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事務局より
　こんにちは！日増しに暖かくなってきましたね。次年度のオリエンテーションも
もうすぐです♪今回の民家だよりでは、活動報告、10年感謝状受賞者発表、
リレートーク、事務局からのご連絡などを掲載しています。どうぞご覧ください♪

進士 壽威 様
進士 由紀子 様
進士 智弘 様
進士 仁美 様

根本 健作 様
村上 正太 様
村上 彩子 様
村上 月野 様
村上 音葉 様
村上 風里 様

新井 誠 様
池田 恭子 様
今村 知夏 様
今村 めぐみ 様
尾崎 知子 様
金泉 昌夫 様
山田 美之 様

　この度、17名の方が10年継続登録となりました。長い間、野山北・六道山公園ボ
ランティアとして尽力してくださった皆さん、ありがとうございます!!
これからも引き続き、サポートいただけますようよろしくお願いします！

10年感謝状 受賞者発表！

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！

3年ぶりの開催。宮野入の5年間の野草
調査の結果、狭山丘陵のランについて、
湿地整備記録、DX(デジタル化)のすす
め、など盛りだくさんの内容でした！

これまでの活動を振り返り、気づきや課
題をみんなで共有し、次年度の活動予定
に盛り込みました。これからも楽しく活動
していきましょう！

林縁の落ち葉かきなどの整備作業を行
いました。丁寧な作業のおかげで、林縁
がスッキリして、道幅も広くなりました。

茶園の笹刈りを実施しました。刈込バサミ
での整備は大変ですが、コツコツ作業を
進めることで、美味しい茶葉が育ちます。

民家のエコスタックを修繕していただき
ました。いつも細かな手入れの作業を進
めていただき、ありがとうございます！

2/11(土)生き物倶楽部「生き物発表会」2/11(土)雑木林「年間計画MTG」

2/5(日)・2/12(日)草とりたい！2/4(土)・3/4(日)お茶隊「茶園整備」2/4(土)民家周りの手入れ
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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

2/10(金)
里山民家に

雪が積もりました

おまけ＊宮野入ニュース♪
カレンダーの最後ページ、PR隊のコラム掲載がしばらく
お休みになります。そこで、ボランティア活動の紹介や、参
加者募集など各活動のＰＲを載せられたら、と考えてい
ます。ぜひ記事を掲載したい！という活動がありましたら、
事務局までご相談ください。よろしくお願いします♪

＊お願い＊
・原稿、写真はご自身でご準備ください。
・掲載時期の希望には沿えないこともあります。

カレンダーに活動PRを載せませんか？

←ここに
　掲載します♪

今年度最後のミーティングでは、春
祭り、サポーター基金の活用につい
て、などを話し合いました。詳しくは
同封の「ボランティアミーティング報
告」をご覧ください。
　

　

また、4/30(日)の春祭りの企画アイデア＆運営メン
バーも募集中です！こちらは、参加連絡用紙をご覧くだ
さい。
ボランティアミーティングでは、普段参加していない活動
の様子や、いろんな方に会えるチャンスです。ぜひご参
加くださいね♪

�/�(日)第�回ボランティアMTG
28名の方にご参加いただきました。
その日に活動されていたボランティ
アのみなさんにも話を聞くことがで
き、活動イメージがよりふくらんだよ
うでした。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！
参加者からの声
・現地で実際に活動しているボランティアの方の話を聞
 けたのがとても良かったです。
・コロナ禍をきっかけに、地元狭山丘陵に目が向くようにな
 りました。もともと雑木林が大好きなので、守り伝える活動
 をしたいと思いました。

�/��(水)・��(日)新規登録ボランティア説明会

　こんにちは、ボランティア1年目の沖田です。
主に生き物クラブの植生調査や湿地整備、
田んぼの活動を週末に楽しんでいます。
狭山丘陵を以前から時々散策していましたが、
里山ボランティアの存在はつい最近に知りまし
た。週末の気分転換でも…と参加しましたが、
予想以上に楽しく、すっかり沼にはまっています。
特に植生調査や湿地整備では、年間を通じて同
じコースをめぐるため、季節ごとに変わっていく
草木の表情や、草木を起点にした虫や鳥や人と
のつながりを見ることができます。また、一緒に
活動する方々の多様性も楽しさのスパイスです。
幅広い世代と専門性を持つ仲間と一緒に活動
することで、普段とは違う刺激を得られています。
あらためて里山ライフの多様性や豊かさを体感
しつつ、ボランティア活動を楽しんでいます。

