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　こんにちは！ 新年を迎えてあっという間に1か月が過ぎましたが、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。2月以降の活動予定は、同封のカレ
ンダーをご覧ください。

12・1月 ボランティア活動報告　　
12/11(日)みんなの里山まつり！　　

ボランティアの皆さんと収穫祭に代わるイベント「みんなの里山まつり！」を開催♪里山らしいコーナーが盛沢山！
お子さんから大人まで、冬の里山でゆっくり楽しんでもらうことができました。「岸重松保存会」によるお囃子の演奏
や、キッチンカーの出店もありました。みんなで作った赤いのぼり旗がお祭りの雰囲気にぴったりでしたね～！

冬晴れの下、大人も子どもも楽しみながら
みかんを収穫しました。みかんは里山まつり
のお土産コーナーに出して、来園者に大変
喜ばれました♪

母屋の天井から、たくさんのすすが出てき
ました。子どもたちが雑巾がけも行い、民家
がピカピカになりました。納屋や蔵のお掃
除も進めて、気持ちよく新年を迎えることが
できました♪

12/3(土)みかんの収穫作業

雑木林の神明入で安全祈願を行いました。
みんなで「とぶさ」を立て、お酒やお米を供
え、雑木林アドバイザーの松井先生に書い
ていただいた祝詞が読みあげられました。
今年も1年、安全に活動できますように！

1/8(日)安全祈願

12/17(土)すす払い

9～12月にかけての活動報告を行いました。
その他にも各活動の課題などを話し合いま
した。参加していない活動のことを知ること
ができる機会なので、みなさんもぜひミーテ
ィングにご参加ください♪

1/14(土)ボランティアMTG③

経験者に技術を教えてもらいながら、協力
して作りました！松も竹も稲わらも公園産で
す！民家の雰囲気に良く合っていました。年
神様を迎える準備がバッチリできました♪

12/25(日)門松づくり

今年度の田んぼの活動の振り返りと、来年
度に向けたMTGを行いました！今年はお米
の収量が多く、豊作でした♪

1/15(日)田んぼMTG

ジョウビタキ(メス)▶
撮影：レンジャー部
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次年度より通常通りの新規ボランティア登録を行います。
現在、説明会の参加者を大募集中です！
みなさんのお知り合いやお友達に活動に興味のある方
がいらっしゃいましたら、ぜひお誘いください♪ 詳細は
同封の新規ボランティア説明会チラシをご覧ください。
※次年度より里山サポーター制度は無くなります。

新規ボランティア大募集中！

　次年度も一緒に里山を盛り上げていきましょう♪
　みなさん、ぜひ継続登録をお願いします！

＜登録スケジュール＞
◆2月半ばまで / ご案内を郵送
　登録ご希望の方は、webもしくは登録用紙をFAX、
　直接お渡し、などで登録申し込み。

◆３月 / 登録オリエンテーション
　①3/12(日)　②3/18(土)　③3/23(木)
　※1/14のボランティアＭＴＧで3/15(水)とお伝え
　　しましたが、3/23(木)に変更になりました。
　・登録者は参加必須 、いずれか1日に参加。
　・現地とオンラインで実施予定。

◆４月 / ボランティア活動開始！

令和�年度 継続ボランティア登録

清水 マサさん 

第93回リレートーク
しみず

前回の本嶋さんから、
畑や花の名知りたい！
の活動に参加している
　清水さんに
　　バトンをパス！

前回の本嶋さんから、
畑や花の名知りたい！
の活動に参加している
　清水さんに
　　バトンをパス！

畑ボランティアの清水です。
自然に学ぶ会でカタクリの沢等で
カタクリ、ウバユリ、サラシナショウマ、
イチリンソウ等の保全活動をしています。
狭山丘陵を散策し里山民家に寄った時、ボラン
ティア活動に興味を持ちました。知人に誘われ
2020年4月より参加しています。新型コロナの為、
夏の暑い中マスク着用しながら しかも作業日数
も制限され、草は伸び放題でとても大変でした。
それでも種を蒔き、芽が出て来た時の感動、
無農薬の為、大きさがバラバラでも育った野菜を
サポーター基金に出せた事は嬉しさを感じまし
た。収穫祭では大根、里芋掘りが大好評でした。
農家の生まれなのに畑のことは何も知らない私
に、先輩方からいろいろ教えて頂きながら、毎回
の活動を楽しんでいます。

16名の方にご参加いただき、ナラ枯れ
の伐採が進んだ神明入を視察。
これまでの伐採作業、今後の作業計画
とその課題をスタッフが説明してから、
現地を見て意見を交わしました。
視察での意見
・チップの置き場はかつてのエコスタックの場所だと良い。
・伐採後は環境が大きく変わるので、1年ほどは様子を見る。
・伐採作業の道とは別に、楽しめる散策路を考えよう。

1/14(土)「ナラ枯れ現地視察会」開催報告

わら細工教室のボランティアのみな
さんが、講師とサポートを行い、「正
月飾りづくり」を行いました！参加者
は12名で、ボランティアみなさんの
丁寧なサポートのおかげで、大満足
の仕上がりに♪
参加者からの声
・自分で作れたことに感動し、昔の人の知恵も感じました。
・コロナを吹き飛ばす福をもらいました。

