狭山丘陵の都立公園 お知らせ
◆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：〜11月15日（土）まで

◆狭山公園友の会

登録説明会を開催します

公園正門前の花壇の手入れや
イベント協力を行います。
ご興味
がある方は、
ご参加ください。
◇日時：①11月16日（日）13：00〜15：00
②11月19日（水）13：00〜15：00

◇場所：狭山公園パークセンター
◇問合せ先：狭山公園友の会事務局（担当：礒脇、俵谷）

◆東大和公園わいわいミーティング 開催！

◆野山北・六道山公園わいわいミーティング 開催！

東大和公園の北側に位置する
「はぐくむエリア」について皆さん
のご意見やアイディアをお寄せく
ださい！
◇日時：11月23日（日）9：30〜12：00
◇集合場所：東大和市 湖畔集会所
◇参加費：無料。
どなたでもご参加いただけます。

新しくオープンした公園の西側エ
リアのこれからを考えませんか？
皆さんのご意見・アイディアお待
ちしています。

日本の原風景「ススキ原っぱ」にきてみて！

◇日時：11月29日（土）9：45〜12：30
◇集合場所：野山北・六道山公園 西口駐車場
◇参加費：無料。
どなたでもご参加いただけます。

◆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

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
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

（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

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：

西武・狭山丘陵パートナーズ

発行日：平成26年11月1日

深まりゆく秋のやさしい日差しの下、 狭山公園の 「ス
スキ原っぱ」 ではススキの穂が風に揺られキラキラと輝い
ています。 ススキの草原は日本の原風景の一つ。 昔は茅
葺き屋根の材料などに利用するために茅場として維持さ
れてきましたが、 今ではその風景も見ることができる場
タモドキ
ホオジロ
ショウリョウバッ
所が少なくなりました。
そんな中、 狭山公園ではススキの大群生を楽しむこと
ができます。 大人の背丈以上あるススキでのかくれんぼ
や、 ススキの中の道を利用し冒険気分での迷路遊びもお
すすめです。
また、 この原っぱは生き物たちにとっても住み心地
の良い環境です。 ホオジロやショウリョウバッタモドキ
など、 草地で生活する生き物の住み家となります。 ス
スキを残すことで多くの生き物たちの暮らしを守ること
にもつながります。
日本の原風景でもあり、 生き物の心地良い住み家でも
青空に映えるススキ
ある 「ススキ原っぱ」 にきてみて！

里山を彩る冬鳥

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26年11月1日発行
No.37 秋号
No.40
晩秋号 平成25年11月1日発行

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

落葉が地面を覆う頃、 狭山丘陵の公園は多くの冬鳥たちで賑わいます。 ご紹介する２種のヒタキは、
暮れの里山に彩りを添える人気の高い冬鳥です。
雑木林で出会えるのは、 爽やかな瑠璃色と脇の黄色が鮮やかなルリビタキ。 幼鳥の頃は雄雌共に
薄茶色で、 雄は年を重ねるごとに瑠璃色が濃くなり美しさを増していきます。
広場や林縁では、 オレンジのお腹が目を惹くジョウビタキに出会えるかもしれません。 よく見ると、
銀色がかった頭部や羽の白い斑点など、 小さな体に様々な色を持ち合わせています。
どちらも色鮮やかなのは雄
だけで、 その美しさは雌へ
のアピールになります。 散策
中に出会えれば、 あなたも
きっとその姿に目を奪われて
しまうはず！
この冬は双眼鏡を手に、
狭山丘陵にきてみて！
杉山レンジャー
ルリビタキ

ジョウビタキ

11 月～ 1 月初旬の
イベントカレンダー

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。
事前
申込

野山北・六道山公園、狭山公園、

親子
おす に
すめ
！

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：11月2日
（日）、
12月7日
（日）、1月4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：11月16日（日）、
12月21日（日）、
1月18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：11月9日
（日）、
11月23日
（日）、
12月27日
（土）、1月11日
（日）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

○日時：12月13日（土）
10：00〜12：00 締切11月28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：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）

里山キッズレンジャー（冬編）

パークレンジャーと冬の生きもの観察、落葉
かき、焼き芋作りなどをします。
事前
申込
親子
おす に
すめ
！

○日時：12月23日（火祝）
10：00〜14：30 締切12月9日（火）
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：100円
○対象：小学生とその保護者

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

里山の豊かな恵みをみんなで祝います！
当日
受付
親子
おす に
すめ
！

○日時：12月14日（日）10：00〜14：00
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：200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

正月飾りづくり

公園の田んぼで育った稲わらで作ります！
事前
申込

○日時：12月20日（土）10：00〜15：00
締切12月5日（金）
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：300円
○対象：高校生以上

○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。小学生は保護者同伴
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

日本野鳥の会奥多摩支部

写真展

狭山丘陵の野鳥たち（仮）

狭山丘陵で見られる野鳥をご紹介します。
○日時：11月1日
（土）〜
11月15日
（土）
9：00〜17：00
○場所：野山北・六道山
公園インフォメーショ
ンセンター（管理所）
○入館：無料

狭山公園友の会

登録説明会

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：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
収穫祭

材料の採取から挑戦！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

○日時：11月9日
（日）、
1月11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

ガイドウォーク

シュロ de ほうきづくり

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

○日時：12月20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

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：11月26日（水）
12月24日（水）9：30〜12：30
○集合場所：東大和市郷土博物館前
○参加費：無料
○対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴
○共催：東大和市環境を考える会

オギ de ほうきづくり

オギ（ススキの仲間）で、ほうきづくりに挑戦！
事前
申込

事前
申込

○日時：1月31日（土）10：00〜15：30
締切1月16日
（金）
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：1,000円（材料代、保険代など）
○対象：高校生以上
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

●日時
10：00〜15
30〜12：00
30
○日時：①11月20日
①11月16日（水）
（日）13
②11月24日
13：30〜15
②11月19日（日）
（水）
00〜15：30
00
●場所
○場所：狭山公園パークセンター（管理所）
●服装
○服装：野外で歩きやすい服装と靴
●参加費
○参加費：無料 ●対象
○対象：どなたでも。

イベント申込方法
SAYAMA HILLS DAY
自然の中でゆったり時間を過ごすパークヨガや地元
農家・カフェ等によるマルシェ、クラフトコーナーなど
自然を満喫できるプログラムを開催します。
当日
受付

※一部事前申込み、
有料のイベントもあります。

○日時：11月3日（月祝）
10：00〜15：30
○場所：狭山公園 風の
広場
○参加費：無料
※写真はイメージです。
○対象：どなたでも。
○内容：パークヨガ、
ミュー
ジックライブ、ガイド
ウォーク、
ファーマーズ
マーケット、ススキdeほ
うきづくり(※事前申込)、
ハンモックコーナー、
クラフトコーナー
and more！
！
○主催者：狭山丘陵フェア実行委員会

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。

