 

13:00～16:00 ※集合：IC 前 

 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■生き物倶楽部 
「湿地整備」10:00～15:30 
■草とりたい！ 
「湿地整備」10:00～15:30 

 

◆田んぼ「草とり②」9:00～12:00 

◆岸田んぼ学びたい!「草とり」9:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

 

◆田んぼ「草とり③」9:00～12:00 

◆岸田んぼ学びたい!「草とり予備」 

13:00～15:30 

■生き物倶楽部「野草調査」 9:30～15:30 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆お茶隊「茶園整備」 
13:00～15:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

 

■花の名しりたい 
  「夏の花さがし」 

10:00～12:00 

■生き物倶楽部「さとやま湿地調査」 

10:00～12:00 ※2 

■生き物倶楽部「さとやま湿地整備」 

13:00～15:00 ※2 

 

◆田んぼ「草とり➄」9:00～12:00  

◆岸田んぼ学びたい!「草とり③」9:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

■生き物倶楽部「イネ科観察会」※1 

13:00～16:00  

◆田んぼ「草とり④」9:00～12:00 

◆岸田んぼ学びたい!「草とり②」9:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

■生き物倶楽部「湿地整備」10:00～15:30  

 

●藍「親子向け・藍のたたき染めイベント」  

サポートボランティア / 9:00～14:00 

(イベント開催時間 / 10:00～12:30) 

◆ワルナスビバスターズ 9:00～11:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

   

※1：感染防止対策のため一般の方は参加できません。 

※2：「さとやま湿地」は民家前湿地の愛称です。 

 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■生き物倶楽部 
「湿地整備」 
10:00～15:30  

 
田んぼの草とり Week！ 

 

 
田んぼの草とり Week！ 

田んぼの草とり Week！ 

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。 

7 月 11 日(月)から 7 月 31 日(日)までは田んぼの草とり Week！ 

9:00-15:30 までの時間内でいつでも活動 OK です。活動できるのは 

田んぼの草とり経験者で、小学校 3 年生以上の方です。 

★詳しくは民家だよりをご覧ください。 

✩サポートは 7/2 に参加された方のみ 

✩イベント参加の希望は公園 HPより 

一般申込をして下さい。 

(6 月上旬に広報・募集開始予定) 



  

  

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 

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。 

■生き物倶楽部「野草調査」 
9:30～15:30  

▲新規ボランティア説明会② 
 13:30～15:00 
   (三ツ木地区会館) 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林  

10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林  

10:00～15:00 
 

■花の名しりたい 
  「田んぼの 

花さがし」 

10:00～12:00 

◆雑木林 MTG 10:00～12:00 

(三ツ木地区会館) 

■畑 10:00～12:00 

■生き物倶楽部「キノコ観察会」※1 

13:00～16:00  
 

※1：感染防止対策のため一般の方は参加できません。 

※2：「さとやま湿地」は民家前湿地の愛称です。 

 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
▲：その他 

■生き物倶楽部「野草調査」 
9:30～15:30  

 

■生き物倶楽部「さとやま湿地調査」 

10:00～12:00 ※2 

■生き物倶楽部「さとやま湿地整備」 

13:00～15:00 ※2 

 

 
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 

■生き物倶楽部 
「湿地整備」 
10:00～15:30 

毎年 8 月末に実施していた「案山子づくりイベント」は、今年度もお休

みします。昨年、感染症対策として一部休耕とした影響により稲わらの

在庫に余裕がないためです。 
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