
さいたま緑の森博物館ニュースレターは、みどり森の様々な情報を年４回お届けいたします

№43
さいたま緑の森博物館
　ニュースレター はくぶつかんだより
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緑の森博物館では、以下の8つのルールを守って楽しく過ごしていただくようにお願いしています。

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電車・バスをご利用ください。

❶ 植物や野鳥、小動物、昆虫等の生きものをむやみにとったり、

　　傷つけたりしないでください。

❷ 他から持ち込んだ動植物（外来種）を放さないでください。

❸ 原則として広場や観察路以外の場所に入らないでください。

❹ 犬などのペットを放さないでください。

　（フンの後始末もしっかりと行いましょう）

❺ 車道以外の場所には、自転車やバイクで入らないで

　 ください。

❻ バーベキューや花火など火を使わないでください。

❼ ゴミは持ち帰りましょう。

❽ ラジコンやドローンは使わないでください。
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P

PP

荻原 バス停

案内所

　秋が深まってきました！ここはコナラなどが多く、

「紅葉」よりは「黄葉」といった風景です。

　その後舞い降りた落ち葉は生きものたちの大切な糧と

なるのですが、森の生きものだけでなく私たちスタッフ

も、落ち葉が大好きです！なぜなら…楽しいから！！

　歩いた時のサクサクいう音、風が吹いた時の落ち葉ふ

ぶき、こっそり隠れている生きものたち。どれも今だけ

のお楽しみです。みなさんはどう楽しんでいますか？

　中面では、スタッフお気に入りの葉っぱあそびをご紹

介しますので、大人の方も子どもたちも、散策の折にぜ

ひやってみてくださいね。

2021年10月発行　　　さいたま緑の森博物館　指定管理者：株式会社自然教育研究センター

～園内に咲いている植物、実のなっている植物は、採取しないようお願いします～

　これから、たくさんの花や実が見ごろを迎えますが、採取されてしまうと種子ができず、植物は個体数を増やすこと

ができなくなってしまいます。いまだ、採取により年々減っている植物もありますので大切に見守ってください。

　散策・観察マナーにご協力をお願いいたします。

★新型コロナウイルス感染症対策によるイベント対応について

　各種イベントは、感染症対策のため定員を当初の予定より減らした上、内容の調整を行い実施しております。その他、変更等が

　ある場合には、当館ホームページにてご案内いたします。

　また、当館スタッフも感染症対策に努めますが、イベントに参加される際は、ご自身でも感染症対策（マスク着用、手洗い、

　参加前の検温、消毒等）をお願いいたします。感染防止のための対策に、ご理解ご協力をお願い致します。

対　象：小学生以上

　　（小学生は保護者と参加）

定　員：10名（抽選）

参加費：500円（保険・材料代）

実施日イベント名 対象、定員等 概要 申込期間

雑木林の管理作業の1つで、冬の落

ち葉掃きの準備として大切な「下草

刈り」を体験します。作業の後はピ

ザ窯でピザを焼いて食べましょう。

10/20(水)

　～11/2(火)

みどり森インタープリターの “四方山（よもやま）話”
さいたま緑の森博物館（通称：みどり森）のインタープリターによる四方山話のコーナー。みどり森で起こった出来事
や面白いこと、ビックリしたことなどを、各号スタッフが持ち回りでお届けします。

「伝え・守り・残すこと」

散策時の注意事項

＜ナラ枯れの対処と思うこと＞
　みどり森では、雑木林を保つために人の手を入れ、管理するエリアがあり、毎年『萌芽による林の更新
をねらった伐採』を行っています。しかし、昨年からナラ枯れの影響で園路沿いで立ち枯れる木が増え
たため、その木を優先的に伐採しなければならず、計画的な伐採ができませんでした。
　昨年の休館期間中は、案内所のスタッフも一部ナラ枯れの木を伐って、割って、燃やすなどの対応をし
ましたが、今年は昨年を上回る本数が枯れていて、そちらの対処も限界がありそうです。
　これではみどり森の展示である『狭山丘陵の雑木林』を保つことができなくなってしまう！と危機感
を募らせています。人によっては「ナラ枯れは森の更新になるから…」と言う意見もありますが、みどり
森では昔ながらの『狭山丘陵の雑木林』を展示として残さなければならいので、ナラ枯れの被害を無く
し、計画的な雑木林の伐採を行うことが重要です。
　アウトドアブームが来ている今、自然を楽しむだけでなく守り、残して行く仲間が増えれば雑木林を
良い状態に保っていけるかも…と、可能性を感じています。ぜひ一緒に雑木林の手入れをしませんか？

