
参加費：無料

めざせ！！

in 埼玉

令和２年度文部科学省委託事業
子供たちの心身の健全な発達のための子供の自然体験活動の推進事業

「子ども森林インストラクター認定プロジェクト」
主催：（一社）日本森林インストラクター協会関東支部（埼玉地区指導者グループ）
お問合せ先：高杉 茂 メール：t_sigeru@hotmail.com 電話/FAX：04-2948-6471

プログラム

① 10/25(日) 「トトロの森から狭山湖を巡る」（所沢市）
② 11/22(日) 「国の天然記念物 長瀞溪谷ハイキング」と

「もみじの観察会」（長瀞町）
③ 12/20(日) 「ユガテの森で間伐体験と間伐材を使った

コースターづくり」（飯能市）
④ 1/24(日) 「ユガテの森で竹炭焼き体験と竹材使った

菜箸づくり」（飯能市）
⑤ 2/28(日) 「“里山に学ぶ”天覧山・多峯主山ハイキング」

（飯能市）
⑥ 3/20(土) 「国の特別天然記念物 田島ヶ原サクラソウ自生

地と秋ヶ瀬公園で生き物を探せ！！」
（さいたま市）

※1日ごとに申し込みできます。4日以上参加で「子ども
森林インストラクター」の称号が付与されます！

詳細及びお申し込み：『埼玉森林インストラクター会』

対象：小学生
定員：20名

(各回)

※予備日11/29(日）

※予備日3/7(日）

※予備日3/21(日）

スタッフ全員
埼玉森林

インストラクター

検索



期　日 テーマ及び内容 場　所 備　考

令和２年 「トトロの森から狭山湖を巡る　秋の生き物 トトロの森1号地 雨天中止

10月25日（日）　を見つけよう」 狭山湖

・自然保護について学ぶ。

・自然の仕組みについて学ぶ。

・生き物とふれあい、自然の楽しさを味わう。

令和２年 「国の天然記念物　長瀞渓谷ハイキング」と「もみじ 国の天然記念物 予備日

11月22日（日）の観察会」 長瀞渓谷 11月29日（日）

・長瀞渓谷で岩畳、ポットホール、秩父赤壁 自然の博物館周辺

　紅簾石片岩など地質学の貴重な自然を見学。 月の石もみじ公園

・自然の博物館周辺でもみじの観察会を実施。 蓬莱島公園

・蓬莱島公園を見学

令和２年 「飯能市・ユガテの森で間伐体験とコースター作り」 飯能市ユガテの森 雨天中止

12月20日（日）・間伐体験を通して林業や地球温暖化について

　学ぶ。

・間伐材でコースターを作る。

・森の植物や生き物を観察する。

令和３年 「飯能市・ユガテの森で竹炭焼き体験と菜ばし作り」 飯能市ユガテの森 雨天中止

1月24日（日） ・竹炭焼き体験を通して竹林の保全や竹炭の

　効能・利用方法について学ぶ。

・竹で菜ばしを作る。

・森の植物や生き物を観察する。

令和３年 「里山に学ぶ　天覧山・多峯主山ハイキング」 天覧山 予備日

2月28日（日） ・天覧山や多峯主山の地形や地層を学ぶ。 多峯主山 3月7日（日）

・動物や植物の観察を通して身近な里山の自

　然をじっくり観察する。

令和３年 田島ケ原 予備日

3月2０日（土） 秋ヶ瀬公園 3月21日（日）

・田島ケ原で国指定特別天然記念物のサクラ

　ソウ自生地を見学し、自然保護の歴史や自

　然の仕組みについて学ぶ。

・秋ヶ瀬公園でハンノキ林とミドリシジミ、

　ヤドリギとレンジャクの関係など植物と生

　き物の関係について学ぶ。

・日本最長のケヤキ並木を観察する。

令和２年度　埼玉地区「子ども森林インストラクター認定プロジェクト」実施計画

主　　催：一般社団法人日本森林インストラクター協会関東支部（埼玉地区指導者グループ）

申  込  み：高杉　茂　　t_sigeru@hotmail.com 

　　　　　ホームページに掲載されています。

　　　    　メールで上記のアドレスに申込んでください。申込書は「埼玉森林インストラクター会」の

「国の特別天然記念物　田島ケ原のサクラソウ自生地
と秋ヶ瀬公園で生きものを探せ！！」

そ  の  他：・各回の実施日の7日前に申し込みを締め切りますが、定員20名になり次第締め切ります。

　　　　　・申込受付後、詳細についてメールで連絡。

　　　　　・複数回の申込可。

　　　　　・参加費無料。ただし、入館料・交通費等は参加者負担。

                  ・3年生以下の参加者は、保護者が引率してください。



 
 

