「狭山丘陵の
狭山丘陵の玄関口」
玄関口」 狭山公園パークセンター
狭山公園パークセンター

多摩湖の堤体工事が終わり、今年 4 月に全面再開園した狭山
公園。正門近くにあるパークセンターでは、『出会いと交流の
場』を目指してセンター周辺のリニューアルを進めています。
その１つが受付前の休憩所。ボランティアのみなさんが作った
花壇や、公園の自然などについての情報パネルを見ながら、ひ
とやすみできる空間になっています。屋外展示「さやまパーク
ギャラリー」は、公園や里山で創作したクラフトや絵画を展示
するコーナー。園路脇には 500 ㎡のコスモス畑も作りました。
出会いと交流の場“パークセンター”
9 月半ばから咲く予定です。
コミュニティガーデナーなどの講座、自然あそびやガイドウォーク、花
炭づくりなどのイベントも開催しています。狭山公園に来られたら、ぜひ
パークセンターにもお立ち寄りください。
＊狭山３公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園）ウォークラリーを計画中です。
お楽しみに！

皆さんとタネをまいたコスモス畑

里山で
里山で感じる 秋の音・秋の景色
レンジャーから聞く、自然の魅力

９月、里山にモズの高鳴きが響き渡り、秋の訪れを告げ
ます。道端に咲く野菊の優しい彩りを覗きこめば、草むら
からコオロギの合唱が聞こえてきます。10 月、風がスス
キの穂を揺らすと、雑木林からはコトコトとドングリが落
ちる音が聞こえます。11 月、木々の葉が色付き始め、青
く澄んだ空を背景に、柔らかい日差しを浴びたアオハダの
鮮やかな黄葉が広がります。日ごとに移り変わる秋の景

モズ

色。ここでは目で、耳で、それを感じることができます。
（宮地レンジャー）

ユウガギク

～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
イベント名

日時

集合場所／
集合場所／参加費

主催者／
主催者／問合せ
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）
9/13・27、10/11・25、11/8・22 里山民家前
西武・狭山丘陵パートナーズ/
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！里山の実りを体験しよう。※稲刈りの申込方法は往復はがきのみ

／参加費無料

イベント事務局

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

（野山北・六道山公園インフォ

稲刈り
稲刈り 強雨の場合、翌日に順延

10/10(土) 10:00-15:00

収穫祭

12/6(日) 10:00-15:00

里山の一年の恵みをみんなで祝います。

※当日受付（先着 150 名）

里山秋祭り
里山秋祭り：

10/17(土)、10/18(日)

秋の里山を満喫しましょう！

10:00-15:00 ※18 日は内容が一部変わります。 ／参加費無料

締切 9/18
9/18

里山民家前

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 秋冬編「
秋冬編「一生使える
一生使える暮
える暮らしの道具
らしの道具づくり
道具づくり」
づくり」：

野山北・六道山公

自然の恵みと共に暮らそう。じっくり手づくりしてみよう。講師は長野修平氏。

園インフォメーショ

「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
里山の木で本棚を
本棚をつくろう」
つくろう」<対象>高校生以上 全 3 回の連続講座

メーションセンター内）：
042-531-2325
協力：
都立野山北・六道山公
園ボランティア

ンセンター前

ラスティック・ファニチャー(家具作り)のノ

9/21(月・祝)、22(火・祝)、23(水・祝)

／参加費

ウハウを、公園管理所の共有スペースに置く

（3 回連続講座）初日
初日 10:00-16:00、

1,800 円

本棚を作りながら学びます。

2・3 日目 9:30-16:00

締切 9/7

「蔓（つる）
つる）でかご編
でかご編み」<対象>小学 5 年生以上 全 2 回の連続講座
材料の採取から完成まで、2 日かけて
11/1(日)、11/15(日)（2 回連続講座）

里山民家前

つるかごづくりに挑戦します。

1,800 円

10:00-15:30 締切 10/16

／参加費

狭山公園 （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）
狭山公園パーク
9/6、10/4・18、11/1・15
ガイドウォーク：

西武・狭山丘陵パートナーズ/

パークレンジャーによる自然観察。9/20 は狭山
狭山

（第 1･3 日曜に開催） 13:30-14:30

センター前

イベント事務局

公園～
公園～東大和公園のロングガイドウォーク
東大和公園 ロングガイドウォーク。
ロングガイドウォーク。

☆9/20

／参加費無料

（野山北・六道山公園インフォ

13:30-15:30

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 全 3 回の連続講座

狭山公園パークセン
ター前／参加費：1 家

講師は丹星河氏。

子どものペースで、ゆっくり過ごして

9/27(日)、10/31(土)、11/22(日)

みませんか。

（3 回連続講座）10:00-12:00

042-531-2325

族 資料代 300 円と大
人 の 参 加 人 数 × 300

締切 9/14
9/14

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：

メーションセンター内）：

協力：
：狭山公園友の会

円＊子どもは無料

狭山公園パークセ

<対象>大人（0-2 歳児のお子さんがいる方を優先します）

ンター前／参加費

講師は長野修平氏。

大切なお子さんへ、世界にたった一つ

11/14(土)

の小さなスプーンをプレゼント。

10:00-15:30

1,000 円
締切 10/30

東大和公園 （狭山公園ﾊ
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
9/23、10/28、11/25
東大和公園の
東大和公園の自然観察会：
自然観察会

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）

9:30-13:00

「東大和市環境を考える会」の定例

（第 4 水曜に開催）

観察会。季節の花などを観察します。

雨天の場合、翌週水曜に順延。

東大和市立郷土

東大和市環境を考える

博物館前

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
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

http://www.sayamaparks.com/event/
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、各公園の管理所
東大和公園
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）。

◇公園
公園ブログ
、「狭山公園
公園ブログ発信中
ブログ発信中！
発信中！ 「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