＜インターンや博物館実習の受入＞
　8・9月でインターン実習2名と博物館実習4名を受け入れし、それぞれ、2週間程の期間で雑木林の管
理、イベントや展示での解説活動について体験してもらいました。
　実習期間中は、スタッフはふだんの業務も並行して進めながら、イベント時は参加者に加え実習生の
動きにも気を配るなど、正直なところいつも以上に忙しくなります。それでも、実習終了時に学生の感
想を聞くと様々なことが伝わっていて「受け入れてよかった。」と思えます。
　『博物館として展示を維持し来館者に分かりやすく伝える』、その為の方法を日々考え実践すること
を少しでも知ってもらうために、これからも実習を受け入れて行くことは、みどり森の役割として必
要なことだと感じています。

今号の担当：青野倫行（マイマイ）

11/20（土）
「下草刈りとピザ作り」

里山体験教室

10:00～14:00

森モリmonth

対　象：小学生以上

　　（小学生は保護者と参加）

定　員：各回15名（抽選）

参加費：300円（保険・材料代）

対　象：小学生以上

　　（小学生は保護者と参加）

定　員：10名（抽選）

参加費：500円（保険・材料代）

雑木林の管理作業の1つで、落ち葉

掃きを体験します。落ち葉を集めて

堆肥箱いっぱいにしたら、ごほうび

の焼き芋を焼いて食べましょう。

11/12(金)

　～25(木)

12/12（日）

12/18（土）
「落ち葉かきと
　ごほうびの焼き芋作り」

里山体験教室

10:00～12:30

※どちらかにお申込みください

10/20(水)

～11/2(火)

当館の田んぼで採れた稲わらを使っ

てしめ縄を作りましょう。お正月準

備に込められた願いなどについても

楽しく学びます。

12/25（土）
「お正月のしめ縄飾り作り」

里山文化講座

10:00～12:30

11/25(木)

～12/8(水)

11月の一か月間に、懐かしのものから新企画のものまで、多数のイベントを開催いたします。森モリmonthのチラシや

ホームページにて詳細をお知らせしていますので、そちらをご覧ください。

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休館)

祝日の翌日、年末年始

9:00～17:00

さいたま緑の森博物館 利用案内

緑の森博物館の 利用ルール

狭山丘陵の北西部に位置する、里山の自然
そのものを展示とした野外博物館です。

休館日

所在地

HP

電話･FAX

アクセス

※ QRコードから開けます

電話（04-2934-4396）で博物館までご連絡ください。
また、当館ホームページからもお申し込みできます。イベント情報（10～12月）

10:00～13:30

子どもの成長段階や好奇心に

合わせながら、親子で里山の

自然の中で遊びます。お弁当

と飲み物持参。お菓子付き。

里山ようちえん【カエル組】
12/5（日）

12/8（水）

11/5(金)

　～18(木)

11/9(火)

　 ～21(日)