 
秋の生きものを見つけよう！ 

「トトロの森から狭山湖を巡る」 
 

西武鉄道・西武球場前駅からスタート。トトロの森を歩き、狭山湖・狭山自然公園

を巡り、秋の生きものを見つけましょう。                                                                                                   

 

 

開催日  2020年 10月 25 日（日） 

集 合  西武鉄道 西武球場前駅  午前 9 時  

解 散  西武鉄道 西武球場前駅  午後 3 時頃 

行 程  西武球場前駅～トトロの森～狭山湖・狭山自然公園～西武球場前駅 

（状況により、コース変更する場合あり） 

装備等  山歩き用の服装（長袖、長ズボン）山歩きに適した靴、昼食、飲み物、常備薬、 

雨具、観察用具（虫メガネ、あれば双眼鏡など）、帽子、マスク、 

除菌ウエットティッシュ、敷物、保険証など 

荒天時  小雨決行。荒天の場合は中止（中止の場合は、前日の午後、参加者宛に連絡） 

 

募集人員 20名（対象：小学生 ※小学校 3年生以下は保護者同伴、先着順） 

参加費  無料 

申込み  電子メールで下記の３項目を記入して申し込み下さい。申込書は「埼玉森林インス

トラクター会」のホームページに掲載されています。 

① 「トトロの森から狭山湖を巡る」  ②参加者の氏名、学年、生年月日、性別 

③保護者の氏名、住所、電話（携帯、自宅）、緊急時連絡先（電話、ＦＡＸ）、

メールアドレス  

 申込先  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂 

      電子メール:t_sigeru@hotmail.com 

締切り  2020年 10月 18 日（日） 

問合せ  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂 メール：t_sigeru@hotmail.com 

詳細   『埼玉森林インストラクター会』 

 

次回は１１月２２日（日）「国の天然記念物 長瀞溪谷ハイキング」と 「もみじの観察会」（長瀞町） 

2020 年 10 月 25日(日)実施 

 

検索   

めざせ！！子ども森林インストラクターｉｎ埼玉① 

          



 
 

岩畳等を見学し長瀞渓谷のほぼ全域を歩き、もみじを楽しむ 

「国の天然記念物長瀞渓谷ハイキング」と

「もみじの観察会」 
長瀞駅からスタート。岩畳の上を歩き秩父赤壁などを見学し、長瀞渓谷の生い立ち・

歴史を学ぶ。自然の博物館周辺でもみじの観察会を実施し、もみじを楽しむ。親鼻

橋を渡り、春日神社・蓬莱島公園を見学し、金石水管橋を渡り、長瀞駅に戻る。                                                                                                   

 

 

開催日  2020年 11月 22 日（日）【予備日 11 月 29日（日）】 

集 合  秩父鉄道長瀞駅  午前 9時  

解 散  秩父鉄道長瀞駅  午後 3時頃 

歩 行  長瀞駅～岩畳～自然の博物館周辺～月の石もみじ公園（昼食）～親鼻橋（紅簾石片岩

見学）～春日神社（見学）～蓬莱島公園（見学）～金石水管橋～長瀞駅（状況により、

コース変更する場合あり） 

歩行距離 約 8ｋｍ、歩行時間 約 2時間 30分、標高差 約 20ｍ       

装備等  山歩き用の服装（長袖、長ズボン）靴、昼食、飲み物、常備薬、雨具、観察用具（虫

メガネ、あれば双眼鏡など）、帽子、マスク、除菌ウエットティッシュ、敷物、保険

証など 

雨天時  予備日に延期 （延期の場合は前日の午後、参加者宛に連絡。予備日は雨天中止） 

 

