狭山丘陵の都立公園 お知らせ

No.37 秋号
No.39
◆野山北・六道山公園

里山民家

◆第６回狭山公園わいわいミーティング 開催！
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。

4

◆狭山公園友の会

【 缶バッジシリーズ 】

狭山丘陵にすむ生きもの

～野鳥～

「狭山丘陵にすむ生きもの」缶バッジの第２弾 全６種類！
を９月初旬から発売！狭山丘陵で実際に見ら
れる野鳥たちをぜひ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。

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

（H26 年 6 月 1 日現在） 23.3ha
200.0ha
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

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水曜日、
週末の活動もあります。
10：00〜12：00
◇問合せ先：狭山公園ボランティア事務局

狭山公園

昭和 12 年 4 月 29 日

新しくなった野山北・六道山公園の西側にきてみて！

◇日時：10月4日（土）10：00〜12：00
◇集合場所：狭山公園パークセンター前
◇参加費：無料。
どなたでもご参加いただけます。

9月30日
（火）
までかかしコンテストを開催中！田んぼを
守っている30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！
第２弾

平成25年11月1日発行
平成26年9月1日発行

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）

野山北 ・ 六道山公園の西側に広場 ・ 駐車場 ・ トイレが整備され、
6 月より西口広場として新しくオープンしました。 西口駐車場は旧
国道 16 号線沿いに面していて、 多摩西部や埼玉県からの車での
アクセスがより便利になりました。
西口広場より散策路を通って秩父山塊をのぞむ、 展望スポットの
田保谷がおススメです。 また、 北狭山の谷戸に広がる湿地や、 一
等三角点 「高根」 が設置されている三角点広場、 雑木林に囲まれ
た緑あふれる高根山遊歩道
やお伊勢山遊歩道へも足を
のばしてみて下さい。
狭山丘陵の西側に位置する
野山北 ・ 六道山公園から雑木
林と谷戸をめぐって、 初秋の
里山を満喫するのもいいです
ね。 新しい玄関口より散策へ
ぜひお越し下さい。
整備された西口の駐車場・トイレ

色あふれる里山の秋

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

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9月1日

西武・狭山丘陵パートナーズ

西口広場周辺マップ

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

ミゾソバ

キバナアキギリ

秋は紅葉に目が惹かれる季節ですが、 ぜひ足元
にもご注目ください。 狭山丘陵の公園では、 色鮮や
かな秋の花を楽しむことができます。
例えば水辺では、 ツリフネソウやミゾソバなどが
見られます。
ミゾソバは、 秋の水辺の代表的な植物。 ほんのり
赤みを帯びた米粒ほどの蕾をたくさんつけ、 秋の深
まりと共に透き通るような花を咲かせます。
雑木林の中では、 リンドウやキバナアキギリなどが
見られます。 少し暗い林内を好むキバナアキギリは、
まるで射し込んだ木漏れ日がそのまま花になったか
のような、 優しい色合いの花を咲かせます。
他にも様々な花が見られる里山の秋！ 季節を彩
る植物たちを、 ぜひご覧ください！
杉山レンジャー

9 月～ 11 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。

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。
当日
受付
親子
おす に
すめ
！

○日時：9月7日
（日）、
10月5日
（日）、11月2
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

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

○日時：9月21日
（日）、
10月19日
（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

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

○日時：9月14・28日、
10月12・26日、11月
9日
（第2・4日曜に開催）13：30〜1時間
○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

親子自然あそびプログラム
「0～2歳対象プログラム」

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
親子
おす に
すめ
！

○日時：10月26日（日）
10：00〜12：00 締切10月10日（金）
○集合場所：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
○対象：0〜2歳児をお連れの親子
○講師：春日 直子（一般社団法人 遊心）

親子自然あそびプログラム
「3,4歳対象プログラム」

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。

ちょこっとボランティアin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。お茶お菓子つき。
当日
受付

○日時：11月15日（土）
10：00〜12：00 締切10月31日（金）
○集合場所：八国山緑地踏切口の原っぱ（八国
山たいけんの里近く）
○参加費：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
○講師：春日 直子（一般社団法人 遊心）

ちょこっとボランティア 雑木林の下草刈り
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。
事前
申込

○日時：11月1日（土）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

○日時：9月13日
（土）、
11月9日
（日）
10：00〜12：00
○集合場所：八国山緑地踏切口の原っぱ（八国
山たいけんの里近く）
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴

公園で育てたラベンダーの匂い袋をつくります。
当日
受付

○日時：9月15日（月祝）10：30〜12：00
○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！
当日
受付
親子
おす に
すめ
！

○日時：11月3日（月祝）
写真はイメージです。
締切10月20日
（月）
○開催場所：狭山公園パークセンター前
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

○日時：10月19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
○協力：野山北・六道山公園ボランティア

シュロ de ほうきづくり

ガイドウォーク

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：11月9日
（日）
13：00〜14：00
○集合場所：八国山緑地踏切口の原っぱ（八国
山たいけんの里近く）
○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。お茶お菓子つき。
当日
受付

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

雑木林マイスター入門講座
～これから雑木林の活動を始める人のために～
これから雑木林で活動を始めたいという方、大歓迎！
全６回の連続講座！

○日時：10月11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
○午後はガイドウォークを実施！
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：10月11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

締切
9月19日（金）

○日時：10月5日（日）、25日（土）、
11月2日（日）、9日（日）、15日（土）、30日（日）9：30〜16：00
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：3,000円（資料代、保険代など）
○対象：高校生以上。全日程に参加可能な方
○講師：松井一郎氏（NPO birth）、平城尚史氏(NPO GCN)

里山ガーデナー講座～自然回復の理論と実践～
実例から学ぶ、自然回復の手法について実践を交えな
がら学んでみませんか。
全３回の連続講座！
事前
申込

【里山学校】稲刈り
みんなで収穫に汗を流してみませんか？
事前
申込

○日時：11月24日（月祝）
10：00〜15：30 締切11月10日
（月）
○集合場所：八国山緑地踏切口の原っぱ（八国
山たいけんの里近く）
○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）

事前
申込

ガイドウォーク
ラベンダーサシェづくり

里山秋祭り

事前
申込

事前
申込
親子
おす に
すめ
！

ナチュラル雑貨づくり(仮)

公園のナチュラル素材を活用した、雑貨づくり
を企画中！内容や参加費など詳細は、9月中旬
頃ＨＰで。

締切
10月15日（水）

○日時：10月30日（木）、11月6日（木）、13日（木）10：00〜15：30
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：1,500円（資料代、保険代など）
○対象：高校生以上。全日程に参加可能な方
○講師：泉健司氏（NPO法人 Green Works 顧問）

親子
おす に
すめ
！

○日時：10月12日（日）
10：00〜15：00
締切9月26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

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
（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
＊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。

