狭山丘陵の都立公園 お知らせ
第１弾

◆公園を利用の皆さまにアンケートを実施中
利用者満足度アンケートに協力いただいた皆様に公園特製ポスト
カードをお配りしています！ぜひ、
ポストカー
ド
プ
レゼント！
ご協力をお願いいたします！
！
◇場所：野山北・六道山公園イン
フォメーションセンター、里山民家、
狭山公園パークセンター
◇期間：〜6月15日（日）まで

コラボ企画！

×

◆

夏休みの子ども向けエコツアー

～里山を守るキッズ

「トトロの森で里山体験」 レンジャーになろう！～

自然を守る仕事を体験してみよう！
オリジナルレンジャーグッズも
ついてきます。
◇日時：8月2日（土）
ＡＮＡ 里山体験

缶バッジの販売はじめました！

狭山丘陵にすむ生きもの

～ほ乳類～

「狭山丘陵にすむ生きもの」が缶バッジになり
全６種類！
ました！第１弾は、ほ乳類です。かわいい絵柄
の動物たちをぜひGETしてください！
販売場所：狭山公園パークセンター（管理所）
価格：￥100（ガチャガチャで販売）
※在庫がなくなり次第終了します。
（第2弾を予定しています）

◆狭山公園友の会

カヤネズミの保全活動

◆狭山丘陵の都立公園メールマガジン
狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山
公園のメールマガジンを配信しています。
①年間100を超えるイベント情報
②サクラや紅葉だけでなく、季節のさま
ざまな見ごろ情報
③各公園の取り組みやボランティア情報

狭山丘陵の都立公園
野山北・六道山公園

開設日

昭和 63 年 6 月 1 日

開園面積
見どころ

狭山公園

（H25 年 6 月 1 日現在） 23.3ha
195.9ha
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。

位置
主な
アクセス

狭山丘陵の都立公園 メルマガ

昭和 12 年 4 月 29 日

八国山緑地

（H21 年 5 月 29 日現在）

平成 2 年 6 月 1 日
36.5ha

（H21 年 5 月 29 日現在）

東大和公園

昭和 54 年 6 月 1 日
18.4ha

（H11 年 5 月 31 日現在）

西武多摩湖線「西武遊園地」 西武西武園線「西武園」下
下車 徒歩 3 分
車 徒歩 5 分

西武多摩湖線「武蔵大和」下
車 徒歩 15 分

西武・狭山丘陵パートナーズ
狭山丘陵にある都立4公園（野山北・六道山公園、狭山公園、八国山緑地、東大和公園）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。

発行者：
発行日：平成26年6月1日

西武・狭山丘陵パートナーズ

夏の狭山丘陵はたくさんの生きもので賑わいます。 私たち
は、 狭山丘陵の都立公園が人や自然、 生きもので賑わう場所
となるように自然環境の保全活動に取り組んでいます。
その中で、 最近特に力を入れている取り組みの一つにカヤ
ネズミの生育環境づくりがあります。 カヤネズミは草地にすむ
オレンジ色の日本で一番小さなネズミです。 オギやススキ、 チ
ガヤなどのイネ科の草 （まとめて 「カヤ」 と呼ばれます） が
たくさん生える草地で暮らしているため、 「カヤネズミ」 と呼
ばれています。しかし近年、開発などで草地がどんどん失われ、
カヤネズミは絶滅の危機に直面しています。
そこで私たちは、 公園内のモニタリング調査を行い、 草地
を一部刈り残してカヤネズミが安心して暮らせるための住み
家をつくる取り組みをしています。 一見、 雑に見える草刈りも
草地で生活する生きもののための配慮なのです。
カヤネズミは初夏から秋にかけて繁殖期を迎えます。 もし巣
を見つけても巣には触れず、 遠くから優しく見守ってください。

ひょっこり顔を出すカヤネズミ

生きもののための刈り残し

夏の里山でトンボ探し！

武蔵村山市三ツ木4-2
東村山市多摩湖町3-17-19
東村山市諏訪町二・三丁目、 東大和市湖畔三丁目、高木一
*野山北・六道山公園インフォメーションセンター（管理所） *狭山公園パークセンター（管理所） 多摩湖町四丁目
丁目、狭山三丁目

JR 中央線「立川駅」北口よ
り「箱根ヶ崎駅」行 バス停
「峰」下車徒歩 10 分

平成25年11月1日発行
平成26年6月1日発行

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：主に第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

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。

No.37 秋号
No.38
夏号

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）
T E L ：042-393-0154

多くの昆虫でにぎわう里山の夏。 狭山丘陵の公園でも、 青空のような色彩のトンボたちに出
会うことができます。 田んぼや池などの水辺には、 オスのシオカラトンボやアオイトトンボが集
まり、 メスを待ちます。 中にはペアの姿も見られるかもしれません。 草はらではハラビロトンボ、
林内ではハグロトンボが、 成熟するまでの期間を過ごします。 どちらも体の青色が印象的なトン
ボです。 この時期は小さ
な虫を捕え、 枝先などに
とまって食べている姿が
よく見られます。
夏の青空を映し出した
かのような青いトンボた
ち！彼らに会いに、 狭山
丘陵にきてみて！
杉山レンジャー
アオイトトンボ