募集人員 20名（対象対象：小学生 ※小学校 3 年生以下は保護者同伴、先着順） 

参加費  無料 

申込み  電子メールで下記の 4 項目を記入して申し込み下さい。申込書は「埼玉森林インスト

ラクター会」のホームページに掲載されています。 

① 「長瀞渓谷ハイキング」と「もみじの観察会」②参加者の氏名、学年、生年月日

性別 ③保護者の氏名、住所、電話（携帯、自宅）、緊急時連絡先（電話、ＦＡ

Ｘ）、メールアドレス ④予備日参加 可・否  

 申込先  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂 

      電子メール:t_sigeru@hotmail.com 

締切り  2020年 11月 15 日（日） 

問合せ  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂 メール：t_sigeru@hotmail.com 

詳細   『埼玉森林インストラクター会』 

次回は１２月２０日（日）ユカデの森で間伐体験と間伐を使ったコースターづくり（飯能市） 

 

2020年 11月 22日(日)実施 

   岩畳の上から見た秩父赤壁 荒川右岸にある春日神社   岩畳にできたポットホール 

検索   

めざせ！！子ども森林インストラクターｉｎ埼玉② 

          



 

 

飯能市ユガテの森で間伐体験とコースター作り 

間伐体験を通して林業や地球温暖化について考え、切った間伐材を使ってコー

スターを作ったり、ユガテまでの道中と帰り道は、森の動植物の観察をしながら

歩きます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

めざせ！！子ども森林インストラクターin埼玉③ 2020年 12月 20日（日）実施 

開催日 2020年 12月 20日（日） 

集 合 西武秩父線東吾野駅 午前 9時 

解 散 西武秩父線東吾野駅 午後 3時頃 

歩 行 東吾野駅～福徳寺～橋本山展望台～ユガテの森（間伐体験・昼食・コースター作

り）～車道経由～東吾野駅 

    ユガテまで観察しながらゆっくり歩いて約 1時間 30分ほど 

装備等 山歩き用の服装（長袖、長ズボン）靴、昼食、常備薬、雨具、観察用具（虫眼鏡、

あれば双眼鏡等）帽子、マスク、除菌ウエットティッシュ、敷物、保険証等 

荒天  中止（前日の午後、参加者宛に連絡） 

募集人員 20名 （対象 小学生、応募者多数の場合は先着順、3年生以下の参加者は行動

中、保護者が引率してください。） 

参加費  無料  

申込み  メールで下記の 4項目を記入して申し込み下さい。申込書は「埼玉森林インスト

ラクター会」のホームページに掲載されています。 

、①飯能市・ユガテの森で間伐体験とコースター作り ②参加者の氏名、学年、 

生年月日、性別 ③保護者の氏名、住所、電話（携帯、自宅）、緊急時連絡先 

（電話ＦＡＸ）、メールアドレスを書込み送信 ④交通手段（車 or電車） 

申込先  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂メール：t_sigeru@hotmail.com 

締切り  2020年 12月 13日（日） 

問合せ  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂メール：t_sigeru@hotmail.com 

詳細   『埼玉森林インストラクター会』 

 

検索 

mailto:t_sigeru@hotmail.com
mailto:t_sigeru@hotmail.com


   

 

飯能市ユガテの森で竹炭焼き体験 

竹炭焼き体験を通して竹林の保全と竹炭の効能や利用方法について学ぶ。ユガ

テまでの道中と帰り道は、冬芽の観察や樹木の特徴、鳥の観察を楽しみながら

歩きます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざせ！！子ども森林インストラクターin埼玉④ 2021年 1月 24日（日）実施

について 

開催日 2021年１月 24日（日） 

集合  西武秩父線東吾野駅 9時 

解散  西武秩父線東吾野駅 15時頃 

歩行  東吾野駅～福徳寺～橋本山展望台～ユガテ（竹林の観察・竹炭材の加工・ 

昼食・窯入れ・竹炭の効能と利用方法）～車道経由～東吾野駅 

    ユガテまで観察しながらゆっくり歩いて約 1時時間 30分ほど 

装備等 山歩き用の服装（長袖、長ズボン）靴、昼食、飲み物、常備薬、観察用具 

（虫メガネ、あれば双眼鏡等）、帽子、マスク、除菌ウエットティッシュ、  

敷物、保険証など 

雨天時 中止（前日の午後、参加者宛に連絡。） 

 

