
夕日台展望広場からの眺望

シュンラン カタクリ

春を彩る里山の花

　この時期は、 澄んだ空気に包まれ、 普段では見られない遠くの山々の眺望を楽しむことができます。

そこで、 狭山丘陵の西南端に位置する都立野山北 ・六道山公園からのビューポイントを紹介します。

①レンジャーおすすめコース！　大将山 （武蔵村山市三ツ木）

室町時代後期の武将・太田道灌が陣を構えた （太田道灌村山の陣） 地ともいわれています。 富士山、

奥多摩の山々の大パノラマが広がり、 眼下には横田基地、 武蔵村山市街地が見られます。

②親子の利用にぴったり！　夕日台展望広場 （瑞穂町石畑）

遊具広場が近く、 お子様連れで利用しやすくなっています。

富士山、 大山・丹沢山塊の壮大な山並みなどが一望できます。

③一等三角点も通る西側の散策ルート！　田保谷（瑞穂町高根）

西口駐車場から徒歩約 10 分。 秩父山塊、 奥多摩の山々は

もちろん、 他群馬、 日光連山が見える箇所もあります。 そ

のままお伊勢山遊歩道～浅間神社と巡って散策できます。

　各所には山並みなどの案内板を設置しています。 ぜひ、 公園

ＨＰなどで場所を確認しておでかけください。 晴れ渡った日には、

散策の合間に遠くの景色を見てリフレッシュしてみませんか？

都立野山北・六道山公園　ビューポイントご紹介！
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雑木林の木々が芽吹く頃、 足元にも色とりどりの花が咲き始めます。 今回は、 その中でも特に人気

のある２種類の花をご紹介します。

３月初旬には、 雑木林の風通しのよい場所などでシュンランが花を咲かせます。 淡い黄緑に紅紫の

アクセントを添えた花は、 春の日差しを浴び優しく透き通ります。

近縁のシンビジウムとは花の形が似ていますが、

野生に生きる凛とした美しさは格別です。

３月下旬には春植物の代表、 カタクリが花を咲か

せます。 薄紫色の花びらをダイナミックに反り返ら

せ、 まるで春が来た喜びを全身で表現しているか

のような姿です。

この２種類は一足早く花を咲かせ、 それに続くよ

うにたくさんの花や新緑が里山を彩ります。 狭山丘

陵の春を盛り上げる植物を、 ぜひお楽しみください。

※たくさんの方が楽しめるよう、 公園の植物は持ち帰

　らず、 見守っていただきますようお願いします。

杉山レンジャー

どうかん

た ぼ だ に

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。

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

狭山丘陵の都立公園　お知らせ

発行者：　　　　　　　　西武・狭山丘陵パートナーズ

発行日：平成28年1月4日

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

◆狭山丘陵の都立公園メールマガジン

野山北・六道山公園、狭山公園、八国山緑地、東大和
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　メルマガ

東大和公園狭山公園 八国山緑地
開園年月日 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） 36.7ha 　（H27 年 5月 29 日現在） 18.4ha 　（H11 年 5月 31 日現在）

昭和 63 年 6月 1日
202.5ha     （H27年 5月2 9日現在）

見どころ 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。

野山北・六道山公園

所在地 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「西武遊園地駅」
下車　徒歩 3分

 西武西武園線「西武園駅」
下車　徒歩 5分

西武多摩湖線「武蔵大和駅」
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
 「  

平成 28 年度
野山北・六道山公

園 ボ ラ ン テ ィ ア
説 明 会N o y a m a k i t a - R o k u d o u y a m a - P a r k  V o l u n t e e r

メンバー

募集！
2 / 1 6 , 2 1 , 2 7

（日）（火）
1 3 : 0 0 - 1 6 : 0 0

（土）

平成 28 年度 野山北・六道山公園登録ボラン
ティアに新規登録をご希望の方は、説明会に
必ずご出席下さい。（雨天決行 /参加無料）

※全 3回同じ内容

緑豊かな野山北・六道山公園で、里山の自然や文化を育てる公園ボランティアを募集します！
自然が好きな方、里山に興味がある方、ともにより良い公園づくりを進めていきませんか？
【場　所】　野山北・六道山公園　里山民家
【持ち物】　筆記用具、野外で歩きやすい服装＆靴　※当日登録の場合、登録料 1,200 円 / 人
【問合せ】　ボランティア事務局（里山民家）042-531-2330

宅部池の水を抜き、汚泥とゴミの除去、外来魚の防除を行い
ます。その様子を見学できます。ガイドウォークも行います。
◇場　所：狭山公園　宅部池
◇日　時：1月17日（日）10：00～15：00
◇内　容：かいぼりの様子の見学、ガイドウォーク
◇協　力：東京都、北川かっぱの会、認定NPO法人生態工房　等
　※かいぼりの見学は自由にできますが、かいぼり作業への
　　参加はできません。

宅部池 かいぼりの ―豊かな水辺を次世代に伝えるために―

見学自由

◆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：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



さやまキッズプログラム

○日時：2月7日（日）、
　3月6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：2月21日（日）、
　3月20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

