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オオバノトンボソウ▶
（丸山）

　みなさん、こんにちは！今回の民家だよりでは、ボランティア活動の報告、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。　事務局

「冬・春の花の引き抜き、土づくり」を行い
ました。いつもきれいな花壇をありがとう
ございます。次は冬に向けての植替えです！

森づくりアドバイザーの松井先生が講師
をつとめ、熱中症やハチ対策を学び、事故
発生時の訓練を行いました。

5/22(日) さとやまガーデン

ジャガイモを掘り起こすたびに「わ～！」と
歓声が上がり、皆さん楽しそうに作業して
いました♪

6/19（日） 畑「ジャガイモ掘り」

6/22(水)・25(土) 夏の安全管理講習

畑でお茶摘みをしてから、民家に戻って発
酵、乾燥させ紅茶づくり。延べ14名が参加
し、楽しく作業しました♪

6/18(土)・6/19(日) お茶隊「紅茶作り」

生き物倶楽部協力のもと、湿地の植物を
調査しながら、希少種に棒を立てたり、オ
オブタクサを抜いたり、充実した活動に！

6/28(火) さとやま湿地調査

今年度第一回目の研究会では、鍋敷きを
作成しました。仕上がった作品は、今後の
イベントで出品予定です♪

6/19(日) わら細工「研究会①」

オオアブノメ▶

6/5(日)、6/8(水)、6/12(日)の3日間、田植えを行いました！ 公園ボランティアや、じっくり田んぼコース、
里山サポーター、イベント参加者の方が集まり、総勢200名！ 3年ぶりの開催となった田植えイベント
当日は気持ちの良い青空が広がり、田植え日和。大人も子どもも、元気に楽しく田植えができました！

6/5(日)、6/8(水)、6/12(日)の3日間、田植えを行いました！ 公園ボランティアや、じっくり田んぼコース、
里山サポーター、イベント参加者の方が集まり、総勢200名！ 3年ぶりの開催となった田植えイベント
当日は気持ちの良い青空が広がり、田植え日和。大人も子どもも、元気に楽しく田植えができました！

5/21(土) 種まき 5/28(土) 代かき 7/10(日) 草取り6/5(日) 田植え
種蒔き機

は、

スピード
が難しい

！種蒔き機
は、

スピード
が難しい

！
丁寧に力を込めて作業しました！
丁寧に力を込めて作業しました！ 声かけに合わ

せ

リズムよく。
声かけに合わ

せ

リズムよく。

作業後は田んぼが
スッキリ！
作業後は田んぼが
スッキリ！



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

9/11（日）普通救命講習のお知らせ
　里山折り紙くらぶの有志の皆さんに、
ご自宅で七夕飾りを作ってもらい、とて
も華やかな七夕飾りとなりました。
来園者の皆さんにも大好評でした！！

『里山民家のたなばた』を実施♪

里山折り紙く
らぶの皆さん

ありがとうござ
います！里山折り紙く
らぶの皆さん

ありがとうござ
います！

飾られた
短冊は20

5枚！

　消防の方をお呼びして、心肺蘇生や
ＡＥＤ、異物除去、止血法などを学べる
普通救命講習を実施します。いざという
ときのために、応急手当の正しい知識
や技術をぜひ習得しませんか？
受講者には「救命技能認定証」（3年間
有効）が発行されます。
詳細は同封の参加連絡用紙を
ご覧ください。

6/26（日）第1回ボランティアMTG報告
　サポーター基金や事務所跡地活用な
どを話し合いました。同封の「ボランティ
アミーティングの報告」をご覧ください。

　神明入ではナラ枯れが非常に多く、ナラ枯れ伐採後の環境が
大きく変わります。そこで、これから神明入をどんな雑木林にして
いくか、ボランティアの皆さんと公園スタッフで協議する場を設
けます。次回9月の民家だより発行時に日程などお伝えします。

お知らせ① ナラ枯れ伐採後の神明入について

　今年の厳しい暑さを受けて、熱中症予防の観点から基準を変
更します。詳しくは同封の【改訂版】夏の野外ボランティア活動に
ついて、をご覧ください。

お知らせ② 夏の活動の中止基準が変更になります

　今年でボランティア3年目の戸塚です。
住んでる場所は新宿区になり少し離れて
いますが、実家が近いこともあり、度々付
近の都立公園を子供達と利用していました。
そんな中で2019年の稲刈り体験と収穫祭に
来園者として参加したのが里山民家（ボランティア）との最
初の接点になります。その時ボランティアの皆さんが楽しそ
うに活動していたのが印象的で、子供たちも里山の美味し
い味（つきたてのお餅）を覚え、また行きたいとせがまれた
ので、次年度のボランティアに登録させてもらいました。
新型コロナの関係もあり、なかなか活動出来ませんでした
が、今は田んぼをメインで活動しています。
子供達も楽しんで活動しており、私の知らない所で
色んな人と交流をしていたりして活動を通じて
成長を感じています。特に里山の
四季の味覚（たけのこ、じゃがいも、
お米、みかん）も含め、『活動も場所
も人もみーんな大好き』との事。
今後も子供達を含め、色々よろしく
お願いいたします。

