自然がいっぱい
自然がいっぱい！
がいっぱい！狭山丘陵の
狭山丘陵の入り口
～今春、
今春、再開園する
再開園する狭山公園
する狭山公園～
狭山公園～
狭山公園は、昭和２年に完成した村山下貯水池（多摩湖）の敷
地の一部を供用された公園で、昭和 12 年に開園しました。交通
アクセスも良く、豊かな丘陵の緑に囲まれ、桜や紅葉、美しい湖
の景色を眺められることから、長年多くの方に親しまれています。
平成 15 年に始まった貯水池の堤体強化工事も、いよいよ終了
間近となり、今春より利用エリアがぐんと広がります。開放感た
っぷりの広場ができ、堤防に上がれば湖が見渡せます。広場には
「小金井公園桜守の会（＊）」から贈られた 12 種類の桜の若木を
はじめ、たくさんの桜が移植される予定です。堤防からは雄大な
広い原っぱはピクニックにぴったり！
景色を見渡せ、時には富士山も望めるでしょう。
抜群の眺めを楽しんだ後は、春の花壇を愛でながら、トウカエデの林へ進み、宅部池
でひとやすみ。野鳥の森を横切って太陽広場に向かうと、大きなヤマザクラが迎えてく
れます。ちょっと足を伸ばせば、八国山緑地や東大和公園もすぐそばです。公園から狭
山丘陵の奥へ伸びる多摩湖自転車道でのサイクリングもおすすめです。都心からも気軽に
多摩湖を望む
来れる、素晴らしい景勝地に、一人で、家族で、仲間と一緒に、ぜひきてみてください。
（＊）小金井公園桜守（さくらもり）の会：都立小金井公園で桜を育てているボランティア団体。桜の保護活動を行っています。

～お花見の
花見の季節です
季節です～
です～ お花見ルールを守って、桜の木と一緒にゆったりと『里のお花見』をお楽しみ下さい。
✿みんなで楽しむためのお花見ルール、公園ＨＰで詳しく紹介しています。

里山の
里山の一番美しい
一番美しい季節
しい季節です
季節です！
です！
レンジャーに聞く、自然の魅力

今年はヤマアカガエルが、去年より一か月早く鳴きましたから、春が早いかもしれ
ません。静かな谷戸にカントウタンポポが咲き始めれば、冬鳥たちともお別れ、すべ
てが春色に生まれ変わります。里山の新緑が、淡い銀色を帯びる
のは、コナラの若葉に白い産毛があるから。淡く重なるヤマザクラ
のピンクを、針葉樹が引き締めます。足元にスミレ、チゴユリ、田
んぼには蛙たち、森には野鳥たちのさえずりが響き、里山の一番
コナラの若葉

美しい季節となります。
（蜂須賀レンジャー）

チゴユリ

3～5 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）
野山北・六道山公園
3/8・22、4/12・26、5/10・24 里山民家前
ガイドウォーク：
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。

／参加費無料

わら細工教室
わら細工教室（
年間登録制）：<対象>わら細工を学び伝えたいと考える方（毎月１回、全
細工教室（年間登録制）

里山民家前

12 回の連続講座）

／3,000 円(保

講師は小川栄子氏。

さまざまなわら細工の技術を学びます。
日本の文化を次世代に伝えましょう！

4/19(日) スタート

険未加入者は保

10：00-15：00 締切 3/23

険料 600 円)

里山ナチュラリスト
里山ナチュラリスト講座
ナチュラリスト講座：
講座 「里山デジカメ
里山デジカメ教室
デジカメ教室」：<対象>初心者から自信のある方まで！
：

042-531-2325

講師は蜂須賀公之氏。 里山民家前
／1,000 円

花や虫、人に新緑の風景。里山の素晴ら
しさを写真に撮ってみましょう。

5/16(土)

里山春祭り
里山春祭り：創って、聴いて、見て、

5/4(月・祝)、5/5(火・祝)

里山民家前

感じて･･里山の春を満喫しませんか♪

10：00-15：00

／参加費無料

10：00-15：00 締切 4/24

里山ガーデナー
里山ガーデナー講座
ガーデナー講座：
講座 「はじめよう！
はじめよう！里山ガーデナー
里山ガーデナー」
ガーデナー」

管理所/
西武・狭山丘陵パートナーズ
イベント事務局
（野山北・六道山公園管理
所内）：

講師は泉健司氏。

協力：
都立野山北・六道山公
園ボランティア

里山民家前
／1,000 円

人も生き物もにぎわう、そんな里山の風
景づくりに足を踏み入れてみませんか？

5/6(水・振替休日)

手もみ茶
もみ茶づくり：
づくり <対象>小学生高学年～大人

講師は山本正美氏（東京狭山茶手揉み保存会）
。 里山民家前

新茶を摘んで手もみ茶作り。驚きの連続

5/24(日)

です！

9：30-17：00 締切 5/7

10：00-15：30 締切 4/20
／500 円

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 春夏編「
春夏編「青竹で
青竹で風情と
風情と涼を楽しむ」
しむ」：<対象>小学生高学年～大人

里山民家前

自然の中でじっくり手作りしてみよう。自然の恵みとともに暮らそう。講師は長野修平氏。

／1,800 円

5/23(土)、6/13(土) （連続講座）

第 1 回 竹の器で里山を愛でる
（竹の花器、里山の竹盆栽）

10：00-15：30 締切 5/7

田んぼ体験
んぼ体験：
体験 ※申込方法は往復はがきのみ。

東京の里山でお米作りに挑戦してみませんか。 里山民家前

じっくり田んぼコース（年間登録制）
（全 8 回）

4/19(日) スタート

／年間登録：

10：00-15：00 締切 3/23

600 円＋実費、

田植え体験

6/6(土)

田植え：100 円

10：00-15：00 締切 5/18

狭山公園 （狭山公園管理所
Tel：
狭山公園管理所；
管理所；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
3/1・15、4/5・19、5/3・17
狭山公園管理所
ガイドウォーク：
ガイドウォーク
（第 1･3 日曜に開催）

パークレンジャーによる自然観察。

13：30-14：30

親子自然あそび
：<対象>0-2 歳児とその親
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」
プログラム

前／参加費無料
狭山公園管理所

春から初夏へ移る季節を、子どものペー
スでゆっくり楽しんでみませんか。全 3
回の連続講座。講師は丹星河氏。

4/12(日)、5/17(日)、6/21(日)

前／参加費大人

10：00-12：00 締切 3/30 （連続講座）

600 円、子ども

子どもの日
どもの日イベント：
イベント：こいのぼり作りやク

5/5(火・祝)

狭山公園

ラフトなど、子どもから大人まで楽しめます！

10：00-15：00

／参加費無料

東大和公園

は無料

（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
3/21（土）

協力：
：
狭山公園友の会

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）

東大和公園の
東大和公園の自然観察会：
自然観察会

9：30-13：00

「東大和市環境を考える会」の定例観察
会。季節の花などを観察します。

狭山公園管理所/
西武・狭山丘陵パートナーズ
イベント事務局
（野山北・六道山公園管理
所内）：
042-531-2325

東大和市立郷土
博物館前
／参加費無料

東大和市環境を
考える会/原:
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
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
1.
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

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

※ 小学生以下の方は保護者同伴となります。 ※ 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
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、各公園の管理
東大和公園
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

