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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・11月 ボランティア活動報告　　

10/2(日) 稲刈り　　
イベントとしては3年ぶりの実施で、総勢105名！
稲刈り、束ね、運搬、稲架掛け、と作業を交代しながら
進めました。大人も子どももみんなで協力しながら、
楽しく作業ができました！

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。今回は、脱穀の前に大根引き抜き
などの畑の作業も楽しみました。田んぼの活動は長
いようであっという間でしたね！

11/13(日)脱穀　　

観察会日和の秋晴れの中、秋の花を楽しみ
ました。この日は、センブリの可愛らしい白い
花が見頃だったり、ラッキョウが生えていた
り、と大満足の観察会となりました。

写真は「葉振るい」の様子。葉を繰り返し振
り落とすことで水分を蒸発させるのですが、
やってみるとなかなか難しい！この後も回
転揉み、揉み切りなど様々な工程が続き、
やっとお茶が出来上がるんですね。

10/20(木)花の名知りたい「秋の花さがし」

3年ぶりに乾燥葉染めを行いました。みなさ
ん、思い思いの模様を施し、完成度の高い
作品が出来上がりました。素敵なエコバッ
グは12月のお祭りのお土産コーナーに出
します。

10/29(土)藍・乾燥葉染め

10/23(日)お茶隊・手揉み茶作り

3つの花壇の植え付けを行いました。パン
ジー、ビオラなどを植えると、花壇がパッと
明るくなりました♪子どもも大人もみんな
で協力しながら楽しく作業できました。

10/30(日)さとやまガーデン
　　　　　　「冬・春の花苗植え付け」

今回はキショウブの伐根を行いました。
頑丈な根を掘りとる作業はなかなか大変
ですが、みんなで頑張り、たくさんのキショ
ウブを伐根。湿地がスッキリしました♪

10/23(日)さとやま湿地整備

今回は、初めての方も参加できるように午
前中は基本編、午後は応用編で伐倒作業、
と二部構成で実施。33名のみなさんに受講
していただき、安全管理をしっかり学んでい
ただきました。

11/16(水)・19(土)冬の安全管理講習
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12/11(日)みんなの里山まつり！ 
サポートメンバー
12/11(日)みんなの里山まつり！ 
サポートメンバー

12/25(日)門松づくり 12/25(日)門松づくり 

収穫祭に代わるお祭り「みんなの里山まつり！」のサポート
メンバーを募集しています。みんなで楽しくお祭りをつくり
上げていきましょう♪詳細は同封の参加連絡用紙とイベン
トチラシをご覧ください。

門松づくりは初めての方も大歓迎です。
伝統的な門松づくりを作れるめったにない機会♪
みんなで知恵と力を合わせて作りましょう♪ 
詳細は同封の参加連絡用紙をご覧ください。

参加者募集中！

1月中に登録のご案内を送付予定です。
2023年度のボランティア登録について

「ナラ枯れとは」という話から、ナラ枯れ後の雑木林は
どうなるか、などを保全部スタッフより説明。たくさんの
質問も寄せられました。今回は、今後の雑木林づくりを
どうしていくか、皆さんと一緒に進めていくための第1
歩として、とても有意義な
勉強会となりました。

【参加者からの感想】
・明るさを好む植物もあるので、悪いことばかりではな  
いのでは。どういった雑木林にするか、そのためにどれ
だけ労力がかかるか考えた上で、色々な林にするしか
無いのでは。
・ナラ枯れ後の処置などとても勉強になりました。
今日教わったことを活かして活動していこうと
思います。

11/5(土)ナラ枯れ勉強会のご報告

本嶋 正夫さん 

第92回リレートーク
もとじま まさお

前回の後藤家から、田んぼやお茶隊に
参加している本嶋さんに

バトンをパス！

前回の後藤家から、田んぼやお茶隊に
参加している本嶋さんに

バトンをパス！

　ボランティア５年目の本嶋です。狭山丘陵でマウ
ンテンバイク遊びを始め、ほどなくして西多摩マウン
テンバイク友の会に入り、友の会の会員と一緒に外
来種(その時は、キショウブ)駆除活動に参加したの
が、里山民家での活動の始まりです。
　登録ボランティアになってからは、興味に従って非
常に緩やかにですが、田んぼやお茶隊の活動に参
加しています。
　田んぼは、数年かけて田植えから稲刈りまでを経
験、『少しは役にも立つ泥んこ遊び』の気持ちでやっ
ています。お茶隊の活動は茶園の整備、茶摘み、
手揉み茶作りなど。特に今年は生育状況も良く、
手揉みに適した柔らかい茶葉をたくさん手摘みする
ことができました。経験者や先輩、スタッフの方々に
色々と教えていただきながら、より深く里山を体験、
体感しています。

今年最後の説明会に６組が参加。
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
な仲間に会えることをお楽しみに♪

11/13(日)新規登録ボランティア説明会のご報告

今年の登録者数は337名です！（継続254名、新規83名）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

事務局からの連絡や、旬の話題、ボランティアとボランティアの情報交換や

交流の場として今回の 94 号まで 16 年に渡り途切れることなく発行されて

きました。  

第 1 号から直近の第 93 号まで様々な出来事や変遷がありました。ボランテ

ィア人数の増減、活動の多様化、社会情勢の変化に伴い形式、内容も大きく

変わりました。  

形式は A3・2 ツ折り白黒４ページ   （No1～No7）  

    A4 一枚ペラ挿入白黒６ページ  （No8～No40）  

    A3・２ツ折りカラー８ページ  （No41～No78）  

    A4・１枚表裏カラー２ページ  （No79～ ） と変わっていきま

した。 

  

