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発 行；西武・
西武・狭山丘陵パートナーズ
狭山丘陵パートナーズ
オフィシャルホームページも
オフィシャルホームページも見てね！
てね！
http://www.
http://www.sayamaparks.
w.sayamaparks.com
sayamaparks.com

この「狭山丘陵の都立公園 きてみて！にゅーす」は、野山北
野山北・
野山北・六道山公園、
六道山公園、狭山公園、
狭山公園、八国山緑地、
八国山緑地、東大和公園の
東大和公園 4 つの都立公園を中心に、季節の
お知らせやイベント情報をお伝えするニュースです。皆さんぜひ、足を運んで下さいね！

宝物がいっぱい
宝物がいっぱい！
がいっぱい！秋の里山を
里山を味わおう！
わおう！
あついあつい夏が過ぎ、朝晩が涼しくなってくると、草木
の色が変わり、里山が色づいてきます。田んぼでは、稲穂が
出始めました。多くの方が汗をかきながら草取りを行ってく
ださったおかげで稲が大きく成長しました。黄金に輝く稲穂
を皆さんと味わう日が楽しみです。田んぼ体験ではこれから
案山子（かかし）づくり・稲刈り・収穫祭を開催します。ぜ
ひ、お米作りの醍醐味を感じに来てください。
秋の里山の自然も見どころが満載です！かわいい木の実や
キノコなどの自然の恵みを探しに行ったり、自然の BGM－
虫の鳴き声を聞いたりとじっくり秋の自然を味わうのもいい
ですね。この秋は大人気のガイドウォークに参加してレンジ
武蔵村山高校・瑞穂農芸高校の皆さんも草取りを
がんばってくれました

ャーと一緒に自然の宝物を見つけに来ませんか。

秋の公園で
公園で極めよう！
よう！
秋の公園には自然を知り、学ぶきっかけがたくさんあります。公園で自然に対するワクワクを深めてみませんか。

公園で
公園で行われている講座
われている講座に
講座に参加してみよう
参加してみよう！
してみよう！

小さい秋
さい秋をたくさん見
をたくさん見つけよう

野山北・六道山公園で開催中の講座についてご紹介しま
す。
「里山アカデミー講座」では、森林生態学の先生による
わかりやすい里山林の講義が参加者に好評を得ています。
「里山スローライフ講座」では「東京発スローライフ」の
著者長野修平氏が自然の素材と参加者の個性を活かしたも
のづくりをレクチャーし、人気を集めています。
9 月からは新たに野山
北・六道山公園で雑木林マイ
スター講座、狭山公園で公園
ガーデナー講座が開催され
ます。皆さんも興味がある講
座に参加して、公園でスキル
アップをしてみませんか。

公園では色づく木の実や、涼やかな虫
の音をさまざまな場所で見つけることが
できます。皆さんはいくつ秋の自然に出
会うことができるでしょうか。
ヤブムラサキ
きれいな紫色の実がなります

カンタン
写真/里山スローライフ講座の様子
問合せ
問合せ：野山北・
野山北・六道山公園管理所 042042-531531-2325 狭山公園管理所 042042-393393-0154

９～１１月
１１月のイベントカレンダー
イベント情報をお知らせします！詳しい内容については、各主催者までご連絡下さい。
イベント名

日時

集合場所／参加費

野山北・
野山北・六道山公園 （野山北・
野山北・六道山公園管理所；
六道山公園管理所；武蔵村山市三ツ
武蔵村山市三ツ木 4-2

主催者／問合せ

Tel：
Tel：042042-531531-2325）
2325）

ガイドウォーク：
ガイドウォーク パークレンジャーによる自然観察

里山民家前

野山北・六道

ガイドウォークは、週末を中心に行っております。日程などのお問い合わせは管理所まで。

／参加費無料

山公園管理所

里山スローライフ
里山スローライフ講座
スローライフ講座：
講座

里山民家前

<対象>小学生高学年～大人

自然とともに、ゆったり過ごそう。思いつくままに創ってみよう。講師は長野修平氏。

／参加費各回

竹の皮（トウモロコシの皮）のポシェットづくり

9/18(月･祝)

10：00-14：00

500 円

竹の花器、のだて

10/15(日)

10：00-14：00

蔓でかご編み

11/12(日)

10：00-14：00

田んぼ体験
んぼ体験：
体験 東京の里山で田んぼ体験をしてみよう！

里山民家前

案山子（かかし）づくり

9/2(土)