ハグロトンボ

さやまキッズ・ナイトプログラム

６月～９月初旬の
イベントカレンダー
野山北・六道山公園、狭山公園、
八国山緑地、東大和公園での
イベントをお知らせいたします。

夏の星座を探そう

星座にまつわる神話などを紹介し、夏の星座を
観察します。
事前
申込

親子
おす に
すめ
！

○日時：8月3日
（日）
19：30〜20：30
○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。
○締切：7月18日
（金）

当日
受付
親子
おす に
すめ
！

○日時：6月1日(日)、
7月6日(日)、9月7日
(日)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。

ガイドウォーク

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

コミュニティガーデナー養成講座

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。
当日
受付

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、
クラフトづくりをします。

ちょこっとボランティアin八国山緑地

第13弾

公園の花壇で実践しながら、公共の花壇づくり
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。
事前
申込

○日時：9月27日
（土）、10月11日
（土）
、10月25日
（土）、11月22日
（土）、12月6日
（土）、2月21日
（土）、3月14日(土)、4月25日
（土）、5月23日
（土）、6月27日
（土） 全10回
9：30〜15：30 ※初回のみ16：30まで
○集合場所：狭山公園パークセンターまたは多
摩湖ふれあいセンター
○参加費：10,000円
○対象：公共の場での花壇作りに興味のある方。
○講師：三浦香澄氏、木村智子氏（NPO法人
Green Works）

○日時：6月8・22日、7月13・27日、9月14日
（第2・4日曜に開催）13：30〜1時間程度
○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。

○日時：6月14日(土)、
9月13日
（土）
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。
○協力：狭山公園友の会
○午後はガイドウォークを実施！

ガイドウォーク

午前はちょこボラを実施！

パークレンジャーが公園の自然を紹介します。
当日
受付

○日時：6月14日(土)
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。

ちょこっとボランティアin東大和公園

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。
当日
受付

○日時：7月12日
（土）
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。
○協力：狭山公園友の会
○午後はガイドウォークを実施！

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。

当日
受付

○日時：6月15日、
7月20日
（第3日曜に開催）13：30〜1時間程度
○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。

講師紹介

三浦香澄氏、木村智子氏（NPO法人Green Works）
『NPO法人 Green
Works』は、みどりを
通じて豊かな人間関
係をはぐくむ「コミュ
ニティガーデン」
を広
め、人の手が関わるこ
とによって、都市のみどりをより豊かにする
ために活動しています。
「思い」
と
「技術」の
両面を高めるのに必要なノウハウを伝授
いたします。

ガイドウォーク

午前はちょこボラを実施！

パークレンジャーが公園の自然を紹介します。
当日
受付

○日時：7月12日
（土）
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。

みんなで草取り。泥んこになって頑張ろう！
事前
申込

当日
受付

親子
おす に
すめ
！

○日時：6月25日、7月
23日、8月27日
（毎月第4水曜に開催）9：30〜12：30
○集合場所：東大和市立郷土博物館前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。

○日時：6月14日
（土）
10：00〜15：00
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家
○参加費：100円
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴。
○協力：野山北・六道山公園ボランティア

雑木林マイスタースキルアップ講座

案山子（かかし）づくり

「雑木林の植生を知る！学ぶ！考える！」
雑木林の手入れと植生管理の関係について学びます。

古着を着せて、案山子をつくり、田んぼに立た
せます。
事前
申込

事前
申込

○日時：6月21日
（土）
・
22日
（日）
9：30〜16：00 ＊2回連続講座
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家
○参加費：1,000円（資料代など）
○対象：高校生以上。両日参加できる方。
○締切：6月6日
（金）
○講師：平城尚史氏（NPO法人 地域自然情報ネットワーク）

竹づくし流しそうめん
竹の伐り出しから、青竹の食器づくりと夏の流
しそうめんを楽しみます。
事前
申込

○日時：7月13日
（日）
10：00〜15：30
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家
○参加費：1,000円（材料代など）
○対象：高校生以上。
○締切：6月27日
（金）
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

ガイドウォーク

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！

里山でゆるゆる田んぼの草取り

里山キッズレンジャー（夏編）

田んぼや雑木林の生きものさがし。
事前
申込
親子
おす に
すめ
！

○日時：7月21日
（月
祝）9：30〜14：30
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：100円
○対象：小学生以上。小学生は保護者同伴。
○締切：7月7日
（月）

親子
おす に
すめ
！

○日時：8月23日
（土）
10：00〜15：00
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家
○参加費：100円
○対象：2〜6名のグループ。小学生以下は保護
者同伴。
○協力：野山北・六道山公園ボランティア
○締切：8月8日
（金）

イベント申込方法
当日
受付
事前
申込

当日、集合場所へ直接お越し下さい。
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。

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
＜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 きてみて
＊天候などにより内容を変更する場合があります。
＊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。
＊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。

