「コミュニティガーデン」にきてみて！
都立狭山公園パークセンター周辺には、いつ見ても美しい‘コミュニティガーデン’があります。
‘コミュニティガーデン’とは、仲間と共に楽しむ‘地域の庭’のこと。公園ボランティアである「狭
山公園友の会」メンバーや「コミュニティガーデナー養成講座」受講生の皆さんなど多くの方の想い
が詰まっています。コミュニティ
ガーデンは、見て楽しむだけでな
く、採れたハーブを活用してハー
ブティーを楽しんだり、ラベン
ダーバンドルズを作ったり、仲間
がいれば楽しみ方が無限大！
６月上旬に植え替えた花壇は、
夏の暑さに負けずに日々成長し、
様々な表情を見せてくれますよ。
みなさんも、いろいろな人や生
きもの、楽しさ、感動に出会える
コミュニティガーデンづくりに関
わってみませんか？
☞「狭山公園友の会」は、いつでもメンバー募集中！詳しくは HP をご覧ください。
☞「コミュニティガーデナー養成講座 第 12 弾」については、裏面イベントカレンダーをご覧ください。

夏のバッタ探し！
多くの昆虫で賑わう夏。足元に目を向けると、様々なバッタのなかまの姿が見られます。日当
たりのよい原っぱでは、日本のバッタでは最大のショウリョウバッタや、堂々とした姿のトノサ
マバッタが羽音を立てて飛び跳ねます。また、土の上には、
泥を塗った様な模様のイボバッタや、小石に溶け込む模様の
ヒシバッタなど、周りの背景に上手に紛れたバッタが見られ
るかもしれません。
特に 6～8 月は、可愛らしい幼虫から、立派な成虫へと日に
日に成長していく様子が見られます。彼らの成長の様子を覗い
てみてください。
（レンジャー 杉山）

トノサマバッタ

6 月～9
月～9 月初旬のイベントカレンダー
集合場所
／参加費

日時・問合せ先など

イベント名

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）
さやまキッズプログラム：
6/2(日)、7/7(日)、9/1（日）
狭山公園パークセ
さやまキッズプログラム パークレン

対象

5 歳～小学生。小学 2 年生

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。

（第 1 日曜に開催）13：30-15：00

ンター前／無料

以下の方は保護者同伴。

ガイドウォーク：
ガイドウォーク

6/16(日)、7/21(日)、8/18(日)

狭山公園パークセ

どなたでも。小学生以

パークレンジャーが公園の自然を紹介。

（第 3 日曜に開催）13：30 から 1 時間程度。

ンター前／無料

下は保護者同伴。

コミュニティガーデナー養成講座
１２弾
コミュニティガーデナー養成講座 第１２
弾
：公園の花壇で実践しながら、公共の花壇づく

9/21( 土 ) 、 10/14( 月 祝 ) 、 10/26( 土 ) 、
11/23(土)、12/14(土)、2/15(土)、3/15(土)、
4/26(土)、5/24(土)、6/28(土) 全 10 回
初回 9：30-16：30 締切 9/10（火）
10（火）

狭山公園パークセンター

公共の場での花壇
づくりに興味のあ
る方。

りについて、デザインから手入れ、活用まで
学びます。年間登録制。連続講座。

または多摩湖ふれあ
いセンター／参加費
10,000 円

6 月下旬より狭山公園パークセンター前に七夕用の笹を立てます。お願いごとを短冊に書いて、七夕飾りをつくりましょう！

八国山緑地

（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(
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）
6/8（土）10：00-12：00
八 国 山 た い け 小学生以上。小学生

ちょこボラ 森のお手入れ in 八国山緑地：
八国山緑地：

八国山緑地のふたつ池まわりで、季節ごとの
森のお手入れを行います。お茶つき♪

（遇数月第 2 土曜に開催、8 月はお休み）

ガイドウォーク：
ガイドウォーク

6/8（土） 13：00-14：00

パークレンジャーが公園の自然を紹介。

＊午前はちょこボラも開催！

んの里前/無料

以下は保護者同伴。

八国山たいけん
の里前／無料

どなたでも。小学生
以下は保護者同伴。

＊午後はガイドウォークもあります！（自由参加）

東大和公園

（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(
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）
7/13（土）
、9/14（土）
東 大 和 公 園 正 小学生以上。小学生
ちょこボラ 森のお手入れ in 東大和公園：
（奇数月第 2 土曜に開催）10：00-12：00

門前/無料

以下は保護者同伴。

東大和公園正門
前／無料

どなたでも。小学生
以下は保護者同伴。

東大和公園の森のあそび場を中心に、季節ご
との森のお手入れを行います。お茶つき♪

＊午後はガイドウォークもあります！（自由参加）

ガイドウォーク：
ガイドウォーク

7/13(土)、9/14(土)13：00-14：00

パークレンジャーが公園の自然を紹介。

＊午前はちょこボラも開催！

東大和公園の自然観察会：
東大和公園の自然観察会

6/26（水）
、7/24（水）、8/28（水） 東大和市立郷土 どなたでも。

「東大和市環境を考える会」の定例観察会。

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/原:042-563-0997

博物館前／無料

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(
Tel：
（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：042042-531531-2325）
2325）
ガイドウォーク：
6/9・23、7/14・28、8/11・25
里山民家前／
どなたでも。小学生
ガイドウォーク
パークレンジャーが公園の自然を紹介。

（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。

里山キッズレンジャー（夏編）：
田んぼの生きものさがし

7/27（土）9：30-14：30 締切 7/12

里山民家前／
100 円

小学生以上。保護者
同伴。

【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。里山の魅力を伝えていきた
い方、里山保全に関わる技術を深く学びたい方など皆様のご参加お待ちしています！

◇農芸・文化編
農芸・文化編 田んぼ体験：
田んぼ体験：生き物も人もにぎわう里山の田んぼで、お米づくりを体験しよう！
7/6(土) 9：15-14：30 締切 6/21
里山民家前
田んぼの草取り
／各 100 円
～オトナの田んぼ作業～
8/24(土) 10：00-15：00 締切 8/9
案山子（かかし）づくり
◇恵み活用編：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。
竹づくし流しそうめん
7/15 (月祝)
里山民家前／
～青竹の食器作りと流しそうめん～
10：00-15：30 締切 7/1
1,000 円
7/1
◇自然・保全編：里山の自然を深く学びたい方にお勧めです。

雑木林マイスター講演会
「雑木林の豊かな植生 (仮)」
講演会とフィールド見学（都立野山北・
六道山公園）を行います！

7/14(日) 13：00-16：00 締切 7/5
【講師】星野義延氏（東京農工大学

准教授）

★秋編・冬編を企画中！★

武蔵村山市総
合 体 育 館 ／
500 円

高校生以上。
2～6 名のグルー
プ。小学生以下は
保護者同伴。
小学 5 年生以上。

高校生以上。

6 月下旬より里山民家に七夕用の笹を立てます。お願いごとを短冊に書いて、七夕飾りをつくりましょう！

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。
：事前に申込が必要
申込が必要です。はがき・
はがき・FAX
～４
ホームページからも申
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
ホームページ
込できます。
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）
2.
、年齢 3.住所、電話番号
3.
4.「きてみて」を見て
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/app/events/
ホームページアドレス
※ 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。

◆公園ホームページ「狭山丘陵の都立公園へきてみて！」

最新のお知らせやイベント情報、公園ブログをお届けします。

狭山丘陵の都立公園