10：00-15：00

稲刈り

10/7(土)

10：00-15：00

収穫祭

11/25(土)

10：00-15：00

／参加費：収穫
祭のみ要実費。
その他は無料

里山アカデミー
里山アカデミー講座
アカデミー講座：
講座 森の見方が変わる！里山林についてもっと深く学びませんか。

武蔵村山市総合

里山林の大気環境

9/10(日)

13：30-16：30

体育館 2 階会議

里山林の渓流水

9/30(土)

13：30-16：30

里山広葉樹の生存・繁殖特性

10/9(月･祝)

13：30-16：30

大自然塾「
大自然塾「雑木林マイスター
雑木林マイスター講座
マイスター講座」
講座」：<対象>高校生以上

室／各回 1,000
円
里山民家前
／500 円

ボランティア活動に必要な雑木林を保全するた

9/24( 日 ) 、 10/1( 日 ) ･ 22 日

めの基本的な知識・技術を学びます。季節の移り

(日)、11/26(日)、12/3(日)

（１日/人×100
円×5 日）

変わりを雑木林の手入れをしながら体感してみ

延べ 5 日間

ませんか。

いずれも 10：00-15：30

里山秋祭り
里山秋祭 り：秋の里山の実りを感じにいらっ

10/21(土)

10：00-15：00

里山民家前
／一部要実費

しゃいませんか。

狭山公園 （狭山公園管理所；
狭山公園管理所；東村山市多摩湖町 3-1717-19

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）

ガイドウォーク：
ガイドウォーク パークレンジャーによる自然観察

狭山公園管理所

狭山公園管理

ガイドウォークは、週末を中心に行っております。日程などのお問い合わせは管理所まで。

前／参加費無料

所

親子自然あそび
： <対象>乳幼児と親
親子自然あそびプログラム
あそびプログラム「
プログラム「妖精たちの
妖精たちの羽
たちの羽を広げて」
げて」

狭山公園管理所

ちいちゃい子どもたちと一緒に、体と心いっぱいに自

9/23(土･祝)

10：00-12：00

然を楽しみましょう！講師は峯岸由美子氏。

10/28(土)

10：00-12：00

11/12(日)

10：00-12：00

公園ガーデナー
公園ガーデナー養成
ガーデナー養成講座
養成講座：
講座 <対象>公園での花壇作りに興味を持っている方、実践している方
公園花壇作りの基礎を学びます。講義の後に、狭

9/17(日)初回 9：30-12：30、

山公園内で花壇作りを実践します。全 6 回の連続

10/15(日)･29(日)、11/5(日)、

講座。
（初回以降の時間は受講者に通知します）

12/2(土)、19 年 1/14(日)

前／参加費各回
大人 300 円、乳
幼児無料
狭山公園管理所
前又は多摩湖ふ
れあいセンター
／参加費 5,000
円

申込方法
：参加希望の方は当日、集合場所へ直接お越し下さい。

：参加希望の方は申込
申込が
FAX またはホームページ
ホームページにてお申込下さい。
申込が必要です。FAX
必要
ホームページ

2.参加者全員の氏名（ふりがな）
、年齢 3.住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）
【ＦＡＸから…】1.希望イベント名、公園名
1.
2.
3.
上記 1～3 を明記の上、イベントを申込む公園の管理所あてにお申込ください。

野山北・
野山北・六道山公園管理所 FAX 042042-531531-2503 狭山公園管理所 FAX 042042-397397-9467
【ホームページから…】イベント情報ページから申込希望イベントの詳細ページをご覧になり、申込フォームからお申込下さい。
ホームページアドレス
http://www.sayamaparks.com/event/
※
※

詳しいアクセス方法は、管理所までお問い合せ頂くか、ホームページ（http://www.sayamaparks.com）をご覧下さい。
応募多数の場合は、抽選となります。 ※ お預かりした個人情報はお客様との連絡のみに使用させていただきます。

狭山丘陵の都立公園（野山北・六道山公園／狭山公園／八国山緑地／東大和公園）で、自然観察などのイベントを開催されるボランティア団体等の方は、
各公園の管理所までお問合せ下さい（東大和公園、八国山緑地は狭山公園管理所へ）。上記のイベントカレンダーや、狭山丘陵の都立公園オフィシャルホ
ームページにてご紹介します（都合によりすべての情報を掲載できないこともあります。ご了承ください）。
このニュースは再生紙を使用しています