12/18(日)「正月飾りづくり」イベント報告
講師にクラフト作家の長野修平さんを
お招きし、ヤナギの木を使って「まめ皿」
を作成しました。和気あいあいとした雰
囲気の中、一人一人がこだわり抜いた
素敵なまめ皿が完成しました！
参加者からの声
・オノの使い方が難しかったけれど、自分で作ったものが 　   
　形になっていくのが、とてもわくわくして、楽しかったです。
・習うばかりでなく「やってみる」が多く、楽しめました。

1/21(土)「里山×slowlifeまめ皿づくり」



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

公園内にある小字名について 

 

岸地区小字名 

＜岸地区小字名/参考文献＞ 

・武蔵村山市立歴史民俗資料館「絵図と写真で見る武蔵村山」 

・岸自治会資料(昭和 40 年)「武蔵村山の小字名」 

 公園内には池田、丸山、神明入などの通称名があり、普段我々は何
も意識せずに使っています。大字名が岸という地域共同体を表すのに
対して、小字名はさらに細分化した田畑や山林、用水や土地の特長あ
る地形など特定の場所を表し、昔からその土地に住む人たちにわかる
通称名となっています。しかし今は地域の合併などによりその存在は
薄れ無くなりつつあります。 

さて里山民家のある谷戸を地元の人は、昔は「西谷戸」と呼んでいまし
た。岸の西にある谷戸で岸の人から見た呼び名です。小字名として「西谷
戸」という地名があり、その範囲は今の里山民家前の里山湿地から下たん
ぼ手前までと今の駐車場を含む神明池までの範囲です。下田んぼから奥は
瑞穂町殿ヶ谷の持ち分で、わずかに岸のそれが入り組んでいました。「宮
野入」は殿ヶ谷から見た呼び名です。それは殿ヶ谷には延喜式の社格の高
い阿豆佐味天神社があり、お宮のある谷戸として「宮野入」と呼ばれてい
ました。その奥は田んぼの水源で「池田」と呼ばれ江戸時代は入会地でし
た。いまは機能していませんが池田には堰があります。昔は池田の奥には
これでも田んぼと疑うほどに見事な小さな田んぼが何枚もありました。丸
山は見ての通り尾根が丸く突き出た峰です。昔は赤松の林だったそうで
す。いま松の小木が雑木林ボランティアの手により立派に育っていること
は嬉しい限りです。  
 
  
 
また私たちはこの谷戸にある田んぼを「岸田んぼ」と呼んでいますが、

地元では昔は「山の田んぼ」と呼んでいました。東京都は公園にする際に
「岸田んぼ」という名前で呼んでいて、「山のたんぼ」は産業廃棄物捨て
場となり米を作らない時代を経て、再開されてから「岸たんぼ」の呼び名
が定着しました。岸に住む古老は今でもこの田んぼを「山のたんぼ」と呼
んでいます。「西谷戸」も小字名で呼ぶ人はいなくなり消えてしまいまし
た。小字名や通称名はその土地で暮らす人々の生活の中から生まれ、伝え
られてきたものです。地名は人間の都合で消えたりまた新しく出来たりも
します。しかし昔からある地域固有の呼び名は大切に残して行きたいです
ね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
◆：参加連絡が必要  ■：当日受付 
▲：その他 
 

◆お茶隊「茶園整備」 
10:00～13:00 ※受付終了済 

■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 

▲新規登録ボランティア説明会② 

 13:00～16:00  

※チラシ同封 

■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 

10:00～12:00 ※2 
◆さとやま湿地 MTG 

13:00～14:00 

■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 

▲新規登録ボランティア説明会① 

 13:00～16:00   

 ※チラシ同封 

 

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「手揉み茶作り」 
9:30～16:00 

◆雑木林「年間計画 MTG②」 
 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。 

2/15(水)、2/19(日)の新規登録ボランティア説明会は、初めて登録を考えている方、 
もしくはボランティア登録を 3 年以上お休みしていた方向けです。 
今年度(令和 4 年度)ボランティア登録をされている皆さんは出席する必要はありません。 
皆さまのお知り合いやお友達に、ボランティア活動に興味のある方がいらっしゃいましたら、 
ぜひ新規ボランティア説明会をご紹介いただければ嬉しいです！！ （※詳細は同封のチラシ参照） 



 

  

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 
 

◆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 

 

▲ボランティア OT② 

午後から開始予定 
※時間、詳細は後日送付の資料を確認 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆お茶隊「手揉み茶作り」 

9:30～16:00 

◆さとやまガーデン 

「花苗植え付け」10:00～12:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:30～16:00  

 

◆ボランティア MTG④ 

 10:00～12:00  

(三ツ木地区会館) 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「定例会(第 6 回)」 

13:00～14:00 

■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 OT① 

午後から開始予定 
※時間、詳細は後日送付の資料を確認 

■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 
  「早春の花さがし」 

10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
■畑 10:00～12:00 
■生き物倶楽部 

「早春の野草観察会」※1  

13:00～16:00  

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

◆伝統食つたえたい♪ 
「草もちづくり」先着 15 名  
9:30～15:00 

■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。 
 

 

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 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

◆伝統食つたえたい♪ 
「草もちづくり予備日」  
9:30～15:00 

 

▲ボランティア OT③ 

午後から開始予定 
※時間、詳細は後日送付の 

資料を確認 

 

3/15(水)から

3/23(木)に 

変更になりました。 

◆：参加連絡が必要  ■：当日受付 
▲：その他 
 

ボランティアオリエンテーション（3/12(日)、3/18(土)、3/23(木)）についての資料は、 

後日、別途送付いたします。来年度のボランティア登録を希望される方は必ずご出席ください。 
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