今も昔も多くの人
くの人に愛される里山
される里山
～八国山緑地～
八国山緑地～

のどかな尾根道を散歩

八国山緑地は、東京、埼玉の都県境に位置し、東西に細長く、なだ
らかな尾根を持つ約 34ha（平成 20 年 5 月現在）の公園です。狭山
丘陵の東端にあり、かつて山頂より八つの国が見渡せたことが名前の
由来とされ、古来様々な史実、伝説で彩られた場所でもあります。長
く里山として活用され、人々の生活を支え、地域の人が四季の自然を
楽しむ場所でもありました。
昭和 40 年代には宅地化の波がせまり、多くの市民や市民団体、東
村山市などが自然の保全を求めて公園化を働きかけ、その結果、南側
の斜面は都立公園に、その麓は東村山市立北山公園として守られまし
た。木もれ日が美しい尾根道には、散策の人がほほえみながら行き来
し、草地の斜面では子どもたちがころがって遊び、林の中で生きもの
を見つけては歓声をあげています。この里山の心和む風景は、今も昔
も多くの人に愛され、次世代へ受け継がれています。

～このコーナーでは連載で狭山丘陵の各都立公園の歴史を紹介していきます～

季節の
季節の移り変わりを満喫
わりを満喫しよう
満喫しよう
レンジャーに聞く、自然の楽しみ方

案山子を田んぼに立て、アカトンボたちが姿
を見せると、里山も秋を迎えます。畦に咲くヒ
ガンバナ、茎を紅色に染めたミゾソバ、イヌタデ
くさむら
など、草叢 も少しずつ色合いを変えていきま
す。鳥は夏鳥と冬鳥が交代します。ツバメが渡
っていき、ジョウビタキやツグミがシベリア方面
からやってきます。
秋は、冬に向けて生きものたちが動き出す季
節。自然の移り変わりに垣間見える、大きな流
れをぜひ感じてみてください。
（丹レンジャー）

実りの季節を迎えた里山
（野山北・六道山公園）

ちょっと小ぶりなアカトンボ、
マユタテアカネ

～紅葉情報～
紅葉情報～
狭山丘陵の都立公園では例年 11 月下旬～
月下旬～12 月上旬に雑木林の紅葉や黄葉が楽しめます。深まる秋の里山を散策しにぜひお越し下さい。
月上旬

9～11 月のイベントカレンダー
イベント名

日時

集合場所／参加費

主催者／問合せ

野山北・
Tel：
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
Tel：042042-531531-2325）
2325）
里山民家前
野山北・六道山公園
9/14・28、10/12・26、11/9・23
ガイドウォーク：
13：30-14：30

（第 2･4 日曜に開催）

パークレンジャーによる自然観察。

田んぼ体験
んぼ体験：いよいよ収穫の季節！里山の恵みを楽しみましょう。※申込方法は往復はがきのみ
稲刈り
稲刈り体験 強雨の場合、翌日順延

10/11(土)

10：00-15：00

収穫祭

12/7(日)

10：00-15：00

締切 9/19
締切 11/
11/21

／参加費無料

管理所

稲刈り;里山民家
裏広場、
収穫祭；里山民家前
／参加費：
稲刈り；100 円、
収穫祭；300 円、
小学生 100 円、
乳幼児無料

/西武・狭山丘陵

里山秋祭り
里山秋祭り：秋の里山の実りを感

10/18(土)～

10：00-15：00

里山民家前

じにいらっしゃいませんか。

10/19(日)

＊10/19(日)は展示のみ

／参加費無料

里山スローライフ
里山スローライフ講座
秋冬編「一生使える
一生使える暮
らしの道具づくり
スローライフ講座 秋冬編「
える暮らしの道具
道具づくり」
づくり」：

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。全 2 回の連続講座。

／参加費

蔓でかご編
でかご編み：蔓取りからかご編みま

11/15(土)、

10：00-15：30

1,800 円

で、じっくり素材と向き合います。

11/24(月・祝)

