とうさんどう む さ し みち

歴史を感じる、緑豊かな八国山緑地 ～東山道武蔵路～
新緑の季節は一年の中で雑木林が最も美しくなる時期です。里山の雑木林はコナラやリョウブ、エゴノ
キなどが芽吹き淡く鮮やかな緑色に彩られ、だんだんと濃く深い緑に染まっていきます。
そんな新緑の美しい雑木林にあって、東京都と埼玉県の
境界に位置する八国山緑地周辺は、新田義貞に関連した将
軍塚や古戦場跡の石碑など多くの史跡が残っています。
また、今から約 1300 年前の奈良時代には「東山道武
蔵路」といわれる、幅 12ｍの直線的な道が八国山緑地を
南北に通っていたといわれています。この道は、相模国－
武蔵国 上野国 下野国を
道の一つで、東村山に
様々な影響を与えました。
当時、八国山緑地を越える時、その頂上からはその名の
通り八つの国が見えたといいます。緑が豊かになる時期、
自然と歴史を感じる散策もいいですね。
新緑の八国山緑地

里山、笑う
４～６月は、生きものたちの様子が日々変わる季節です。春の日
差しに温められ、厳しい冬を耐えたチョウたちが飛び始める頃に、
スミレ類やカタクリが咲きはじめます。
チゴユリ、オトコヨウゾメ、ガマズミといった白い花が咲くころ
には、ハナアブなど蜜
を吸う虫たちの姿も目
立つようになり、彼ら
を捕らえるクモたちが
姿を現します。
野鳥にとっては食べ
テングチョウ
物が豊富な時期。子育
ての真っ最中です。雑木林からはさえずりが聞こえ、エナ
ガやヤマガラの幼鳥たちに会えるかもしれません。「山笑
う」というこの季節、里山のにぎわいを感じてみましょう。
コバノガマズミ

４月～６月上旬のイベントカレンダー
日時・問合せ先など

イベント名

集合場所/
集合場所/参加費

狭山公園 （狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ
Tel：
（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(
公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；東村山市多摩湖町 3-1717-19
Tel：042042-393393-0154）
0154）
狭山公園パークセ
さやまキッズプログラム：
4/7(日)、5/5(日)、6/2(日)
さやまキッズプログラム パークレン
ジャーと一緒に公園を探検したりクラフト作りをします。

(毎月第 1 日曜に開催)13：30-15：00

ンター前／無料

ガイドウォーク：
ガイドウォーク

4/21(日)、5/19(日)

パークレンジャーが公園の自然を紹介。

(毎月第 3 日曜に開催)13：30 から 1 時間程度。
5/18(土) 10:00-12:00 締切 5/2
6/15(土) 10:00-12:00 締切 5/31
講師は峯岸由美子氏（一般社団法人遊心 代表）
。

狭山公園パークセ
ンター前／無料

親子自然あそびプログラム「妖精たち
親子自然あそびプログラム
の羽を広げて」：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。
雨天中止。

5/5(日)

子どもの日イベント：こいのぼり作りや工作な
ど、子どもから大人まで楽しめます！

犬のしつけ方教室：犬との信頼関係を作り、
しつけ方の基本を学びます。

東大和公園の自然観察会：
東大和公園の自然観察会：
「東大和市環境を考える会」の定例観察会

どなたでも。小学生
以下は保護者同伴。
０～２歳児とその
保護者。

兄弟同伴可。
どなたでも。小学生

狭山公園パークセ
ンター前／無料

犬を制御できる大人
※飼い主１人につき
犬 1 頭まで

5 月中旬 （予定）
詳細は 4 月以降にＨＰをご覧ください。

以下は保護者同伴。

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）

(偶数月第 2 土曜に開催)10:00-12:00

東大和公園 （狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ
（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(
ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；東村山市多摩湖町 3-1717-19
5/11(土)
ちょこボラ 森のお手入れ in 東大和公園：
東大和公園：
ササを刈って子どもが遊べる森づくり！

5 歳～小学生。小学2 年生
以下の方は保護者同伴。

狭山公園パークセ
10：00-15：00(時間内に随時参加できます） ンター前／無料

八国山緑地 （狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ
（狭山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(
ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ(管理所)
管理所)；東村山市多摩湖町 3-1717-19
4/13(土)、6/8(土)
ちょこボラ 森のお手入れ in 八国山緑地：
ササを刈って花の見どころを作ろう！