募集人員 20名（対象 小学生、応募者多数の場合は先着順、3年生以下の参加者は、 

行動中、保護者が引率してください。） 

参加費  無料 

申込   メールで下記の４項目を記入して申し込み下さい。申込書は「埼玉森林インス

トラクター会」のホームページに掲載されています。 

     ①ユガテの森で竹炭焼き ②参加者の氏名、学年、生年月日、性別、 

③保護者の氏名、住所、電話（携帯、自宅）、緊急時連絡先（電話、ＦＡＸ） 

④交通手段（車 or電車） 

申込先  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂メール t_sigru@hotmail.com 

締切り  2021年 1月 17日（日） 

問合せ  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂メール t_sigru@hotmail.com 

詳細   『埼玉森林インストラクター会』 

 

 

 

検索 

mailto:t_sigru@hotmail.com
mailto:t_sigru@hotmail.com


   

 

飯能市“里山に学ぶ”天覧山・多峯主山ハイキング 

天覧山、多峯主山の地層や地形と動物や植物の観察を通じて、身近な里山が人

間とのかかわりの中で、どのような生態系が維持されてきたかじっくり探索。

します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 2021年 2月 28日（日）【予備日 3月 7日】 

集合  飯能市市民会館西側駐車場 9時・西武池袋線飯能駅から徒歩 15分  

    電車で参加される方は、スタッフが改札口までお迎えに参ります。 

解散  飯能市市民会館西側駐車場 15時頃 

歩行  中央公園～能仁寺～十六羅漢像～天覧山頂上～雨乞いの池～黒田直邦の墓～ 

    多峯主山山頂～見返り坂（昼食）～天覧入り谷津田～飯能市市民会館駐車場 

    （状況によりコースを変更することがあります。） 

装備等 山歩き用の服装（長袖、長ズボン）靴、昼食、飲み物、常備薬、観察用具（虫メ

ガネ、あれば双眼鏡等）、帽子、マスク、除菌ウエットティッシュ、敷物、保険

証など 

雨天時 予備日に延期（延期及び延期日中止の連絡は前日の午後、参加者に連絡。） 

 

募集人員 20名（対象 小学生、応募者多数の場合は先着順、3年生以下の参加者は、行

動中、保護者が引率してください。） 

参加費  無料 

申込   メールで下記の 5項目を記入して申し込み下さい。申込書は「埼玉森林インス

トラクター会」のホームページに掲載されています。 

     ①“里山に学ぶ“天覧山・多峯主山ハイキング ②参加者の氏名、学年、 

生年月日、性別、③保護者の氏名、住所、電話（携帯、自宅）、緊急時連絡先

（電話、ＦＡＸ）④交通手段（車 or電車） ➄予備日参加 可・否 

申込先  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂メール：t_sigru@hotmail.com 

締切り  2021年 2月 21日（日） 

問合せ  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂メール：t_sigru@hotmail.com 

詳細   『埼玉森林インストラクター会』 

 

 

 

検索 

めざせ！！子ども森林インストラクターin埼玉⑤ 2021年 2月 28日（日）実施

について 

mailto:t_sigru@hotmail.com
mailto:t_sigru@hotmail.com


 
 

公園を散策し、サクラソウとマルハナバチ、ヤドリギ
とレンジャク、ハンノキとミドリシジミの卵等を観察 

国の特別天然記念物 田島ヶ原サクラソウ

自生地と秋ヶ瀬公園で生きものを探せ！！ 
西浦和駅からスタート。田島ヶ原サクラソウの自生地を見学後、秋ヶ瀬公園へ移動

し、こどもの国でヤドリギを見学。ピクニックの森でミドリシジミの食草ハンノキ

林を見学。国道２５４号線で日本一長いケヤキ並木を見学後、バスで南与野駅へ。                                                                                                   

 

