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「狭山丘陵フェア」開催！！

10 月 1 日 （火） から 11 月 30 日 （土） の 2 か月間、 東京都と埼玉県にまたがって貴重な自然

環境が広がる狭山丘陵の魅力を広く PR する 「狭山丘陵フェア」 ( 主催 ： 狭山丘陵フェア実行委

員会 ) を開催します。 狭山丘陵の各施設 ・ 団体で実施されるイベントや活動をホームページやフ

リーペーパーなどを通して皆さまにご紹介していきます。 東京都や埼玉県の都県境を越えて、

一丸となって盛り上げていきますので、 ぜひこの機会に人と自然の魅力あふれる狭山丘陵にお

越しください！

また、 9 月 29 日

（日） にはシンポジ

ウム 「未来の里山

　保全と活用のヒ

ント～狭山丘陵を事

例に～」 も開催！ 

狭山丘陵のさまざ

まな保全活用手法

を紹介します。 興

味のある方はこち

らもぜひご参加く

ださい！

秋が深まるにつれ、 公園では木の実をつけた木々が目を惹くようになります。

木の実は種類ごとに色、 形、 大きさも様々。 赤い宝石のように輝くアオハダの実、 タンポポのよう

に綿毛をつけたモミジバスズカケノキの実、 厚い皮に包まれ、 どっしりと重量感のあるトチノキの実

など、 手に取って観察してみると、 1 つ 1

つ違った魅力が見えてきます。

木の上や足元をよく見ると、 まだまだ沢

山の木の実を見つけることができます。 ぜ

ひ秋の公園で、 お気に入りの木の実を探し

てみてはいかがでしょうか。

　　　　　　　　　（レンジャー　杉山）

秋の木の実探し

アオハダ トチノキの実

狭山丘陵で活動する皆さんの様子、豊かな自然や文化が描かれた「狭山丘陵絵図」

西武・狭山丘陵パートナーズ
狭山丘陵にある都立4公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山公園）は、平成18年4月1日から西武・狭山
丘陵パートナーズが指定管理者として公園運営管理を行ってます。

問合せ：西武・狭山丘陵パートナーズ　広報部
住所：〒189-0026　東京都東村山市多摩湖町3-17-19
　　　　都立狭山公園パークセンター（管理所）
TEL：042-393-0154

狭山丘陵の都立公園　お知らせ

9月30日（月）までかかしコンテストを開催中！ 田ん
ぼを守っている20体のかかしに会いに来て、ぜひ
お気に入りのかかしに投票してみてください！

w w w . s a y a m a p a r k s . c o m / f a i r /

期間中、狭山丘陵各所でイベントが盛りだくさん！

10/1 ～ 11/3010/1 ～ 11/30 開催！

◆狭山公園友の会　随時募集中

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、ご連絡ください。
◇活動日時：第1・3水曜
　　　　　10：00～12：00
◇問合せ先：狭山公園ボランティア事務局
　　　　　　　　　　（担当：日下・梁島）TEL:042-393-0154

狭山丘陵の各施設・団体で実施されるイベントや活動を
ホームページやフリーペーパーなどを通してみなさんに
紹介していきます！　ぜひこの機会に、人と自然の魅力あ
ふれる狭山丘陵にお越しください！
◇開催期間：10月1日～11月30日
◇主催：狭山丘陵フェア実行委員会（公益財団法人トトロのふる
さと基金、埼玉県狭山丘陵いきものふれあいの里センター、さいたま緑の森
博物館、早稲田大学自然環境調査室、corot、西武・狭山丘陵パートナーズ）

公園ホームページ「狭山丘陵の都立公園へきてみ
て！」では、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

◆第５回 八国山わいわいミーティング

公園づくりについて、スタッフと一
緒にわいわい話しませんか？ 公
園の見学ツアーも行います。

◇日時：10月27日（日）9：30～12：30
◇集合場所：八国山たいけんの里前
◇参加費：無料。どなたでもご参加いただけます。

◆野山北・六道山公園　里山民家

発行者：　　　　　　　　西武・狭山丘陵パートナーズ

発行日：平成25年9月1日

狭山公園 八国山緑地 東大和公園
開設日 昭和 12年 4月 29 日 平成 2年 6月 1日 昭和 54 年 6月 1日
開園面積 23.3ha 　（H21 年 5月 29 日現在） 36.5ha 　（H21 年 5月 29 日現在） 18.4ha 　（H11 年 5月 31 日現在）

