
子どもと家族のための

緑と自然の環境体験フェスティバル
企画・運営 楽しむことを第一にみなみ野自然塾 

宇津貫緑地ログハウス
里山散策・再生作業体験・生き物観察・橋山塾長トーク

9.17 日

日

日

月

里山自然観察会

9.24 緑の“片倉つどいの森”フェスティバル
葉っぱで楽しもう ~スタンプアート~

昆虫さがしツアー 　〈午前・午後 各20組〉  

〈午前 20組〉  

フォトツアー　〈午前・午後 各20組〉
片倉城跡公園と広園寺と秋の花ガイドツアー

〈午後 15組〉

ハーブを楽しもう ~匂い袋とハーブティ~
市制100周年記念連凧100枚　〈午前・午後〉
『UR 八王子みなみ野シティ開発物語』コーナー

葉画家 群馬直美 & 植物ガイド 源原重行〈午前・午後 各24組〉

〈午前・午後 各50組〉
ガイド 鈴木泰

つどいの森 フォトコンテスト  9/16～10/10  ネットで募集

家族で、仲間で、一日楽しめるイベントいっぱい

10.8 さつまいも掘り
栃谷戸公園段々畑

10.9 ハロウィンを楽しもう
片倉つどいの森公園

カボチャ工作  仮装  ネイル・ラメなどは、中西忠一農園
山野美容芸術短期大学 東京造形大学 みなみ野自然塾のコラボレーションプログラムです 

公益財団法人高原環境財団  平成29年度助成事業『子供達たちの環境学習活動に対する助成事業』

同時開催 ●はしご車搭乗体験　●ミニホースとのふれあい馬車　●野菜即売会
●燃料電池機関車搭乗体験　●町会等の露店・キッチンカー10店

　
 

ハロウィンカボチャマフィンプレゼント 〈提供 （株）イタリアントマト〉
同時開催 ●秋の花摘み　●はしご車搭乗体験　●ミニホースとのふれあい馬車

●野菜即売会　●町会等の露店・キッチンカー10店
　

〈午前 50組〉

〈午前・午後 各50組〉
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参加費無料

八王子市  市制１００周年
第34回 全国都市緑化はちおうじフェア
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600個

　“楽しむことを第一に”　みなみ野自然塾 

 

20
周年

稲刈り

脱穀

収穫祭

ログハウス絵本とわらべ唄栃谷戸公園

発行人 みなみ野自然塾事務局  荒井嘉夫
e-Mail furamufuranda@gmail.com  

［環境共生］をまちづくのコンセプトに開発されたみな
み野で、里山文化の継承をテーマとして地元の人々と
移り住んだ人々との交流をしながら20年、田んぼ、畑・
里山保全の活動を土地の先輩を師として学び、汗を流
しています。平成14年には第22回緑の都市賞『内閣
総理大臣賞』受賞しました

みなみ野自然塾は八王子市と公園アドプト制度を締結し、栃谷戸公園と宇津貫緑地二つのフィール
ドで、市と協働しています。20周年企画の橋山塾長の「技を磨く」シリーズでは、それぞれの技を一年
を通してマスターしようという企画です。絵本とわらべ唄などの活動には子どもさんもたくさん参加し
ています。ご家族で、仲間で気軽にご参加ください。
年会費：大人１,２００円　子ども６００円　10月から３月までは月割引があります。

10月15日（日）

10月22日（日）

10月27日（日）

11月  5日（日）

11月12日（日）

11月19日（日）

11月26日（日）

12月10日（日）

12月17日（日）

日付 イベント フィールド
栃谷戸公園

宇津貫緑地

栃谷戸公園

栃谷戸公園

宇津貫緑地

栃谷戸公園

栃谷戸公園

栃谷戸公園

栃谷戸公園

田んぼ

ホタル沢

畑

田んぼ

稲刈り 〈体験入塾〉
稲刈り／里山保全／笹刈
大根植え付け
脱穀 〈体験入塾〉

里山保全活動
収穫祭／畑：里芋／大根収穫沢庵漬
里山保全活動
クリスマスツリーとわらべ歌／里山保全活動
お正月飾り作り／燻製

「稲刈り」と「脱穀」は予約いただければ、体験入塾ができます。
★予定は変更される場合があります。HPでご確認ください。

2017年10月からのスケジュール

みなみ野自然塾

里地里山の 
伝統文化の継承と 
新たな創造

新旧住民が 
協働しての 
まちづくり

次世代に 
継承する生活 
文化の創造 

くわしくは みなみ野自然塾ホームページで



緑の“片倉つどいの森”
　　　　　　フェスティバル

［葉画家 群馬直美］

［ガイド 久下谷清美］

［ガイド 鈴木泰］

［ガイド 長澤隆志］

共通

植物ガイド源原重行さんと葉っぱを集め、葉画家群馬さんとお好きな葉っぱに
インクをつけて、世界で一つのカードを作ろう。

午前受付／  9：40～  9：50 （自然塾受付）
　　実施／10：00～12：30
午後受付／13：00～13：10 （自然塾受付）
　　実施／13：30～16：00