狭山公園パークセ
ンター前／大人の
参加人数×300
円＊子どもは無料

対象

八国山たいけんの 小学生以上。小学生
里前／無料
は保護者同伴。

Tel：
Tel：042042-393393-0154）
0154）

(奇数月第 2 土曜に開催)10:00-12:00

4/24(水)、5/22(水)
9:30-13:00 ※雨天の時は翌週の水曜日
問合せ先：東大和市環境を考える会/042-563-0997

東大和公園正門前 小学生以上。小学生
／無料
は保護者同伴。
東大和市立郷土
博物館前／無料

どなたでも。

野山北・六道山公園 （野山北・六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)；武蔵村山市三ツ木 4-2
Tel：
Tel：042042-531531-2325）
2325）
里山ガイドウォーク
4/14・28、5/12・26、6/9・23
里山民家前／
どなたでも。小学生
里山ガイドウォーク：
ガイドウォーク

里

パークレンジャーが公園の見どころを紹介。

（第 2･4 日曜に開催） 13：30 から 1 時間程度。 無料

以下は保護者同伴。

里山春祭り：
里山春祭り こいのぼり作りや工作など、お子

5/4(土)、5/5(日)

どなたでも。

さんと春の里山を満喫しませんか♪

10：00-15：00(時間内に随時参加できます） 無料

里山民家前／

【里山学校】里山の伝統文化や田んぼ作業、雑木林の保全方法など実際に体験しながら学びます。
農芸・文化編：
◇農芸・文化
編：日本の文化を次世代に伝えよう！知れば知るほど深い世界に出会えます！
田植え：
田植え 瑞々しい新緑に囲まれて、田植
えを体験しませんか。

5/25(土)10：00-15：00 締切 5/10
※荒天の場合は 26 日(日)

里山民家前／

どなたでも。小学生

100 円

以下は保護者同伴。

里山でゆるゆる田んぼの草取り：

6/15(土)9：15-14：30 締切 5/31

里山民家前／

どなたでも。小学生

みんなで草取り。泥んこになって
頑張ろう！

※荒天の場合は 16 日(日)

100 円

以下は保護者同伴。

里山民家前／

大人（小学生 5 年生

1,000 円

以上）

◇恵み活用編：里山の恵みを知り、暮らしに活かすものづくりから里山環境を考えよう！
里山×Slow
里山×Slow Li
Life「竹盆づくりと
fe「竹盆づくりと
ソトカフェ」：

4/29(月祝)10：00-15：30 締切 4/15
※少雨決行

竹盆栽をつくって里山を持ち帰ろう！

◇自然・保全編：里山の自然を深く学びたい方にお勧めです。
6 月～7
月～7 月には、『雑木林マイスタースキルアップ講座（仮称）』を２～３回講座で企画中。
雑木林について、じっくり学べる講座です！詳細は、4
4 月中旬以降に HP をご覧ください♪ （対象：高校生以上）
雑木林について、じっくり学べる講座です！詳細は、
申込方法

※ 野山北・六道山公園のイベントは、狭山公園パークセンターで受け付けています。

：当日、集合場所へ直接お越し下さい。
申込が必要です。はがき・
はがき・FAX
：事前に申込が必要
申込が必要
はがき・FAX に下記の 1～４の内容を記入して、お申込下さい。ホームページからも申込できます。
ホームページ

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.

＜申込先＞ 〒189-0026 東村山市多摩湖町 3-17-19 都立狭山公園パークセンター FAX：042－397－9467
FAX
ホームページアドレス：http://www.sayamaparks.com/events/
※ 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。

犬と自転車のマナーアップキャンペーン実施します！
春のピクニックシーズンに合わせて、マナーアップキャンペーン「マナーアップ宣言！
「マナーアップ宣言！Park
Dogs」
・
「マナーアップ宣言！
「マナーアップ宣言！Park Life with Dogs」
Park Life with Bikes」
Bikes」を実施します。誰もが安心して過ごせる公園づくりを、皆様と一緒に進めます。ご協力お願い致します！！

お花見ルール
今年もお花見ルールを守って、桜の木と一緒にゆったりと「里のお花見」をお楽しみください。ゴミの持
ち帰り、火気使用禁止などのお花見ルールは公園ホームページや園内掲示板などでご紹介しています。ご協
力よろしくお願いします。