内容は時々の旬の話題や活動が表紙を飾ってきました。初期のころはボラン

ティア活動の成果シリーズ、公園を歩こうシリーズ♪、ボランティア活動紹

介シリーズがありました。 活動カレンダーやリレートークは現在も続いてい

ます。特にリレートークはボランティアの動機や人柄がわかる今でも人気の

コーナーです。 

 

特筆事項として  

1)平成２３年３月１１日に東日本大震災が発生し数ヶ月間の活動自粛があり

ました。本来なら４月に発行する第２５号は延期となり、４か月後の発行と

なりました。  

2)平成３０年第６６号から公園ＨＰ上で民家だよりの閲覧が可能となりまし

た。  

3)令和２年冬よりコロナウイルス蔓延につき活動自粛となり、田植えができ

ず稲のない岸田んぼが一年間ありました。 

 

 「民家だより」は事務局からの連絡や公園情報の共有、またボランティア

同士の交流の場となっています。そしてまだ公園を知らない多く人たちに向

けて公園ホームページによって外にも発信しています。「民家だより」にはボ

ランティア活動の歴史が詰まっています。各号がおのおの公園の履歴であり

公園の顔です。これからも皆に喜ばれ、次号の発行が待ち望まれる情報誌に

していきましょう。 

民家だより 創刊号 

「民家だよりについて」 

 

 「民家だより」の歴史や出来事を紹介します。今から１６年前の平成

１８年４月に西武・狭山丘陵パートナーズが野山北・六道山公園の指定

管理者になり､翌年の平成１９年４月に「民家だより」創刊号が発行され

ました。 

創刊号の冒頭の書き出しは    

『「民家だより」って・・・？  

 ボランティアの活動はもちろん、民家でのできごとや自然の様子、地

元のことなど、里山民家周辺のあれこれを、隔月で皆さんにお伝えする

通信です。誰もがくつろいでおしゃべりできるような、そんな通信にし

ていきたいと思っています。ぜひみなさんもたくさんの情報をお寄せ下

さい。』 

となっています。  



 

 

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 
 

◆みかんの収穫作業  

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 
 

◆すす払い 10:00～14:00 
■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

●正月飾りづくりイベント  

10:00～15:00 

■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  

 

◆みんなの里山まつり！  

9:00～15:30 

(開催時間は、 

10:00～14:30 です) 

■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 
  「シダさがし」 

10:00～12:00 

◆雑木林 MTG② 10:00～12:00 
(三ツ木地区会館) 

■畑 10:00～12:00 
■生き物倶楽部 

「土壌小動物観察会」※1  

13:00～16:00  

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆みんなの里山まつり！前日準備  

10:00～15:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

◆門松づくり 
10:00～14:00 

◆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 
 

 
年末年始休み 

◆：参加連絡が必要  ■：当日受付 
          ●：一般イベント 

 

※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。 
 

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 月末まで参加者募集中 



 
◆：参加連絡が必要  ■：当日受付 

          ●：一般イベント 
 

■雑木林 10:00～15:00 
 

■安全祈願 9:30～10:00 
■雑木林 10:00～15:00 
■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 

 

◆伝統食つたえたい♪ 
「まゆ玉飾り作り」  
10:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 

■生き物倶楽部「自然観察会」 
13:00～16:00 ※集合：IC 前 

 

◆雑木林「年間計画①」 
 10:00～12:00 
(三ツ木地区会館) 

 

◆岸田んぼ学びたい！ 
「定例会(第 5 回)」 
9:00～10:00 

◆田んぼ MTG 10:00～11:30 
■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～16:00 

 

■花の名しりたい 
  「冬芽さがし」 

10:00～12:00 

◆お茶隊「茶園整備」 
10:00～13:00 

◆さとやま湿地整備 

13:00～15:00 ※2 

 

●ノルディック・ウォーキング 

体験会！  10:00～12:15 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
■生き物倶楽部「冬芽観察会」※1 

13:00～16:00  

◆ボランティア MTG③ 

 10:00～12:00 (三ツ木地区会館) 

◆ナラ枯れ現地視察会  
13:00～14:30 ※集合：里山民家 

■畑 10:00～12:00 

●里山 slow×life 

「まめ皿づくり」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。 

 

■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 

 

 

 
年末年始休み 

年末年始休み 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～16:00 

 

公園 HP・イベント情報にて 

12 月中に参加者募集開始！ 

公園 HP・イベント情報にて 

12 月中に参加者募集開始！ 



 

 
◆：参加連絡が必要  ■：当日受付 
●：一般イベント  ▲：その他 
 

◆お茶隊「茶園整備」 
10:00～13:00 

■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 
 

■雑木林 10:00～15:00 
 

■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 

 

■雑木林 10:00～15:00 
 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～16:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

◆お茶隊「茶園整備」 
10:00～13:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 
 9:30～16:00 

▲ボランティア説明会② 

 13:00～16:00  

※1 月中にご案内送付予定 

■花の名しりたい 
  「ロゼットさがし」 

10:00～12:00 

◆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「地衣類観察会」※1 

13:00～16:00  

■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。 

 

■雑木林 10:00～15:00 

▲ボランティア説明会① 

 13:00～16:00   

 ※1 月中にご案内送付予定 

 

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 

 

◆お茶隊「手揉み茶」 
9:30～16:00 

◆雑木林「年間計画②」 
 10:00～12:00 
(三ツ木地区会館) 

■畑 10:00～12:00 

■生き物倶楽部「生き物発表会」 
13:00～16:00 (場所：里山民家) 

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。 
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