 

開催日  2021年 3月 20 日（土）【予備日 3月 21 日（日）】 

集 合  ＪＲ武蔵野線西浦和駅  午前 9時  

解 散  ＪＲ埼京線南与野駅   午後 3時頃 

歩 行  西浦和駅～田島ヶ原サクラソウ自生地（サクラソウ他を観察）～秋ヶ瀬公園こどもの

国（ヤドリギを観察）～秋ヶ瀬公園ピクニックの森（昼食、ハンノキ林・昆虫・鳥な

どを観察）～下大久保バス停（ケヤキ並木を観察）→路線バス→南与野駅（状況によ

り、コース変更する場合あり） 

歩行距離 約 8.5ｋｍ、歩行時間 約 2 時間 30分、標高差 約 10ｍ       

装備等  山歩き用の服装（長袖、長ズボン）靴、昼食、飲み物、常備薬、雨具、観察用具（虫

メガネ、あれば双眼鏡など）、帽子、マスク、除菌ウエットティッシュ、敷物、保険

証など 

雨天時  予備日に延期 （延期の場合は前日の午後、参加者宛に連絡。予備日は雨天中止） 

募集人員 20名（対象：小学生 ※小学校 3年生以下は保護者同伴、先着順） 

参加費  無料（下大久保バス停から南与野駅までの路線バス代は参加者負担） 

申込み  電子メールで下記の 4 項目を記入して申し込み下さい。申込書は「埼玉森林インスト

ラクター会」のホームページに掲載されています。 

① 田島ヶ原サクラソウ自生地と秋ヶ瀬公園 ②参加者の氏名、学年、生年月日、性

別 ③保護者の氏名、住所、電話（携帯、自宅）、緊急時連絡先（電話、ＦＡＸ）、

メールアドレス ④予備日参加 可・否  

 申込先  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂 メール:t_sigeru@hotmail.com                

締切り  2021年 3月 13 日（土）  

問合せ  日本森林インストラクター協会関東支部 高杉茂 メール：t_sigeru@hotmail.com 

詳 細   『埼玉森林インストラクター会』 

        サクラソウ ハンノキとミドリシジミの卵 

 

 

2021 年 3 月 20日(土)実施 

検索   

ヤドリギとレンジャク 

          

めざせ！！子ども森林インストラクターｉｎ埼玉⑥ 



1

2

3

4

5

6

                                                                                                  令和 2 年　　月　　日　　　　　

狭山丘陵「トトロの森から狭山湖を巡る、秋の生き物を見つ

けよう！」

11月22日（日）

予備日11月29日（日）

12月20日（日）

（電話／ＦＡＸ）３、緊急連絡先

４、希望プログラム

10月25日（日）

「国の天然記念物　長瀞渓谷ハイキング」と「もみじの観察

会」

２、保護者 （フリガナ）

（氏　　名）

（住　　所）〒

  (携帯電話）　　　　　　　　　（メール）

子ども森林インストラクター認定プログラム参加申込書

飯能市ユガテの森で間伐体験とコースター作り

飯能市ユガテの森で竹炭焼き体験と菜ばし作り

”里山に学ぶ” 天覧山・多峯主山ハイキング

国の特別天然記念物[田島ケ原サクラソウ自生地]と秋ヶ瀬公

園で植物と生き物の関係を学ぶ

(希望するプログラムの番号を〇で囲んでください。複数可。）

  1月24日（日）

 2月28日（日）

予備日３月７日（日）

  3月2０日（土）

予備日３月２１日（日）

(予備日にも参加可であれば、予備日を〇で囲んでください。）

１、参加者 （フリガナ）

（氏　　名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　・　女　

（学　　年） （生年月日）

６、締め切り

　　　　　各実施日の7日前までに申し込んでください。ただし、定員（各回20名）になり次第

　　　　　締め切ります。

５、申込先（連絡先）

高杉　茂　t_sigeru@hotmail.com        電話・FAX：04（2948）6471

※申込用紙は、「埼玉森林インストラクター会」のホームページに掲載してありますので　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ダウンロードしてください。