対　象：R3年4/1時点で

【カエル組】満4・5歳児と親御さん

【オタマ組】満2・3歳児と親御さん

定　員：各10名（抽選）

参加費：親子2名で1,000円、

　　　　1名追加ごと500円
里山ようちえん【オタマ組】

みどり森の紅葉については、

楽しいぬりえつきのバックナンバー

No.15もご覧ください！（窓口で配布中）

10:00～13:30



窓口にて、
落ち葉のステンドグラスと同じ
遊びのできるクラフトキット

「ステンドハッパ」を販売します♪
期間は11月の1ヶ月間を
予定しています。
（なくなり次第終了）

落ち葉の季節がやってきた！落ち葉の季節がやってきた！

葉っぱあそび葉っぱあそび
秋冬編秋冬編

色さがし色さがし

葉っぱかいじゅうをさがせ葉っぱかいじゅうをさがせ

葉っぱのグラデーション葉っぱのグラデーション

落ち葉のステンドグラス落ち葉のステンドグラス

葉ならびクイズ葉ならびクイズ

あそび①あそび①

あそび②あそび②

あそび⑤あそび⑤

葉っぱひこうき葉っぱひこうき

あそび④あそび④

あそび② +１あそび② +１

葉っぱグラデーション
画伯！

葉っぱグラデーション
画伯！

あそび② +１あそび② +１

あそび③ +１あそび③ +１

かおさがしかおさがし
あそび③あそび③

色えんぴつや折り紙など、色が分かり
やすいものを持って出発！

同じ色の葉っぱを探してみましょう！
「みどり」や「ちゃいろ」でも
本当に同じ色は見つかるでしょうか？

穴のあいている葉っぱなど、
顔に見えるものを探してみましょう！
笑っている？怒っている？？

白い紙など、影がよくうつるものを
用意して、葉っぱの影をうつして
みましょう。
どんなシルエットが現れましたか？
こわーい怪獣が隠れているかもしれません。
名前をつけてみても楽しいですよ。

落ち葉を何枚か拾ってみましょう。
あなたはどんな葉っぱがお気に入り？

拾った落ち葉を、色が近い順に並べてみま
しょう！黒い布の上に並べれば、より一層
色が映えて楽しめます。
これだけで、作品の
出来上がり。

窓口の近くにかざってある
「葉っぱイモムシ」。
「これは何ですか？」と
聞かれることが多いのですが、
実はただ「落ち葉を串ざしにして
固めただけのもの」です。
子どもたちの暇つぶしに作ったの
ですが、形が不思議で目をひくの
と、生きものがすみかに使ってい
るようで、一石二鳥です！

ほかにも、「大きさ順」
「ギザギザが少ない順」
など違う視点で並べて
みても楽しいですよ！

葉っぱの色を使って、似顔絵や生きものなどを
描いてみましょう。他の来館者もビックリ！？

他の人と、何の順番で並べたか
当てっこをしてみましょう！

【使うもの】色えんぴつ（または折り紙）

【使うもの】白い紙

窓口にある葉っぱ
のかたまりは何？
窓口にある葉っぱ
のかたまりは何？

【使うもの】なし（あれば黒い布）

黒い紙をまるやしかくなどの形に
くりぬいて、ケースに入れます。

赤や黄色など、色づいた葉っぱをケースに
入れていきます。

くりぬいたところから葉っぱが見えるようにして、
明かりに透かすと・・・？

ご自宅の窓辺などに飾ってもすてきですよ♪

【使うもの】透明なケース、同じサイズの黒い紙

葉っぱあそびのイロハ葉っぱあそびのイロハ
みどり森みどり森

葉っぱは木からとらず、
拾って楽しみましょう！

地面に落ちた葉っぱは、

樹上を見るよりも私たちに近く、より身近に感じられる気がします。

みなさんもひとつ手に取って、この季節を楽しんでみてください。

【イ】【イ】

【ロ】【ロ】

【ハ】【ハ】

芸術の秋！あなたの葉っぱ
あそびで、地面をさらに
素敵にしましょう！

ヤマウルシにはご注意を！
（真っ赤な紅葉が
　きれいでも触らない）

作品は
写真に

収めて
、

ぜひス
タッフ

や

まわり
の方に

も

見せて
くださ

いね。

大きくてかための葉っぱを探します。
ホオノキやクヌギがおすすめ。

葉脈に沿って、ひこうきの形に
切り取ります。

形ができたら、すーっとなめらかに
飛ばします。

うまく飛ばないときは、
前後や左右の重さのバランスを
調整してみましょう！


