里山の
里山の恵みがいきいき
黄葉が終わって、雑木林は静かな冬を迎えました。木々の
足元には落ち葉がこんもり積もり、歩くとサクサクと音をた
てます。かつての里山では、これらの落ち葉は畑の肥料とし
て大切に使われていました。また田んぼや雑木林の手入れで
出るワラや丸太などを、たい肥や薪、生活道具として暮らし
のすみずみに活かしていました。
公園では、これらの里山の恵みを積極的に利用しています。
冬のイベントでは、竹の箸や器をつくる「里山スローライフ
講座」や、稲ワラを使った「正月飾りづくり」を行います。
ボランティア活動では、
「里山クラフト工房」や「わら細工教
わら細工の技を学ぶ
室」
、資源活用を考える「それ使い隊」など、里山の恵みを活
かした取り組みを進めています。畑では、落ち葉で作ったたい肥をたっぷり使っています。冬の里山は
恵みがいっぱい！イベントもボランティアも参加者募集中です。ぜひ里山体験にきてみてください。
＊都立野山北・六道山公園は、第 25 回都市公園コンクール（主催：（社）日本公園緑地協会、共催：（財）都市緑化基金、後援：国土交
通省・（独）都市再生機構）で国土交通大臣賞を受賞しました。受賞を機に一層、皆様に親しまれる公園づくりを進めていきます。

好きな場所
きな場所、
場所、好きな木
きな木、いつもの倍
いつもの倍の時間
レンジャーに聞く、自然の楽しみ方

欧米の公園を歩いていると、静かな場所で、自分だけの時間を過
ごしている人によく出会います。草の上に座って瞑想していたり、
水の音や、風の音が聞こえる場所で、自然の力や、優しさをただ受
け取っていたり。彼らはとてもリラックスしながら、何か大切な時
間を過ごしているようにも見えます。
皆さんがいらっしゃる公園でも、たまにはいつもの倍の時間を
使って、自分の心にぴったり来る場所を探してみてはいかがでしょ
う。いつも離れて眺めていた木の下へ行ってみたり、子供になった
狭山公園宅部池脇のラクウショウ

つもりで歩いてみたり、朝早くに来てみたり。自分に会いにいくよ

木の下まで行ってみる人は、あまりいな
いようです

うなつもりで、歩いてみてはいかがでしょう。（蜂須賀レンジャー）

＊狭山３公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園）を歩くウォークイベントを 3 月下旬に開催予定です。お楽しみに！

12～
12～2 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）
里山民家前
西武・狭山丘陵パートナーズ
ガイドウォーク
12/13・27、1/10・24、2/14・28
ガイドウォーク：
パークレンジャーによる自然観察。

（第 2･4 日曜に開催）

収穫祭：

12/6(日)

里山の一年の恵みをみんなで祝います。

10:00-15:00

13：30-14：30

※当日受付（先着 150 名）

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」：

2/13(土)、3/14(日)

一生使えるマイ竹箸などを作ります。

10：00-15：30

正月飾りづくり
正月飾りづくり：

12/20(日)

公園の田んぼでとれた稲ワラで作ります。

10：00-15：00

/イベント事務局

里山民家前
／参加費 300 円、
小学生 100 円、
乳幼児無料

フォメーションセンター内）：

里山民家前

<対象>小学 5 年生以上

／参加費

自然の恵みと共に暮らそう。じっくり手作りしてみよう。講師は長野修平氏。全 2 回の連続講座。

竹でつくる暮
でつくる暮らしの道具
らしの道具

／参加費無料

（2 回連続講座）

1,800 円

（野山北・六道山公園イン
042-531-2325
協力：
都立野山北・六道山
公園ボランティア

締切 1/29
里山民家前／

締切 12/9

参加費 300 円

野山北・六道山公園里山民家では、1 月中、コマ
コマや福笑
羽根つき
お正月あそび
コマ 福笑い
福笑い、羽根
羽根つきなどのお
つき
正月あそびが楽しめます。家族と、友人と遊びにきてみて！
あそび

