みぬま秋フェス2015inさぎ山

プログラム（10/31・11/1・11/3）

10月31日(土)
プログラム名
語り部による歴史散策（見沼代用水東
縁）9:00～13:00
いきもの探検隊 見沼の自然を知ろう！
13:00～15:00

場所

参加団体

説明/費用
さぎ山記念公園周辺を、語りを中心に歴史探訪を楽しんでいただきます。当日受付は本部前で９：

公園内

見沼たんぼ地域ガイドクラブ

公園内

見沼たんぼ地域ガイドクラブ 人、小学生未満 無料】

５０頃まで受付（約４㎞、３時間）【３００円】
さぎ山記念公園 集合・解散（約１㎞、２時間）【高校生以上２００円／人、小中学生１００円／
当日受付は本部前で１３時頃まで受付します。

バザー（東北支援）、菓子販売

記念館前

おとめ（老止）クラブ

見沼自然公園内を回りながら植物・昆虫・鳥類などを観察します。
バザー、お菓子の販売を行います。

赤飯、菓子販売

記念館前

のらり

お赤飯、お菓子などを販売します。

野菜販売（東北支援）

記念館前

ファーム・インさぎ山

堆肥詰めほーだい！

記念館前

公園緑地協会

野菜を販売します。
公園樹木の剪定枝をリサイクルして作られた栄養のある堆肥を袋いっぱいに詰め込み、お持ち帰り

見沼氷川公園ハーブ園でとれたハーブ
ティー／香り袋作り体験
映画「白さぎと少年」

２階
学習室

13:30～14:30
11月1日(日)
プログラム名

浦和ハーブ友の会

いただくことで、家庭菜園やガーデニングなどにご活用いただきます。【無料】
見沼氷川公園ハーブを使った、香る小物の販売と、お買い上げいただいた方にカモミールの種をプ

レゼント♪
未来遺産・見沼たんぼプロ 1964年(昭和39年)に東映教育映画社が制作した「白さぎと少年」の上映会を開催します。さぎ山
ジェクト推進委員会

場所

に白さぎが群舞していた時代の貴重な映像。【３００円】

参加団体

説明/費用

バザー（東北支援）、菓子販売

記念館前

おとめ（老止）クラブ

バザー、お菓子の販売を行います。

味覚で秋を楽しもう

記念館前

グループ青空

見沼ファームの米を使った秋野菜のたきこみごはん、手作りケーキ等を販売します。

赤飯、菓子販売

記念館前

のらり

お赤飯、お菓子などを販売します。

野菜販売（東北支援）
ヨガレッスン

記念館前

ファーム・インさぎ山

芝生広場

ＹＯＧＡ３９

野菜を販売します。
見沼の自然をヨガを通して感じとることが目的です。内容は初心者の方でも安全に行えるヨガプロ

記念館前

NPO法人エコ．エコ

10:30～11:30
自然と遊ぼう＆学ぼう

学習室

NPO法人見沼ファーム21

10:00～12:00

13:00～15:00
11月3日(祝)
プログラム名

9:00～10:30、14:00～15:30
親子で写真を楽しもう♪

に行ったたんぼの生き物調べを解説しながら生物多様性やいのちの循環の重要性を伝えます。影絵
グループ「いろり座」の協力で「影絵見沼の竜」を演じて、見沼たんぼの紹介と水田・米つくりの
大切さを伝えます。【無料】

見沼のじゅず玉を使ってお手玉作り

里芋掘り

にして芽生えるための工夫なども紹介したいと思います。【２００円】
「見沼たんぼ体験水田米つくり」を実施している加田屋地域の水田で体験参加の子どもたちと一緒

「見沼たんぼの生き物調べ」発表会、見
沼の影絵を同時開催

グラム（60分）です。深い呼吸と共にゆっくりとした動きを行います。【無料】
・ブンブンごま ・泥団子 ・自然素材のメモフォルダー 木の実などを準備し、タネがどのよう