沖田 直幸さん 
おきた　  なおゆき

第94回リレートーク前回の清水さんから、
生き物倶楽部などに
参加している
　沖田さんに
　　バトンをパス！

前回の清水さんから、
生き物倶楽部などに
参加している
　沖田さんに
　　バトンをパス！



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような公園にしていくか平成７年に狭山丘陵に関わる自然保護団
体を中心に「野山北・六道山公園を考える会」が設置され、地元の人も含
め多くの会合を持ち検討されました。平成 8 年に東京都から予算が計上
され向こう 10年に及ぶ公園整備が始まりました。またこの時里山体験エ
リアや施設の必要性が明らかになりました。都はあくまでハードの整備の
みで、ソフトに当たる公園運営については地域や民間に任せました。翌年
に上記の考える会は、『里山体験施設は古民家の移築か復元、または新築
で復元する。そこを谷戸景観復活の拠点に位置づける』との見解をまとめ
都に提出し、その計画は承認されました。平成 10 年に宮野入の産業廃棄
物撤去が始まり、翌年に岸田んぼ会による田植えが始まり谷戸の風景が戻
ってきました。古民家は宮野入の中央配置案、東側配置案、南側配置案の
３案が出され、一部修正して現在の南側配置に決まりました。古民家は東
大和市の旧家・宮鍋家住宅の解体図面を元に忠実に再現されました。江戸
時代の茅葺き、食い違い四間型古民家です。整備は作業小屋と納屋から始
まり、里山民家は区切りの良い西暦 2000年（平 12）に完成しました。  

 
里山民家の完成にあたっては懇談会が幾度となく持たれました。その基

本的な考え方は『野山北・六道山公園は広大な雑木林と複雑に入り組んだ
多くの谷戸を有している。この貴重な自然環境と豊かな里山風景を後世に
残し、また自然と人との関わりの中で培われてきた里山文化を継承してい
くことが、野山北・六道山公園の管理運営の基本理念である』としていま
す。 

 
現在里山民家は公園の中核施設として来園者を温かく迎え、またボラン

ティア活動の拠点となっています。地元との関係も良好で交流が深まって
います。野山北・六道山公園は里山民家が出来てから大きく飛躍しました。
都立公園の管理運営に於いては毎年連続して最高評価を得ています。今年
は新しい管理棟の新築工事が始まり秋には完成する予定です。まず私たち
ボランティアが活動を楽しみましょう。ここは『緑と人、人と人、歴史と
文化が繋がる』公園です。 

 野山北・六道山公園は 260ha の広さを有する都立最大の都市公
園です｡昭和 48 年に都立公園にする都市計画が決定し、実際に用地
取得が進行したのは昭和 62 年からで翌昭和 63 年に野山北公園が
開園しました。平成 2年に六道山公園の整備が終わり現在の野山北・
六道山公園となりました。 

2013（平 25）屋根の葺き替え 

参考文献 

「狭山丘陵を未来へ」  武蔵村山自然に学ぶ会発行  

「里山民家 15 年のあゆみ資料集」 里山ＰＲ隊作成 

里山民家が出来るまで 

 



 

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。 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 

◆お茶隊「手揉み茶作り」 

  9:30～16:00 

◆藍「種まきと OT」9:30～12:00 

■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 ログハウス前 

 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■生き物倶楽部「ビオトープ湿地整備」 

10:00～16:00 

■草とりたい！「湿地整備」 

10:00～15:00 

◆わら細工「OT①」10:00～12:00 

◆さとやまガーデン 

「OT、花だんのデザイン作り①」 

10:00～12:00 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「定例会①」9:00～10:00 

◆田んぼ MTG、荒起こし準備 

 10:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

◆春祭り MTG 13:00～14:30 

■生き物倶楽部「野草調査」 

 9:00～15:30 

◆さとやまガーデン 

「花だんの手入れ、 

花だんのデザイン作り②」 

10:00～12:00 

◆春の安全管理講習① 
  9:30～15:30 

■畑 10:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

◆田んぼ「荒起こし①」 

9:00～16:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 

 9:00～15:30 

◆わら細工「OT②」10:00～12:00 

 

 

■花の名しりたい 
  「春の野草観察」 

10:00～12:00 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「学習田んぼ 荒起こし予備」 

10:00～15:00 

■さとやま湿地調査 10:00～12:00 

■さとやま湿地整備 13:00～15:00 

 

◆竹林整備 10:00～13:00 

■畑 10:00～12:00 

■生き物倶楽部 

「水棲小動物観察会」 

13:00～16:00  

■雑木林 10:00～15:00 

 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「学習田んぼ 荒起こし」 

10:00～15:00 

◆お茶隊「MTG（時期が合えば桜茶作り）」 

13:00～16:00 

■畑 10:00～12:00 

◆春の安全管理講習② 

  9:30～15:30 

◆春祭り準備 10:00～14:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

   

◆春祭り 

9:00～15:30 

(お祭り開催時間は 

10:00～14:30) 

◆荒起こし② 10:00～16:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

湿地での活動です。参加する方は、 

長靴と軍手があると便利です。 

●4/12(水)、15(土)：「春の安全管理講習」 

刃物を扱う活動に参加をご希望される方は参加ください♪ 

※詳細は参加連絡用紙をご確認ください。 

 