午後受付／13：30～13：40 （自然塾受付）
　　実施／14：00～15：00

自然塾の久下谷さんとトンボ、蝶、カミキリムシなど
いろんな昆虫を探してみましょう。　 

“みなみ野フォトログ”長澤さんとスマデジカメで
自然を手軽に撮影してみましょう。

片倉城址～住吉神社～野草観察～小比企～広園寺~山田駅を鈴木さんと散策。

連凧で、つどいの森の空を彩りましょう。 

お気軽に立ち寄りください
栃谷戸公園のハーブで”匂い袋”を作ります ハーブティでくつろいでください。

会場：
片倉つどいの森日9.24

葉っぱで楽しもう ~スタンプアート~

昆虫さがしツアー 　

フォトツアー　

片倉城跡公園と広園寺と秋の花ガイドツアー

ハーブを楽しもう ~匂い袋とハーブティ~

市制100周年記念連凧100枚　

定員／午前・午後 各24組

先着／午前・午後 各50組 OPEN／10：30～、13：30～

午前受付／10：30～10：40 （自然塾受付）
　　実施／11：00～12：00

定員／午前・午後 各20組

定員／15組 受付／12：30～12：40 （自然塾受付）
実施／13：00～16：00 （京王高尾線 山田駅 解散）

凧揚げ／12：30～13：00、15：30～16：00

家族で、仲間で、一日楽しめるイベントいっぱい

同時開催 ●はしご車搭乗体験　●ミニホースとのふれあい馬車　●野菜即売会
●燃料電池機関車搭乗体験　●町会等の露店・キッチンカー10店
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『UR 八王子みなみ野シティ開発物語』コーナーG

各プログラム共通：原則1組2名以内 小学生以下保護者同伴　★定員越えは抽選となります

 

賞品：緑化フェアオリジナルグッズ

栃谷戸公園
　みなみ野５丁目北
　下車歩５分 

宇津貫緑地
　宇津貫緑地入り口
　下車歩５分
※みなみ野循環バスは
　午前午後回り方が
　変わります

片倉つどいの森
　バス路線ありません 

つどいの森
フォトコンテスト

日9.17 里山自然観察会

緑化フェアに参加して、昆虫・鳥・花
など豊かな自然と、イベントの楽しい

写真を応募してください。
応募方法など詳細はホームペー
ジをご確認ください。

バスルート

受付／10：00～10：10 （ログハウス前）

午前の部受付／  9：40～  9：50　10：00／10：30／11：00／11：30　定員／各12組
午後の部受付／12：30～12：40　13：00／13：30／14：00／14：30　定員／各12組

10：30～10：50
10：50～11：10
11：10～11：50
12：00～12：30

宇津貫緑地散策
キツネノカミソリ群生地再生作業体験
生き物観察 網の使い方～昆虫網・水中網
ログハウスにて、橋山塾長のトーク　～解散

定員／20組
会場：宇津貫緑地 参加費無料

日10.8 さつまいも掘り定員／50組
会場：栃谷戸公園

11：00／13：30　定員／午前・午後 各20組

参加費無料

月10.9 ハロウィンを楽しもう 会場：片倉つどいの森 参加費無料

〔
プ
ロ
グ
ラ
ム
〕

受付／10：00～10：10 （水盆前受付）
実施／10：30～11：30 サツマイモ掘り1組2株  持ち帰り

日10.15【雨天／　 　　　】

中西忠一農園 山野美容芸術短期大学 東京造形大学 みなみ野自然塾の
コラボレーションで実現したプログラムです。

カボチャ工作・仮装・写真コースA

10時から15時まで１時間ごとの定員制。毎時20分前に受付・抽選ネイル・ラメコースB

午前の部受付／10：30～10：40  午後の部受付／13：00～13：10 （自然塾受付・抽選）
農家訪問ツアーC

（自然塾受付）

ハロウィンカボチャマフィンプレゼント
〈提供 （株）イタリアントマト〉

同時開催 ●秋の花摘み　●はしご車搭乗体験　●ミニホースとのふれあい馬車
●野菜即売会　●町会等の露店・キッチンカー10店

1人1個
600個限定11：00／13：00

駐車場は
ありません
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