学習室

NPO法人見沼ファーム21

場所
記念館前

参加団体
ファーム・インさぎ山

写真ワーク

ショップ

公園内

見沼写真クラブ

10:00～11:30
押し花教室
10:00～12:00
ヨガレッスン
10:30～11:30
さんまを食べて東北を支援しよう
11:00～13:30

２階
芝生広場

ファーム・インさぎ山
ＹＯＧＡ３９

キャンプ場 ファーム・インさぎ山

（1）でっかい万華鏡をつくろう！／
（2）みぬまの自然で銅板レリーフを作

記念館前

創造アトリエ球（tama）

ろう

説明/費用
会場隣接の畑で里芋掘りを体験します。【８００円/kg程度（体験料込）】
当日本部で整理券を配布します！
親子参加型 写真ワークショップ
見沼の自然を親子で散策しながら写真撮影を楽しみませんか？カメラならなんでもOK
10時に記念館前に集合してください！【無料】
（携帯電話、スマートフォン、3DS、コンパクトデジカメ、一眼レフなど）
コースはさぎ山→さぎ山上の遊具→深井家長屋門前の道を抜けて見沼自然公園→さぎ山
草花を使って、押し花を作りましょう！【５００円】
見沼の自然をヨガを通して感じとることが目的です。内容は初心者の方でも安全に行えるヨガプロ
グラム（60分）です。深い呼吸と共にゆっくりとした動きを行います。【無料】
岩手県宮古市から旬のさんまを仕入れました！直火でさんまを焼き、見沼産のご飯をいただきま
しょう。数に限りがありますので、当日本部で整理券を配布します！【６００円】
（1）アップサイクルプロジェクト！埼玉県内の企業から出る廃材を使って新しいモノを生み出す
体験、見沼の自然を楽しめるあそび道具です。
（2）葉っぱや枝を使って、本格アート体験。「銅板でレリーフ」をつくります。壁飾りとしてお
部屋のおしゃれなインテリアに使えます。【３００円】

紙芝居、昔遊び、自然探索
11:00～12:00／13:00～14:00／

親子でお手玉つくりをし、完成後お手玉で遊びます。【１００円】

芝生広場

さいたま紙芝居研究会

秋の自然の中で紙芝居や昔あそびをします。（３回目は紙芝居のみ）【無料】

14:30～15:00
さいたま市の大部分(岩槻市分は除く)と上尾市・川口市・越谷市の一部は、江戸時代、幕府から紀
紀州鷹場の講演会
10:30～12:00

学習室

未来遺産・見沼たんぼプロ
ジェクト推進委員会

州徳川家にくだされた「紀州鷹場」として定められていました。「鷹狩」は、武家のたしなみ・遊
戯としての側面とともに、軍事教練、民情視察の要素もあり、「鷹場」の中の農民は、鶏・犬を飼
うことができないなど、様々な規制がかけられていました。この結果として、地域の野鳥類の特別
な保護がなされ、特別天然記念物となった「さぎ山」もそこから派生してきました。【５００円】
江戸時代まで続いてきた「鷹狩」は、明治時代以降、宮内省式部寮の所管となり一定の保護が加え

「ぬくめどり（鷹匠）」の上映会
13:30～14:40

学習室

未来遺産・見沼たんぼプロ られてきました。しかし、戦後は宮内庁からの保護もなくなり、今はまったく民間の鷹匠の努力に
ジェクト推進委員会

より、その伝統が保たれてきています。その現在の鷹匠と鷹との生活・活動を描いたドキュメンタ
リー映画です。【３００円】

パン・焼き菓子の販売
11:00～14:00
バザー（東北支援）、菓子販売

記念館前

大宮ゆめの園

天然酵母を使用したパンや焼き菓子を販売します。

記念館前

おとめ（老止）クラブ

バザー、お菓子の販売を行います。

赤飯、菓子販売

記念館前

のらり

お赤飯、お菓子などを販売します。

野菜販売（東北支援）
ビーズ製品、ステンシル布巾等の自主製

記念館前

ファーム・インさぎ山

野菜を販売します。

記念館前

春光園うえみず

ビーズ製品、ステンシル布巾等の自主製品販売を販売します。

記念館前

社会福祉法人親愛会
親愛南の里

施設で収穫した野菜（里芋、さつまいも等）、多肉植物の販売と展示

品販売
秋野菜と多肉植物

みぬま秋フェス2015inさぎ山

プログラム（11/7・11/8・展示）

11月7日(土)
プログラム名
さんまを食べて東北を支援しよう
11:00～13:30
気球搭乗体験

場所

キャンプ場 ファーム・インさぎ山
芝生広場

わらべうた・むかしのあそび・紙芝居
喜劇「吉宗と見沼」と紙芝居の上演
オカリナ演奏
餅つき（東北支援）
10:00～11:00
バザー（東北支援）、菓子販売

参加団体

芝生広場
芝生広場
公園内

説明／費用
岩手県宮古市から旬のさんまを仕入れました！直火でさんまを焼き、見沼産のご飯をいただきま

しょう。数に限りがありますので、当日本部で整理券を配布します！【６００円】
見沼たんぼ・さいたま市＆ 気球に乗って、見沼たんぼを眺めてみよう！（身長100センチ以上で搭乗可）当日の朝に整理券を
市民ネットワーク