 



  

 
 

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 

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。 

◆：参加連絡が必要 
■：当日受付 
●：一般イベント 
▲：その他 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 

◆お茶隊 

「お茶摘み、蒸し」 

 10:00～16:00 

◆お茶隊「お茶摘み、蒸し」 

 10:00～16:00 

◆伝統食つたえたい♪「柏餅作り」 

9:30～12:30 

■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ログハウス前 

◆お茶隊「お茶摘み、蒸し」 
 10:00～16:00 
◆田んぼ「種まき」9:30～13:00 
◆田んぼ「代かき・田植え MTG」 
 14:00～15:30 
◆岸田んぼ学びたい！ 
「学習田んぼ種まき、定例会②」 

13:00～14:00 
■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 

◆田んぼ「代かき②」 

9:00～16:00 

■さとやま湿地調査 10:00～12:00 

■さとやま湿地整備 13:00～15:00 

 

▲わら細工「研究会①」 

10:00～15:00 

■生き物倶楽部「ビオトープ湿地整備」 

10:00～16:00  

■草取りたい！「湿地整備」 

10:00～15:00 

●◆お茶隊イベント 

「里山民家ちょこボラ！～茶摘み～」 

9:00～16:00 

 
◆さとやまガーデン 

「花だんの手入れ」10:00～12:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:00～15:30  

●◆お茶隊イベント 

「お茶摘み、手もみ茶作り」 

 イベントサポート：8:45～17:00 

お茶摘みサポート：8:45～15:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 

■花の名しりたい 
  「春の木々観察、 

名札つけ」 

10:00～12:00 

◆田んぼ「代かき①」 

9:00～16:00 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「学習田んぼ代かき②」 

15:00～16:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 

■生き物倶楽部「スゲ観察会」 

13:00～16:00  

参加する方は、長靴と 

軍手があると便利です。 

◆お茶隊 

「お茶摘み、蒸し」 

 10:00～16:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 
 

◆植生管理 MTG① 

13:00～15:00 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「学習田代かき①」10:00～15:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

 

◆お茶隊「簡単茶作り」 
 10:00～16:00 
▲わら細工「研究会②」 

10:00～15:00 
◆さとやまガーデン 
「冬・春の花の引き抜き、土づくり」 
 10:00～12:00 
■生き物倶楽部「野草調査」 

9:00～15:30  
 



 

  

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」 

 10:00～16:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

◆田んぼ「田植え前日準備」 

 10:00～12:30 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「学習田んぼ田植え」13:30～16:00 

■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 ログハウス前 

■畑 10:00～12:00 

◆夏の安全管理講習① 

 9:30～15:30  

 ＊次回の民家だより発行時に 

参加連絡を取ります。 

◆お茶隊「紅茶作り」 

10:00～16:00 

▲わら細工「研究会④」 
10:00～15:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 
9:00～15:30  

◆畑「ジャガイモ掘り①」 
10:00～12:00 

◆お茶隊「紅茶作り」10:00～16:00 

●◆田んぼ「田植え①」 
 9:00～16:00 ※イベントと同時開催！ 
■生き物倶楽部 
「ビオトープ湿地整備」 

10:00～16:00  
■草取りたい！「湿地整備」 

10:00～15:00 

■生き物倶楽部「野草調査」 

9:00～15:30  

◆さとやまガーデン 

「夏・秋に咲く花の苗の植え付け」 

10:00～12:00 

◆お茶隊「手揉み茶作り」9:30～16:00 

▲わら細工「研究会③」10:00～15:00 

◆岸田んぼ学びたい！ 

「学習田んぼ田植え予備」10:00～15:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■畑 10:00～12:00 
◆夏の安全管理講習② 
 9:30～15:30  
 ＊次回の民家だより 
発行時に参加連絡を 
取ります。 

 
 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 
 

■花の名しりたい 
「梅雨時の木々観察、
名札つけ」 

10:00～12:00 

■畑 10:00～12:00 

■雑木林 10:00～15:00 

■生き物倶楽部「昆虫観察会」 

13:00～16:00  

◆お茶隊「茶園整備」13:00～15:00 

◆畑「ジャガイモ掘り②」 

10:00～12:00 

■さとやま湿地調査

10:00～12:00 

■さとやま湿地整備 

13:00～15:00 

 

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 
●：一般イベント 
▲：その他 

◆田んぼ「田植え③」 

 9:00～16:00 

■畑 10:00～12:00 
■雑木林 10:00～15:00 

◆ボランティア MTG② 

 10:00～12:00 

＊次回の民家だより発行時に 

参加連絡を取ります。 

◆岸田んぼ学びたい！「定例会③」 

13:00～15:00 

ジャガイモ掘りは雨天中止です。 

7/1(土)と 7/9(日)に予備日を設ける予定です。 
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