戸塚  正哉さん

第90回リレートーク
とつか　　　まさや

前回平城さんに
続くのは…
田んぼで活躍中の
戸塚さん！

前回平城さんに
続くのは…
田んぼで活躍中の
戸塚さん！



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「里山 PR 隊コラム」 

ボランティアの皆さん、こんにちは！ 

里山 PR 隊コラムでは、ボランティア活動や公園内の話題など 

を掲載していきます。どうぞお楽しみ下さい。 

 山の田んぼは宮野入の産業廃棄物の撤去が終わった 1998 年（平成 10）に地元

の「岸田んぼ会」によって久しく途絶えていた米作りが始まりました。岸田んぼ会

は武蔵村山市からの呼びかけに応えて、途絶えてしまった地域の稲作文化を復活継

承したいと地元の有志が集まって発足した団体です。ボランティアが米作りに参加

したのは 2001 年（平成 13）からで、当初は岸田んぼ会との共同作業でした。 

 

 2002 年（平成 14）は東京都の奥多摩を中心とした森林ボランティア養成のた

めの「大自然塾」が場所を変えて翌年に当公園を会場とすることが決まり準備が進

められました。またその年からボランティアによる自主活動として「自然観察会」

が武蔵村山自然に学ぶ会の皆さんの協力により始まりました。そして自然観察会は

数年の空白期をおいて 2008 年（平成 20）から始まった現在の生き物倶楽部に引

き継がれていきました。 

 

2003 年（平成 15）には同じくボランティアの自主活動として雑木林作業が始

まりました。場所はアカマツの実生が育っている宮野入の東の雑木林（東の森）に

決まり、ここから活動が始まりました。また神明入は当時西部公園事務所の都民協

働グループが関わっていて、そこに公園ボランティアと後にボランティアとなる大

自然塾の卒業生が加わりました。2005 年（平成 17）には神明入の背丈ほどもあ

る篠竹を刈り取り、高岡墓地までの道を切り開きました。ベテランボランティアさ

んの記憶に残っているところです。 

 

このように公園ボランティア初期の活動は自主活動として田んぼ、自然観察会、雑

木林を中心に始まりました。暫くして「わら細工教室」と地元の「岸まゆ玉保存会」

の協力を得て「うどん隊」の活動が始まりました。後の「伝統食伝えたい♪」です。

以後ボランティア人数は年毎に増え活動が多様化し、コロナ禍を耐え現在に続いて

います。 

「ボランティア活動の黎明期②」 

2010 年マイスター入門講座(大自然塾) 

里山 PR 隊コラム 



  
 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 

 

13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31   

8 登録ボランティア活動カレンダー 

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  

 

◆さとやま湿地調査 

9:30～11:30 ※2 

◆さとやま湿地整備 

12:30～14:30 ※2 
 

ボラ活動お休み期間

ボラ活動お休み期間

ボラ活動お休み期間

■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。 

暑さのため、時間を早めました！ 



 
 

月 火 水 木 金 土 日 

  1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

 

10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30  

9 登録ボランティア活動カレンダー 

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。 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

■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 
 

◆お茶隊「茶園整備」 
10:00～13:00 

■生き物倶楽部「湿地整備」 
10:00～16:00  

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆田んぼ「稲刈り準備 MTG」 

10:00～11:30(三ツ木地区会館) 

◆岸田んぼ学びたい! 

「定例会(第三回)」11:30～12:30 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:30～16:00  

 

■生き物倶楽部「湿地整備」 
10:00～16:00  

■草取りたい！「湿地整備」 
10:00～16:00  

 

◆ボランティア MTG② 

 10:00～12:30(さくらホール) 

◆普通救命講習 

 13:30～16:30(さくらホール) 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:30～16:00  

 

■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 
  「田んぼの野草さがし」 

10:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 

■生き物倶楽部 

「カヤツリグサ観察会」※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

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

◆さとやまガーデン 

「冬・春の花壇デザイン作成」 

10:00～12:00 

◆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 
▲わら細工「研究会②」 

9:30～15:00 

 



 

月 火 水 木 金 土 日 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19

  

20 21 22 23 

  

24 25 26 27 28 29 30 

31   

10 登録ボランティア活動カレンダー 
◆：参加連絡が必要  ■：当日受付 
▲：その他          ●：一般イベント

◆田んぼ「稲刈り準備」  

10:00～15:00 

■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 

 

◆田んぼ「稲刈り②」 
10:00～15:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

●田んぼ「稲刈り①」 
9:00～15:00 

■生き物倶楽部 
「湿地整備」10:00～16:00 

■草とりたい！ 
「湿地整備」10:00～16:00 

◆田んぼ「稲刈り③」 

9:00～15:00 

(稲刈り①が延期の場合はイベント開催 

となります。) 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

◆岸田んぼ学びたい！「稲刈り」 
 10:00～12:00 
■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～16:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆畑「サツマイモ掘り」 

10:00～12:00 
◆里の竹細工「竹細工教室」 
 10:00～15:00  ※先着 10 名 
■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～15:30 

 

■花の名しりたい 
  「秋の花さがし」 

10:00～12:00 

◆お茶隊「手揉み茶作り」 
9:00～16:00 

◆さとやまガーデン「土づくり」 
10:00～12:00 

◆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 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
■生き物倶楽部「シダ観察会」※1 

13:00～16:00  

◆岸田んぼ学びたい！ 
「稲刈り予備」 10:00～12:00

◆植生管理 MTG  

13:00～15:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 

■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 
 

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。 

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 

◆お茶隊 
「釜炒り茶作り」 
10:00～15:00 

■生き物倶楽部「野草調査」
 9:30～16:00 

▲わら細工「研究会③」 
9:30～15:00 

 

◆さとやまガーデン 
「冬・春の花苗植え付け」 
10:00～12:00 
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