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：1月10・24日（日）、
2月14・28日（日）、
　3月13・27日（日）（第2・第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

当日
受付

＊天候などにより内容を変更する場合があります。
＊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

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！

1 月～３月の
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。

カタクリ

きてみて里山！春のうららかウォーキング

○日時：3月26日（土）
　スタート受付 9：00～10：30
　ゴ ー ル受付 15：00まで
○スタート場所：狭山公園　桜口
　　　　　　　西武多摩湖線「西武遊園地駅」南口徒歩3分
　　　　　　　※受付後随時スタート
○参加費：無料
○コース（約13㎞）：狭山公園→東大和公園→
多摩湖堤体→トトロの森2号地→八国山緑地
→八国山たいけんの里→東村山市立北山公
園→狭山公園
○コース上各所でパークレンジャーや地域団体
による自然ガイドや野外展示を行います。

狭山公園、八国山緑地、東大和公園をめぐっ
て早春の狭山丘陵へ出かけよう！

竹 de サラダトングづくり

○日時：2月13日（土）
10：00～15：30
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：1,000円（材料代など）
○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）
○申込み締切：1月22日（金）

公園の竹を使って、食卓で活躍するサラダト
ングをつくります！

事前
申込

じっくり田んぼコース（年間登録制）

○日時：初回オリエンテーション（参加必須）
　3月20日（日）10：00～12：30
　※年間講座です。2回目以降のスケジュールは
　　決まり次第ＨＰなどでお知らせします。
○集合場所：野山北・六道山公園　里山民家前
○参加費：大人2,000円、子ども1,500円
○対象：里山に興味のある親子。子どもは年長
～小学6年生まで
○申込み締切：2月26日（金）

荒起こしから収穫までの田んぼ作業を中心
に、生きものの観察なども交えながら、1年を
通して里山で活動します。親子で一緒に里山
の豊かさを満喫し、暮らしと自然のつながり
について学んでみませんか。

事前
申込

ちょこっとボランティアin東大和公園

○日時：1月9日（土）、
　3月13日（日）　10：00～12：00
○集合場所：東大和公園　正門前
○参加費：無料
○対象：小学生以上。小学生は保護者同伴
○協力：狭山公園友の会

東大和公園の正門近くの雑木林を中心に、季節
ごとの森のお手入れを行い、子どもが遊べる森
づくりを行います。

当日
受付

かいぼり特別ガイドウォーク

○日時：1月17日（日）
　①10：30～
　②11：30～
　③13：30～
　④14：30～
　各回30分程度
○集合場所：狭山公園
　宅部池デッキ前
○参加費：無料
○対象：小学生以上。小学生は保護者同伴
○申込み締切：先着順。各回定員の20名になり
次第締め切ります。

※かいぼりの見学は自由にできますが、かい
　ぼり作業への参加はできません。

宅部池でのかいぼりの様子や、宅部池の生きもの
などについて、パークレンジャーが紹介します。

ガイドウォーク

○日時：1月9日（土）
13：00～1時間程度
○集合場所：東大和公園　正門前
○参加費：無料
○対象：小学2年生以上。2年生以下の方は保護者同伴

東大和公園を歩きながらパークレンジャーが公園
の自然の魅力を紹介します。

当日
受付

午前はちょこボラを実施！

先着1,000名に参加賞（公園特製カレンダー）をプレゼント！

親子におすすめ！

親子におすすめ！

当日
受付

東大和公園の自然観察会

○日時：1月27日（水）、
　2月24日（水）、3月23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
○主催：東大和市環境を考える会

「東大和市環境を考える会」の定例観察会
当日
受付

講演会「増える外来種　減る日本の自然」

○日時：2月7日（日）
13：30～15：30
○集合場所：瑞穂町郷土資料館 けやき館
○参加費：無料
○対象：高校生以上
○講師：五箇公一氏（国立研究開発法人 国立環境
　　　研究所　生物・生態系センター）
○申込み締切：1月16日（土）

里山における外来種問題について考えます。

事前
申込

八国山フォレストワーク

○日時：2月14日（日）
10：00～15：30
○集合場所：踏切口
のはらっぱ（八国山
たいけんの里近く）
○参加費：1,000円
（資料代、地元ごはん付き）
○対象：高校生以上。里山や雑木林について学
んだり、体験したい方
○申込み締切：1月29日(金)
○講師：松井一郎氏（NPO  birthフォレストマネージャー）

日本の伝統的な歴史や文化がつまった里山や
雑木林について学びながら、林の手入れを体験
し、地元ご飯をいただくプログラムです。

事前
申込

事前
申込

里山折り紙

○日時：2月20日（土）11：00～14：00
　＊時間内に随時参加できます
○開催場所：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2年生以下は保護者同伴

折り紙でお雛様を折ろう！
当日
受付
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！

森林インストラクター・東
京都環境局緑保全コーディ
ネーター。野山北・六道山
公園では、公園ボランティ
アによる雑木林安全管理研
修や保全活動のアドバイ
サーとして活躍している。


