山野草がお
山野草がお待
がお待ちしています！
ちしています！
公園へ行く楽しみの一つは、季節の花めぐりです。野山北・
六道山公園は雑木林、谷戸など多様な自然環境が残り、さま
ざまな里山の山野草を楽しむことができます。ひっそりと咲
く花との出会いも里山歩きの醍醐味ですが、たくさんの花が
一面に広がって咲く様子も楽しんでもらえるよう、
「山野草の
見どころづくり」を始めました。
これまで実施した自然調査のデータから、山野草の見どこ
ろ候補地を選び、適切な時期に草刈などの手入れを行ってい
ます。これから夏に向けてのおすすめは、あまい香りを放つ
ヤマユリ、白いラッパのようなウバユリ、鮮やかなオレンジ
色のキツネノカミソリです。園内の主だった見どころには案
内板を設置しますので、参考にして下さい。夏の雑木林の中
で、鮮やかに咲き誇る山野草をぜひ見に来て下さい。

上：ウバユリ
下：キツネノ
カミソリ

夏の生きものに会
きものに会いに行
いに行こう
レンジャーに聞く、自然の楽しみ方

朝早く目が覚めたら、里山へ行ってみましょう。田んぼでは、朝露の
ついたクモの巣がきらきらと輝きます。羽化途中のトンボはしっかりと
稲にしがみつき、少しずつ羽を伸ばしていきます。やがて羽が伸びきる
と、天敵のツバメに見つからないよう、静かに飛び立ちます。その頃に
はセミの大合唱も始まります。ふとセミの
声が止んだら、耳を澄ませてみてください。
風に揺られる木々のざわめきが聞こえてき
ます。夏は一年で最も賑やかな季節。里山
にはたくさんの出会いが待っています。
アオイトトンボ

（宮地レンジャー）

朝露が光るクモの巣

6～8 月のイベントカレンダー
イベントカレンダー
日時

イベント名
イベント名

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）
ガイドウォーク：
6/13・27、7/11・25、8/8・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
（第 2･4 日曜に開催） 13：30 から 1 時間程度。 ／参加費無料

パークレンジャーが公園の自然を紹介。

田んぼ体験
んぼ体験：
体験 生き物も人も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
案山子（かかし）づくり

イベント事務局

里山民家前

（野山北・六道山公園

7/17(土) 9：30-14：30 締切 6/28

／参加費

インフォメーションセ

8/28(土) 10：00-15：00 締切 8/13

各 100 円

ンター内）：
042-531-2325

【里山学校】
里山学校】◇恵み活用編 里山スローライフ
里山スローライフ体験講座
スローライフ体験講座：
体験講座：<対象>小学 5 年生以上。

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。

／参加費

協力：

1,000 円

野山北・六道山公園

竹づくし流しそうめん

7/10(土)

～青竹の食器作りと流しそうめん～

10：00-15：30 締切 6/25

ボランティア

７月より里山民家に笹を立てます♪みなさんでお願いごとを短冊に書いて、七夕飾りをつくりましょう。

親子で
親子で巣ばこをつくろう
ばこをつくろう：
くろう (注)申込・問合せ先は右記、武蔵村山自然に学ぶ会へ。

武蔵村山市立野山

<対象>親子 15 組。
（先着順）＊親子でなくても可。

北公園プール前／

会／榎本：

参加費 400 円

042-560-9554

野鳥にくわしい講師の方に教えてもらい

8/22(日)

ながら、巣箱をつくります。

9：30-15：00

＊9:15 集合。

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）
ガイドウォーク：
6/6(日)、7/4(日)、8/1(日)
狭山公園パークセン
ガイドウォーク
パークレンジャーが公園の自然を紹介。

武蔵村山自然に学ぶ

13：30 から 1 時間程度。

ター前／参加費無料

さやまキッズプログラム
さやまキッズプログラム ～公園であそぶ
公園であそぶ、
であそぶ、つくる、
つくる、まなぶ～
まなぶ～

西武・狭山丘陵パートナーズ/
狭山公園パークセン
ター：

<対象>乳幼児とその保護者。ちいちゃい子

6/20(日)

狭山公園パーク

どもたち、集まれ！親子でゆったり自然の

11：00-12：30

センター前

中であそびます。講師は峯岸由美子氏。

／参加費無料

<対象>5 歳～小学生。小学 2 年生以下の方は保

6/20(日)、7/18(日) 、8/15(日)

狭山公園パーク

護者同伴。パークレンジャーと一緒に公園

13：30-15：00

センター前

を探検したり、クラフト作りをします。

＊6/20 はコスモスの種まきとクラフト。

／参加費無料

042-393-0154
協力：
：狭山公園友の会

７月より狭山公園パークセンター前に笹を立てます♪みなさんでお願いごとを短冊に書いて、七夕飾りをつくりましょう。

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）
6/23（水）、7/28（水）
、8/25（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

「東大和市環境を考える会」の定例観察

9：30-13：00

博物館前

る会/原:

会。季節の花などを観察します。

＊雨天の時は、翌週の水曜日。

／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/

※ 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。

お知らせ
～公園散策の
公園散策の必需品！～
必需品！～

～公園ブログ
公園ブログで
ブログで最新情報
最新情報を
情報を発信中！～
発信中！～

野山北・六道山公園、狭山公園の各センターと里山民家では、園内
で見られる生き物を紹介した「レンジャーミニ図鑑」を配布していま
す。野山北・六道山公園には、レンジャーおすすめコースのマップもあ
ります。ミニ図鑑やマップを片手に、自然観察を楽しみましょう！

公園スタッフによるブログ＜野山北・六道山
公園ブログ、狭山３公園ブログ＞を発信中！公
園の最新情報をお届けします。トップページ又
は各公園のページからご覧ください。

狭山丘陵の都立公園（野山北
野山北・
野山北・六道山公園／
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）。

◇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！ 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。内容はイベント・見ごろの情報など。
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