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
ガイドウォーク：
12/6・20、1/17、2/7・21
パークレンジャーが公園の自然を紹介。

（第 1･3 日曜に開催）

花炭づくり
花炭づくり：

1/24(日)

冬空の下でゆったりと、木の実などの

10：00-15：00

13：30-14：30

締切 1/8

飾り炭を作ります。

センター前

西武・狭山丘陵パートナーズ
/イベント事務局

／参加費無料

（野山北・六道山公園イン

狭山公園パーク

フォメーションセンター内）：

センター前／

042-531-2325

参加費 300 円

協力：
：狭山公園友の会

12/29～1/3 の間、野山北・六道山公園ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、里山民家、狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰは休館となります。新年は 1/４から、通常通り開館いたします。

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
都立野山北・
六道山公園インフォメーションセンター内
イベント事務局（〒208-0032
武蔵村山市三ツ木 4-2）
野山北・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内 イベント事務局
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
狭山丘陵の都立公園ボランティア
都立公園ボランティア募集
ボランティア募集！
募集！
緑豊かな狭山丘陵の都立公園で、公園ボランティアとして活動してみませんか。お気軽に、下記問合せ先までご連絡ください。
平成 22 年度 野山北・
野山北・六道山公園登録ボランティア
六道山公園登録ボランティア募集
ボランティア募集

狭山公園友の
狭山公園友の会 随時募集中

里山の自然や文化を守り育てる活動を行います。雑木林、田んぼ、畑、里山ガーデ
ナー、農芸など、10 代から 70 代の約 250 名のボランティアが活動しています。ご
興味がある方は、下記説明会にご参加ください。（家族登録もできます）
【平成
平成 22 年度 登録ボランティア
登録ボランティア説明会
ボランティア説明会】
説明会
日時：(1)2
月 20 日(土)、(2) 2 月 23 日(火)、(3)3 月 7 日(日)
日時
13：30～16：30 （各日とも同じ内容）
場所：野山北・六道山公園
里山民家（作業小屋）
場所
FAX 番号、E-mail アドレ
申込方法：参加希望日、住所、氏名、年齢、電話番号と
申込方法
ス（お持ちの方）を明記の上、往復
往復はがき
往復はがき・
はがき・FAX で下記申込先へ。
ホームページからも申込可。締切
締切は
ホームページ
締切は、(1) 2 月 12 日（金）、(2) 2 月 16 日
（火）、(3) 2 月 26 日（金）まで（当日消印有効）。
申込・
申込・問合せ
問合せ先：野山北・六道山公園ボランティア事務局（担当：礒脇・佐藤）

公園正門前の花壇の手入れやイベン
ト協力を行います。見学も大歓迎！
ご興味がある方は、下記問合せ先に
ご連絡ください。
◇活動日時：
活動日時：毎月第３
毎月第３水曜日
10：00～12：00（他の活動日も有）
問合せ
問合せ先：
狭山公園ボランティア事務局（狭山
公園パークセンター内）
（担当：佐藤）

〒208-0031 武蔵村山市岸 2-32 里山民家 Tel 042-531-2330 FAX 042-531-5121
※
※

申し込み多数の場合、場所が変更になる場合もあります。
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。

Tel 042-393-0154

その他
その他のボランティア
学校、団体などのボランティア活動
の希望も受け付けています。各公園
までご連絡ください。

狭山丘陵の都立公園（野山北
野山北・
野山北・六道山公園／狭山公園
六道山公園 狭山公園／八国山緑地
狭山公園 八国山緑地／東大和公園
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、野山北・六道山
東大和公園
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）。

◇公園ブログ発信中
ブログ発信中！
発信中！ 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！
◇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） 詳細はホームページ（管理所からのお知らせ）より登録できます。
アドレス：
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