野山北・六道山公園
昭和 63年 6月 1日
195.9ha     （H25年 6月1日現在）

見どころ 都立狭山自然公園の区域内に
あり、武蔵野の里山の風景や
自然が残っています。都民の
水がめである多摩湖の堰堤の
東側に広がり、宅部（やけべ）
池や太陽広場などがあります。

八国山緑地は、なだらかに広が
る狭山丘陵の東端に位置してい
ます。園内全体がコナラ、クヌ
ギ等の雑木林となっており、さ
まざまな野鳥や昆虫が見られる
貴重な緑となっています。

 東京都で最初の丘陵地公園と
して、昭和 54 年に開園しま
した。狭山丘陵の自然を活か
したこの公園は、起伏に富み、
コナラ、アカマツを主体とす
る雑木林でおおわれています。

首都圏に残された「緑の島」都
立狭山自然公園の西端にあり、
雑木林と谷戸（丘陵に切れ込ん
だ谷間）の組合せによって、豊
かな自然が残され、都立公園
で最大の面積を有しています。

東側に広がり、宅部

野山北・六道山公園

位置 東村山市多摩湖町3-17-19
*狭山公園パークセンター（管理所）

東村山市諏訪町二・三丁目、
多摩湖町四丁目

東大和市湖畔三丁目、高木一
丁目、狭山三丁目

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（管理所）

主な
アクセス

 西武多摩湖線「西武遊園地」
下車　徒歩 3分

 西武西武園線「西武園」下
車　徒歩 5分

西武多摩湖線「武蔵大和」下
車　徒歩 15分

 JR 中央線「立川駅」北口よ
停スバ 行」駅崎ヶ根箱「 り

「峰」下車徒歩 10分
 「 



さやまキッズプログラム

○日時：9月1日（日）、
10月6日（日）、11月3
日（日）（第1日曜に開催）13：30～15：00
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：無料
○対象：5歳～小学生。小学2年生以下は保護者同伴。

パークレンジャーと一緒に公園を探検したり、クラ
フトづくりをします。

ガイドウォーク

○日時：9月15日（日）、
10月20日（日）（第3
日曜に開催）13：30～15：00
○集合場所：狭山公園パークセンター前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

パークレンジャーが季節の生きものや見どころ
をご紹介！

パークレンジャーが季節の生きものや見どころ
をご紹介！

当日
受付

当日
受付

ガイドウォーク

○日時：9月8・22日、
10月13・27日、11月
10日（第2・4日曜に開催）13：30～15：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

当日
受付

ちょこっとボランティアin東大和公園

○日時：9月14日（土）、
11月9日（土）（奇数
月第2土曜に開催）10：00～12：00
○集合場所：東大和公園　正門前
○参加費：無料
○対象：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を実施！

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。お茶お菓子つき。

当日
受付

ガイドウォーク

○日時：9月14日（土）、
（奇数月第2土曜に
開催）13：00～14：00
○集合場所：東大和公園　正門前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

パークレンジャーが公園の自然を紹介します。
当日
受付

ちょこっとボランティアin八国山緑地

○日時：10月12日（土）
（偶数月第2土曜に
開催）10：00～12：00
○集合場所：八国山たいけんの里前
○参加費：無料
○対象：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を実施！

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。お茶お菓子つき。

当日
受付

ガイドウォーク

○日時：10月12日（土）
（偶数月第2土曜に
開催）13：00～14：00
○集合場所：八国山たいけんの里前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

パークレンジャーが公園の自然を紹介します。
当日
受付

シンポジウム「未来の里山 保全と活用
のヒント～狭山丘陵を事例に～」

○日時：9月29日（日）
14：00～17：30
　締切9月13日
（金）※締め切りを過
ぎても定員に達しない場合は引き続き募集する場合があります。
○集合場所：立川市女性総合センター「アイム」1階
ホール（JR立川駅より徒歩5分）
○参加費：無料　
○対象：どなたでも。

