狭山丘陵の都立公園 お知らせ
◆狭山丘陵の都立公園のルール・マナー
狭山丘陵の都立公園（狭山公園、八国山緑地、東大和公園、野山北・六道山公園）
では、園内をだれもが気持ちよく使ってい
ただくために、以下のルール、マナーをお守りください。皆様のご理解・ご協力を何卒よろしくお願いいたします。

No.46
No.48 秋号
夏号
◆公園を利用の皆さまにアンケートを実施中

◆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

利用者満足度アンケートに協力いただいた皆様に公園オリジナルポ
ストカードをお配りしています！ぜ
ひ、
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（水）まで

◆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

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

開園年月日 昭和 63 年 6 月 1 日
開園面積
見どころ

昭和 12 年 4 月 29 日

202.5ha （H27 年 5 月 2 9 日現在） 23.3ha
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。

所在地
主な
アクセス

狭山丘陵の都立公園 メルマガ
狭山公園

八国山緑地

（H21 年 5 月 29 日現在）

平成 2 年 6 月 1 日
36.7ha

平成28年11月1日発行
平成28年6月1日発行

（H27 年 5 月 29 日現在）

八国山緑地に新しくトイレができました！
八国山緑地は、 尾根道を自然散策やウォーキン
グなどで多くの方にご利用いただいております。
しかし、 周囲にトイレが少ないため、 「トイレがほし
い」 という要望を多くいただいておりました。 その
ご要望にお応えし、 この春、 尾根道の西端に新し
く ト イ レ が 設 置 さ れ ま し た （開 錠 時 間 8 ： 30 ～
17 ： 30）。 このトイレは、 災害時には各個室が防災
用のマンホールトイレとしてもご利用いただけます。
ぜひ新設トイレを一度ご利用してみてください。
日増しに濃くなる緑が美しく、 生きものが賑わう夏
の八国山緑地の尾根道の散策も安心してお楽しみ
いただけます。

東大和公園

昭和 54 年 6 月 1 日
18.4ha

新設の西口広場トイレ

夏の小さな生きもの探し

（H11 年 5 月 31 日現在）

生きものたちで賑わう夏の里山。 今回は、 エゴノキを利用する小さな昆虫をご紹介します。
木々の緑が濃くなる頃、 エゴツルクビオトシブミがよく葉に留まっています。 体長は 6mm ほどで、
黒い体は漆器のような光沢があります。 オスだけに見られる長い首も特徴的です。 卵を葉で包んだ「ゆ
りかご」 も、 枝先に垂れ下がっているので探してみてください。
梅雨明け頃には、 エゴヒゲナガゾウムシが白い実に集まります。 体長は 5mm ほどで、 のっぺりした
平らな顔が特徴です。 オスの目は左右に突き出し、 産卵するメスの周囲を見張るのに適しています。
じっくり草木を探してみれば、 他にもたくさんの昆虫が見つかります。 この夏はぜひ、 小さな昆虫
たちに目を向けてみてください！ （杉山レンジャー）

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「西武遊園地駅」 西武西武園線「西武園駅」
下車 徒歩 3 分
下車 徒歩 5 分
又は「武蔵大和駅」下車 徒歩 5 分

西武多摩湖線「武蔵大和駅」
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（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います。

発行者：
発行日：平成28年6月1日

西武・狭山丘陵パートナーズ

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

ゆりかご
エゴツルクビオトシブミ
（オス）

エゴヒゲナガゾウムシ
（左：メス 右：オス）

６月～９月初旬の
イベントカレンダー

八国山ウォーキングレッスン

スポーツコーディネーターがウォーキングの「コツ」
を伝授します！専用の測定器を使った足裏測定つき。

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

ガイドウォーク

季節の生きものや自然の魅力を、パークレン
ジャーがご案内します！

FRIENDS OF SAYAMA PARK
メンバー 平成28年度 狭山公園友の会
募集 !

ボランティア説 明 会

事前
申込

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

自然のものを使った遊びや探検など、季節ごと
の自然の楽しみ方をパークレンジャーがご紹
介します！
当日
受付
親子
おす に
すめ
！

○日時：6月5日、7月3日、
9月4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
※8月は熱中症予防のため中止です。

事前
申込

先着順！
○日時：6月4日(土)10：00〜12：00
○集合場所：八国山緑地 西入口広場
○参加費：500円（保険料など）
○対象：中学生以上。中学生は保護者同伴。
○講師：三田央氏（ミズノスポーツサービス株
式会社）
○持ち物：動きやすい服装、運動靴、日焼け対
策、帽子、
タオル、飲み物など。
※お申し込み後はご案内は送付いたしません
ので直接集合場所にお越しください。

折り紙で七夕の飾りをつくります。短冊に願い
事もかけます！

当日
受付
親子
おす に
すめ
！

※8月は熱中症予防のため中止です。

ガイドウォーク

季節の生きものや自然の魅力を、パークレン
ジャーがご案内します！
当日
受付

○日時：6月12・26日、
7月10・24日、9月11・25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
※8月は熱中症予防のため中止です。

○日時：9月18日
（日）
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。

里山キッズレンジャー（夏編）

田んぼや雑木林では、昆虫を中心にたくさんの生
きものが元気いっぱい活動中！ 夏の里山を、
パークレンジャーと一緒に探検しよう！

事前
申込
親子
おす に
すめ
！

季節の生きものや自然の魅力を、パークレン
ジャーがご案内します！

○日時：6月19日、7月17日、
9月18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

当日
受付

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。

七夕かざりづくり

ガイドウォーク

当日
受付

○日時：7月16日（土）
10：00〜15：30
雨天決行・荒天中止
○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
○締切：6月26日
（日）
○講師：長野修平氏（ネイチャーワークス代表）

○日時：6月18日
（土）
11：00〜14：00
○集合場所：野山北・六道山公園 里山民家前
○参加費：無料
○対象：時間中、
どなたでも随時参加可能。
○協力：野山北・六道山公園ボランティア

○日時：7月23日（土）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。保護者同伴。
○締切：7月8日
（金）
○協力：野山北・六道山公園ボランティア

当日
受付

○日時：9月18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：どなたでも。小学生以下は保護者同伴
○服装：長袖、長ズボン
○持ち物：軍手、飲み物、タオル2枚か手ぬぐい2枚

案山子（かかし）づくり

古着を着せて、案山子をつくり、田んぼに立た
せます。

シュロ de ほうきづくり in 八国山

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。

東大和公園の自然観察会

「東大和市環境を考える会」の定例観察会です。
当日
受付

○日時：6月22日、
7月27日、8月24日
（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。
○共催：東大和市環境を考える会

事前
申込
親子
おす に
すめ
！

○日時：8月27日
（土）10：00〜15：00
少雨決行・荒天中止（延期日：8月28日
（日））
○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5日
（金）

事前
申込

○日時：9月22日(木・祝)、10：00〜15：30
○集合場所：八国山たいけんの里
○参加費：1,000円（材料費、保険料込）
○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）
○締切：8月31日
（水）

公園ボランティアを募集します。
どなたでもお
気軽にご参加ください。
◇活動内容：雑木林のお手入れや花壇のお手
入れ・イベントサポートなど
◇日時：9月11日
（日）、21日
（水）13：30〜15：30
※雨天決行、両日同じ内容

◇場所：狭山公園パークセンター
◇対象：どなたでも。小学生以下は保護者同伴
◇問合せ先：狭山公園ボランティア事務局
（ＴＥＬ：042-393-0154）

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 イベント
＊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。
＊お電話でのお申し込みはできません。

