生きもの情報
きもの情報が
情報が満載。
満載。公園の
公園のセンターにきてみて
センターにきてみて！
にきてみて！
野山北・六道山公園インフォメーションセンター、狭山公園パー
クセンターへ行ったことはありますか。園内マップやおすすめコー
ス、イベント開催などの情報提供をはじめ、レンジャーが公園の素
晴らしさを写真と詩で表現した「マンスリーパネルワークス」や、
見ごろの花や生きものの情報をパネルで紹介しています。
皆さんから大好評なのが生体展示で、狭山公園では宅部池や北
川に昔からすむモツゴなどの魚を、野山北・六道山公園ではトウ
キョウサンショウウオを見ることができます。どちらも、その愛ら
生体展示はみんなに人気！

しい動きに見入る方が絶えません。

その他、花や虫などの図鑑、狭山丘陵に関連した本や市民団体のニュース
レターなどもあり、ひと休みしながら、様々な情報に触れることができます。
ね

暑さがやわらぐこれからの季節は、虫の音を聞きながら、木の実や秋の花
を見つけたり・・・と自然観察や散策にぴったり。旬の情報をセンターで見
て、聞いて、知って、さまざまな生きものとの出会いを楽しんでみてはいか
がでしょう。
＊この秋（10 月 18 日～29 日）
、生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）と同時

公園で見られる生きものは？
展示をチェック

に開催される生物多様性交流フェア（名古屋市）で、公園の取り組みを展示、紹介します！

原っぱにはバッタ
っぱにはバッタがいっぱい
バッタがいっぱい
レンジャーに聞く、自然の楽しみ方
はね

少し涼しくなってきたら、公園の原っぱへ行ってみましょう。淡い黄色の翅を広
げ、勢いよく飛び立つトノサマバッタ。狭山公園の「バッタランド」にはたくさんい
ます。里山民家の裏の原っぱも、バッタ観察のポイントです。ショウリョウバッタや
オンブバッタ、カマキリにもきっと出会えます。公園では草
刈のとき、草丈を均一にしないことで、いろいろな生きも
す

のが棲めるようにしています。（蜂須賀レンジャー）
＊10 月 31 日は狭山公園から東大和公園を歩く「ロングガイドウォーク」
。
バッタの王様：トノサマバッタ

秋の虫たちもいっぱい見られます。
（裏面を参照ください）

宇宙人みたいな
オンブバッタの顔

9～10 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：042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
042-531531-2325）
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：
9/12・26、10/10・24
パークレンジャーによる自然観察

（第 2･4 日曜に開催）

稲刈り
稲刈り：いよいよ収穫の季節！

13:30～1 時間程度

／参加費無料

イベント事務局

10/23(土) 10:00-15:00

里山民家前

（野山北・六道山公園イン

里山の実りを体験しよう。

締切 10/1

／参加費 100 円

フォメーションセンター内）：

※申込は往復はがきのみ。

強雨の場合、翌日に順延。

里山秋祭り
里山秋祭り：

10/16(土)、10/17(日)

里山民家前

協力：

秋の里山を満喫しましょう！！

10:00-15:00 ※17 日は内容が一部変わります。

／参加費無料

都立野山北・六道山公

042-531-2325

園ボランティア

雑木林マイスター
雑木林マイスター入門講座
マイスター入門講座：<対象>高校生以上

里山民家前

5 回とも参加できる方

講師は松井一郎氏（森林インストラクター）、平城尚史氏（NPO 法人地域自然情報ネットワーク）

9/12(日)・18(土)・26(日)、
10/3(日)・9(土) （5 回連続講座）

雑木林の成り立ちや保全計画作り、手
入れ方法など、林を守り、育み、活か
す技術を学びます。雑木林で活動した
ことがない方も、大歓迎！！

東京都建設局/

／参加費 500 円

野山北・六道山公園イン

（100 円×

フォメーションセンター

5 日）

042-531-2325

10:00-15:30 締切 定員 30 名まで受付
まで受付。
受付。
協力：

特別講演会 「里山と
里山と生物多様性」
生物多様性」：<対象>高校生以上

武蔵村山市総合

都立野山北・六道山公

午前：講演会 午後：園内エコツアー

体育館

園ボランティア

講師は亀山章氏（東京農工大学名誉教授）

10/31(日)

里山と生き物の奥深さを感じ、新たな
視点を身につけましょう！！

／参加費 100 円

10:00-15:30

締切 10/15

狭山公園 （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
ガイドウォーク：パークレンジャー
9/5(日)、10/3(日)

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）
狭山公園パーク

西武・狭山丘陵パートナーズ/

による自然観察。10/31
10/31 は狭山公園
狭山公園～
狭山公園～

13:30～1 時間程度

センター前

イベント事務局

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

☆10/31(日) 13:30-15:30

／参加費無料

（野山北・六道山公園イン

狭山公園パークセン
ター前／参加費：大
人の参加人数×
300 円＊子どもは
無料

フォメーションセンター内）：

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 「3,4 歳対象プログラム」：※各月で申込み
<対象>3,4 歳児とその親 講師は峯岸由美子氏（一般社団法人遊心 代表）。

9/26(日) 10:00-12:00 締切 9/10、
10/24(日) 10:00-12:00 締切 10/8

子どものペースに合わせて、自然の中
で親子でたっぷり遊んでみませんか。

さやまキッズプログラム
さやまキッズプログラム：<対象>5 歳～小学生。小学 2 年生以下は保護者同伴。

042-531-2325
協力：狭山公園友の会

狭山公園パーク

パークレンジャーと一緒に公園を探検しよ

9/19(日)、10/17(日)

センター前

う！！10/17 はナノハナの種まきとクラフト。

13:30-15:00

／参加費無料

自然観察会「
自然観察会「秋の鳴く虫」：東大和

9/15(水)

武蔵大和駅前

東大和市立郷土博物館/

市立郷土博物館の観察会。鳴く虫を観察し

19:00-21:00

／参加費無料

042-567-4800

ます。※申込は右記、問合せ先へ電話連絡。

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
東大和公園の
9/22(水)、10/27(水)
東大和公園の自然観察会：
自然観察会

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）
東大和市立郷土

東大和市環境を考える

「東大和市環境を考える会」の定例

9:30-13:00

博物館前

会/原:

観察会。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。
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
東大和公園
道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）。

◇公園ブログ
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！ 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