1.基調講演
人と自然の関係性の視点から、新たな里山のあ
り方を提起します。
　鬼頭秀一氏（東京大学大学院新領域創成学研
究科教授／環境倫理学者）

2.事例紹介・パネルディスカッション
狭山丘陵の保全活用の取り組みと民間・行政・
市民によるパートナーシップ事例を紹介します。

①市民×行政　西武・狭山丘陵パートナーズ
②市民×公益財団　荻野豊氏（公益財団法人トト
ロのふるさと基金専務理事）

③市民×学生　竹内大悟氏（学校法人早稲田大
学自然環境調査室）

④市民×民間
峯岸佑高氏
（corot代表）

事前
申込

親子自然あそびプログラム
　　　「3,4歳対象プログラム」

○日時：（第1回：狭山公園）10月19日（土）、（第2回：
八国山緑地）11月10日（日）各日10：00～12：00
○集合場所：（第1回：狭山公園）狭山公園パー
クセンター前、（第2回：八国山緑地）八国山た
いけんの里前
○参加費：各回、大人の参加人数×300円。子ど
もは無料。
○対象：3,4歳児をお連れの親子。兄弟同伴可。
○講師：春日 直子（一般社団法人 遊心）

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。

事前
申込

小枝 de 雑貨づくり

○日時：11月9日（土）
10：00～15：30
　締切10月25日（金）
○集合場所：東大和公園　正門前
○参加費：500円（材料代、保険代など）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

森のお手入れで集めた小枝で、おうちでも使える
ナチュラル雑貨をつくります。

事前
申込

シュロ de ほうきづくり

○日時：11月16日（土）
10：00～15：30
　締切11月1日（金）
○集合場所：八国山たいけんの里前
○参加費：1,000円（材料代、保険代など）
○対象：小学5年生以上。
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

材料の採集から挑戦！ シュロ（ヤシの木の仲間）で
オリジナルほうきをつくります。

事前
申込

里山秋祭り

○日時：10月12日
（土）、13日（日）
　10：00～15：00
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

公園で集めた木の実などを使ったクラフト、おり紙やマ
キ割りなど、里山ならではの体験コーナーが勢ぞろい！

【里山学校  農芸・文化編】稲刈り

○日時：10月5日（土）
　10：00～15：00
　締切9月20日（金）
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家
○参加費：100円（保険代など）
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

みんなで収穫に汗を流してみませんか？

ちょこっとボランティア　雑木林の下草刈り

○日時：11月3日（日）
　10：00～12：00　
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：無料
○対象：小学生以上。小学生は保護者同伴。
○協力：野山北・六道山公園ボランティア

小さなどんぐりの木が元気に育つように、み
んなでお手入れします。

Park Living Café

○日時：10/20(日)10：00～15：00
○集合場所：狭山公園 風の広場
○参加費：無料（有料イベントもあり）
○対象：どなたでも。
　※詳しくは、9月下旬頃に公園ＨＰを
ご覧ください！

狭山丘陵はじめての方におススメ！
ヨガやキッズ向けクラフトなど、
秋の狭山丘陵をゆったり満喫できるプログラムが
盛りだくさんです。
カフェやファーマーズマーケットも登場予定！

当日
受付

午前はちょこボラを実施！

午前はちょこボラを実施！

狭山公園、八国山緑地、東大和公園、

野山北・六道山公園でのイベント

をお知らせいたします。

＊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。

＊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。

イベント申込方法

当日
受付

事前
申込

当日
受付

事前
申込

事前に申込みが必要です。はがき・
FAXに下記の項目を記入してお申
し込みください。ホームページから
もお申込みできます。

当日、集合場所へ直接お越し下さい。

＜申込み先＞
〒189-0026　東京都東村山市多摩湖町
3-17-19　都立狭山公園パークセンター
（管理所）内　イベント事務局あて
FAX：042-397-9467
HP検索 狭山丘陵の都立公園　イベント

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.「きてみてニュース」を見て

親子におすすめ！

親子におすすめ！

当日
受付

9 月～ 11 月初旬の
イベントカレンダー

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

親子におすすめ！


