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さいたま緑の森博物館（通称：みどり森）は、狭山丘陵の北西部に位置

し、雑木林や湿地など昔ながらの里山の環境と、そこに暮らす生きもの

そのものが展示物の野外博物館（フィールドミュージアム）です。広さ

85.5haの敷地内にのびる散策路をたどれば、四季折々の里山の自然と

触れ合うことができます。

公共交通機関をご利用の場合、

小手指駅南口より西武バス「宮寺西」行き

または「金子駅入口」　行き乗車、約25分

「荻原バス停」下車、徒歩約10分

※駐車スペースに限りがありますので
　電車・バスをご利用ください。

開館時間

埼玉県入間市宮寺889-1

04-2934-4396

https://saitama-midorinomori.jp/

月曜日(祝日の場合は開館し翌日が平日の場合は休館)

祝日の翌日、年末年始

9:00～17:00

休館日

所在地

HP

電話･FAX

アクセス

※ 下のQRコードから開けます
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【価　 格】　1 セット 100 円

【価　 格】　1 セット 200 円

落ち葉で作るステンドグラス

　　「ステンドハッパ」 キット

落ち葉を拾って、 ステンドグラス

風のアートを楽しむキットです！

限定 50 セット（なくなり次第終了）

です。

管理作業で発生したシラカシの材を

使用して、 打楽器のクラベスを作れ

るキットです。

数量限定 （なくなり次第終了） です。

里山の材で作るクラベスキット

運命のガイドシート
みどり森モリ Month とは？
今年も 「緑の森フェスタ」 はお休み…

だけど、 気持ちの良い秋のみどり森を楽しんで

もらいたいということで、 11 月を通して里山を

楽しめる企画をたくさん用意しました。

皆さん、 遊びに来てくださいね＊

期間中いつでも楽しめる♪
案内所窓口で販売 ・ 配布しています。

秋の散策の楽しみ方を紹介する

セルフガイドシートです。

くじで引いたシートを持って

秋の森へ出発！

【参加費】　無料

さいたま緑の森博物館 ご利用案内

カンカン♪

今年の秋は

　　さいたま緑の森博物館で楽しもう！



予約制イベント

１） ご来館前に検温をしていただき、 平熱以上の発熱や

　　 咳や喉の痛みなどの症状のある方、 感染の可能性が

　　 ある方と濃厚接触があった方は来館をご遠慮ください。

２） 咳エチケットおよびマスク着用のご協力をお願いします。

　　※飲食時以外はマスクを着用しましょう

３） スタッフはマスクを着用して対応させていただきます。 　

～ご来館される方へお願い～

抽選のイベントは、 HP または電話にて仮受付後、 抽選後に当落の連絡をいたします。

先着順のイベントは定員になり次第締め切りとなります。

ツリークライミング体験会

展望広場に生える大きなクヌギに、 自分の力とロープを頼りに

登ります。 木の上からの眺めは格別です。

【日　 時】 11/14 （日）　　

　　　　　　　①9 ： 30 ～　 　②10 ： 30 ～

　　　　　　　③11 ： 30 ～　　④13 ： 30 ～

　　　　　　　⑤14 ： 30 ～ ※各回 1 時間

【対　 象】 小学生以上　（未成年は保護者の承諾が必要）

【参加費】 1 回 1,500 円

　　　　　　（指導料 ・ 保険代 ・ 道具レンタル代）

【定　 員】 各回 8 人 （先着順）

【申　 込】 10/14 （木） から受付開始、 定員になり次第受付終了

　　　　　　　HP または電話にてお申込み

　　　　　　　お申込み時にご希望の回をお伝えください。

【雨天の場合】　中止となります。

【講　 師】 ツリークライミングⓇチームももんがーず

土器メダルづくり

みどり森ガイドウォーク

里山体験教室 

　　『下草刈りとピザ作り』

里山で昔から行われてきた草刈りの作業を体験します。

作業後は、 ごほうびに石窯でピザを焼いて

食べます。

【日　 時】 11/20 （土）

　　　　　　　10 ： 00 ～　14 ： 00

【対　 象】 小学生以上

　　　　　　　（小学生は保護者同伴）

【参加費】 500 円 （材料費 ・ 保険代）

【定　 員】 10 人 （抽選）

【申　 込】 10/20 （水） ～ 11/2 （火） までに

　　　　　　　HP または電話にてお申込み

狭山丘陵では縄文土器が見つかることがあります。

そんな土器のような土製メダルを作って

みましょう。

※焼いた作品は 11/21 （日） 夕方以降に

　 お越しいただき、 引き取りとなります。

【日　 時】 11/7 （日） 　

　　　　　　①10 ： 00 ～ 12 ： 00

　　　　　　②13 ： 00 ～ 15 ： 00

【対　 象】 小学生以上　（小学生は保護者同伴）

【参加費】 500 円 （材料費 ・ 保険代）

【定　 員】 各回 10 人 （抽選）

【申　 込】 11/2 （火） までに

　　　　　　　HP または電話にてお申込み

　　　　　　　お申込み時にご希望の回をお伝えください。

案内所を起点に、 その日の見どころをインタープリターが

ご紹介します！

【日　 時】 11/14 （日） 埼玉県民の日

　　　       11 ： 00 ～ 12 ： 00

【対　 象】 どなたでも

　　　　　　（未就学児は保護者同伴）

【参加費】 無料

【定　 員】 10 人 （先着順）

【申　 込】 当日 10 ： 00 から窓口で受付

４） こまめな手洗いや消毒をお願いします。

５） 散策時や休憩時には、 他の利用者の方との距離を

　　 空けてください。

６） その他、 園内には感染防止のためのルール等の掲示を

　　 している場所がありますので、 案内の指示に従って

　　 ください。

当日窓口受付イベント
当日、 窓口のみでの受付となります。 先着順には

なりますが、 ぜひお時間合わせてお越しください。


