生きものとの出会
きものとの出会いを
出会いを楽
いを楽しむために
夏の狭山丘陵は、たくさんの生きもので賑わっています。公園に遊
びに来る子どもたちは、生きものとの出会いに大喜び！触ってみたり、
追いかけたりする中で、生きものの不思議や、命の大切さを学んでい
きます。そんな体験をひとりでも多くの皆さんに味わっていただきた
いと思っています。ぜひ、ご家族連れで、夏の狭山丘陵に足をお運び
ください。
なお、公園には、豊かな自然を守っていくための約束があります。
それは「持ち出さない、持ち込まない」という約束です。動植物を持
ち帰ったり、逆に家で飼っていたものなど、よそから生きものを持ち
こむと、本来の自然のバランスが壊れてしまうことがあります。
この豊かな自然環境を守り、いつまでも楽しんでいただくために、
みなさまのご理解とご協力をお願いします。

お気に入りの虫と一緒ににっこり

☆野山北・六道山公園、狭山公園では、自然に詳しいレンジャーが定例のガイドウォークを開催しています。ガイドウォーク
に参加すると、もっと夏の公園歩きがわくわく楽しいものに！詳しくは裏面のイベントカレンダーをご覧ください。

夏の雑木林と
雑木林と水辺の
水辺の生きもの
レンジャーに聞く、自然の魅力

雑木林でカブトムシに出会うと、やはりワクワクします。樹液に集まるアオカ
ナブン。スズメバチにも強気なオオムラサキ。藪の多い場所に多いホタルガやク
ロヒカゲは、一見地味ですがとても美しい色をしています。
朝田んぼに行くと、羽化したギンヤンマやアキアカネなど
がじっと止まっています。やがて飛び立ちますが、ツバメ
ホタルガ

は地面すれすれに飛び回り、それを次々に捕えます。生き
ることの厳しさ、それでも輝く命の一つ一つ、その素晴ら
しさに出会いに、東京の里山へぜひ来てみてください。
（丹
レンジャー）

ギンヤンマ

6～8 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・六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ(管理所)
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）
6/14・28、7/12・26、8/9・23 里山民家前／
ガイドウォーク：
西武・狭山丘陵パートナーズ/
ガイドウォーク
（第 2･4 日曜に開催）

13：30-14：30

参加費無料

イベント事務局

田んぼ体験
んぼ体験：
体験 生き物でにぎわう里山の田んぼで、お米作りを体験しよう！
里山でゆるゆる田んぼの草取り（その１）
6/28(日) 9：30-15：00 締切 6/12
里山でゆるゆる田んぼの草取り（その２）
7/11(土) 9：30-15：00 締切 6/25
案山子（かかし）づくり
8/29(土) 10：00-15：00 締切 8/14

里山民家前／

（野山北・六道山公園イン

参加費

フ ォ メ ー ショ ン センタ ー

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 5 年生～大人

里山民家前／

協力：

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。

参加費

都立野山北・六道山公

各 1,000 円

園ボランティア

武蔵村山市立野山

武蔵村山自然に学ぶ

北公園プール前／

会／榎本：

参加費 600 円

042-560-9554

パークレンジャーによる自然観察。

竹づくし流しそうめん①

7/19(日)

～流しそうめん台作りと流しそうめん

10：00-15：30

竹づくし流しそうめん②

7/20(月・祝)

～青竹の食器づくりと流しそうめん

10：00-15：30

各 100 円

内）：
042-531-2325

締切 7/2
締切 7/3

７月より里山民家で七夕飾りを行います。お願いごとを短冊に書いて、笹に飾り付けてみませんか。

親子で
親子で巣ばこをつくろう：
ばこをつくろう (注)申込・
申込・問合せ
問合せ先は右記、
右記、武蔵村山自然に
武蔵村山自然に学ぶ会へ。
7/1（
7/1（水）より受付
より受付（
受付（先着順）
先着順）。 <対象>親子 15 組。（親子でなくても可）
8/16(日)

野鳥にくわしい講師の方に教えてもらい

9：30-15：00

ながら、巣箱をつくります。

狭山公園 （狭山公園
Tel：
狭山公園ﾊ
公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(
ｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
6/7・21、7/5・19、8/2・16
狭山公園パークセ
ガイドウォーク：
ガイドウォーク
（第 1･3 日曜に開催）

13：30-14：30

西武・狭山丘陵パートナーズ/

ンター前／

イベント事務局

参加費無料

（野山北・六道山公園イン

里山スローライフ
里山スローライフ講座
狭山公園編「夏のナチュラルリースづくり
ナチュラルリースづくり」
スローライフ講座 狭山公園編「
づくり」：

狭山公園パークセ

フ ォ メ ー ショ ン センタ ー

<対象>小学 5 年生～大人

ンター前／

内）：

参加費 1,000 円

042-531-2325

パークレンジャーによる自然観察。

講師は長野修平氏。

野の花を摘んで、さわやかな夏のリース

7/12(日)

を作ります。

10：00-15：30

締切 6/26

７月より狭山公園パークセンター前で七夕飾りを行います。お願いごとを短冊に書いて、笹竹に飾り付けてみませんか。

協力：
：狭山公園友の会

東大和公園 （狭山公園ﾊ
Tel：
狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(
ｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
6/24（水）、7/22（水）、8/26（水） 東大和市立郷土 東 大 和 市 環境 を考 え
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

博物館前／

る会/原:

参加費無料

042-563-0997

6/13(土)

東大和市立郷土

東 大 和 市 狭山 緑地 雑

10：00-11：30

博物館／

木林の会/深井:

和市立郷土博物館で行います。講師は廣井敏男氏。

参加費無料

042-563-3556

かえるのきもち
かえるのきもち探険
のきもち探険ウォーク
探険ウォーク：
ウォーク (注)申込・
申込・問合せ
問合せ先は右記、
右記、八国山たいけんの
八国山たいけんの里
たいけんの里へ。

八国山たいけん

八国山たいけんの里:

6/5（金）より受付
より受付（
受付（先着順）
先着順）。 <対象>親子 5 組。

の里／

042-390-2161

「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。

狭山丘陵の
狭山丘陵のトピック
講演会「
講演会「雑木林に
雑木林に生きものたちの賑
きものたちの賑わいを」
わいを」：
「東大和市狭山緑地雑木林の会」が主催し、東大

6/21(日)

館内でかえるの工作、展示見学や、野外

10：00-12：00

参加費 100 円

でかえる探しの散策を行います。

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・六道山公園インフォメーションセンター
六道山公園インフォメーションセンター内
インフォメーションセンター内 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
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、野山北・六道
東大和公園
山公園インフォメーションセンター（野山北・六道山公園）、狭山公園パークセンター（狭山公園・八国山緑地・東大和公園）までお問合せ下さい。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）。

◇公園
公園ブログスタート
、「狭山公園
公園ブログスタート！
ブログスタート！ 「野山北・
野山北・六道山公園だより
六道山公園だより」
だより」
「狭山公園だより
狭山公園だより～
だより～狭山公園・
狭山公園・八国山緑地・
八国山緑地・東大和公園 狭山丘陵の
狭山丘陵の都立３
都立３公園」
公園」
公園ブログは、ホームページ（トップページ又は各公園のページ）よりご覧いただけます。最新情報をお届けします！
◇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