（2 回とも同じ時間）

締切 11/1
11/1

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 特別編「
特別編「ラスティック・
ラスティック・ファニチャー基礎編
ファニチャー基礎編～
基礎編～里山の
里山の木でベンチをつくろう
ベンチをつくろう」
をつくろう」：

里山民家前

<対象>大人

／参加費

講師は長野修平氏。全 3 回の連続講座。
11/1(土)

10：00-16：00、締切 10/
10/18

ウハウを、公園管理所の共有スペースに置く

11/2(日)

9：30-16：00、

ベンチをつくることを通して学びます。

11/3（月・祝） 9：30-16：00

イベント事務局
（野山北・六道山公
園管理所内）:
042-531-2325

里山民家前

<対象>小学生高学年～大人

ラスティック・ファニチャー(家具作り)のノ

パートナーズ

1,800 円

狭山公園 （狭山公園管理所；
Tel：
狭山公園管理所；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
狭山公園管理所
9/7・21、10/5・19、11/2・16
ガイドウォーク：

/西武・狭山丘陵
パートナーズ

せんか。講師は峯岸由美子氏。

狭山公園管理所
前／参加費
1 家族：資料代
300 円 と 参 加
人 数 × 300 円
＊子どもは無料
狭山公園管理所
前／参加費
大人 300 円
＊子どもは無料

里山の
里山の竹で離乳食スプーン
離乳食スプーンづくり
スプーンづくり：

狭山公園管理所

パークレンジャーによる自然観察。

13：30-14：30

狭山公園管理所

前／参加費無料

（第 1･3 日曜に開催）

親子自然あそび
親子自然あそびプログラム
あそびプログラム「妖精たちの羽を広げて」：<対象>0-2 歳児とその親
秋が深まってゆく自然の中を、子ども

9/27(土)、10/26(日)、11/22(土)

と一緒に楽しもう！全 3 回の連続講

10：00-12：00

締切 9/12

座。講師は丹星河氏。

親子自然あそび
親子自然あそびプログラム
あそびプログラム：<対象>3、4 歳児とその親
親子でいっしょにたっぷり遊んでみま

10/12(日)

<対象>大人（0-2 歳児のお子さんがいる方を優先します）
大切なお子さんへ、世界にたった一つ

10：00-12：00

締切 9/26
9/26

10：00-15：00

（野山北・六道山公
園管理所内）:
042-531-2325

前／参加費

講師は長野修平氏。

11/16(日)

イベント事務局

1,000 円

締切 10/31

の小さなスプーンをプレゼント。

東大和公園 （狭山公園管理所；
Tel：
狭山公園管理所；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
9/20、10/18、11/15
東大和市立郷土
東大和公園の
東大和公園の自然観察会：
自然観察会
（第 3 土曜に開催）

「東大和市環境を考える会」の定例観

9：30-13：00

察会。季節の花などを観察します。

東大和市環境を考

博物館前

える会/原:

／参加費無料

042-563-0997

申込方法
：当日、集合場所へ直接お越し下さい。

：事前に申込
申込が
往復はがき
ホームページにてお申込下さい。
申込が必要です。往復
必要
往復はがきまたはホームページ
はがき
ホームページ

【往復はがきから…】1.
1.希望イベント名、日にち
1.

2.参加者全員の氏名（ふりがな）
、年齢 3.住所、電話番号
4.「きてみて」を見て
2.
3.
4.

上記 1～4 を明記の上、下記までお申込ください。

都立野山北
武蔵村山市三ツ木 4-2）
都立野山北・
野山北・六道山公園管理所内 イベント事務局
イベント事務局（〒208-0032
事務局
【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
※

応募多数の場合は、抽選となります。 ※

http://www.sayamaparks.com/event/

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
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）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
東大和公園
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）
。

◇狭山丘陵
狭山丘陵の
狭山丘陵の都立公園メールマガジン
都立公園メールマガジン登録募集受付中
メールマガジン登録募集受付中！
登録募集受付中！（※携帯のメールアドレスは登録できません）
ホームページ（管理所からのお知らせ）より登録できます。内容はイベント・見ごろの情報など。アドレス：http://www.sayamaparks.com/
このニュースは再生紙を使用しています