さいたま子ども劇場
埼玉大学有機農業研究会

配布、先着約300名様。（雨や風により運行できない場合があります。）【無料】
大人も子どもも一緒にわらべうた。お手玉、けん玉で昔のあそび。参加者も演じられる参加型の紙
芝居。そしてみんなで一緒に歌いましょう。
見沼たんぼに関する喜劇「吉宗と見沼」を上演するとともに、創作紙芝居や日本昔話の紙芝居を上
演します。【無料】

ビッキー高橋

来場者のみなさんの前で、単独でオカリナを演奏します。

記念館前

ファーム・インさぎ山

餅つきで東北のもち文化を知っていただき、つきたてのお餅を販売します。

記念館前

おとめ（老止）クラブ

バザー、お菓子の販売を行います。

赤飯、菓子販売

記念館前

のらり

埼玉大学オリジナル商品の販売

記念館前

埼玉大学生活協同組合

お赤飯、お菓子などを販売します。
埼大饅頭、サクラリーフパイ、メリン水（ミネラルウォーター）、稲庭うどん、埼玉大学マスコッ

ブレスレットを作ろう

記念館前

のらんど・あぐり

トキャラクター「メリンちゃん」グッズ等を販売します。
数珠を使ってブレスレット、指輪を作ります。手作り品を販売します。

野菜販売（東北支援）
見沼の地産・地消を応援しよう（農産物

記念館前

ファーム・インさぎ山

野菜を販売します。

記念館前

見沼の農産物販売ボランティア 近隣農家が当日会場で野菜、花苗、切り花等を販売します。

記念館前

アトリエ・ゆう
NPO法人ゆうの樹

販売）
コスタリカのコーヒーを味わおう！
11月8日(日)
プログラム名
なたね油搾り体験、なたね油販売、風船
アート
ヨガレッスン
10:30～11:30
農かがく教室
じゃがいもまんじゅうつくり
14:00～15:00
気球搭乗体験

場所
記念館前

説明/費用
見沼たんぼ産の菜種からなたね油をしぼり出す実験を体験していただきます。
ＮＰＯ法人地域人ネットワーク なたね油の販売【大瓶：５００円、小瓶：３００円】も行います。売り切れの場合はご容赦くださ

芝生広場

ＹＯＧＡ３９

芝生広場

農かがく

学習室
芝生広場

参加団体

記念館前

餅つき（東北支援）

記念館前

グラム（60分）です。深い呼吸と共にゆっくりとした動きを行います。【無料】
体験しながら農業を科学しよう！「シャボン玉の中に入ってみよう！」などの実験をします。

【無料】
じゃがいもまんじゅうを作って、食べます！【２００円】
当日本部で整理券を配布します！
見沼たんぼ・さいたま市＆ 気球に乗って、見沼たんぼを眺めてみよう！（身長100センチ以上で搭乗可）当日の朝に整理券を
市民ネットワーク

創造アトリエ球（tama）

う
みぬま満喫カフェ

い。風船アートは風船で犬やサルなど楽しい造形を作ります。【１個１００円】
見沼の自然をヨガを通して感じとることが目的です。内容は初心者の方でも安全に行えるヨガプロ

おとめ（老止）クラブ

(1)でっかい万華鏡をつくろう！
(2)みぬまの自然で銅板レリーフを作ろ

コーヒー・お菓子・手作り品・雑貨を販売します。

キッチン＋ギャラリー
Tanpopo

配布、先着約300名様。（雨や風により運行できない場合があります。）【無料】
（1）アップサイクルプロジェクト！埼玉県内の起業から出る廃材を使って新しいモノを生み出す
体験、見沼の自然を楽しめるあそび道具です。
（2）葉っぱや枝を使って、本格アート体験。「銅板でレリーフ」をつくります。壁飾りとしてお
部屋のおしゃれなインテリアに使えます。【３００円】
みそ田楽（大根、こんにゃく） フランクフルト おにぎり（見沼の野菜入り）を販売します。

記念館前

ファーム・インさぎ山

餅つきで東北のもち文化を知っていただき、つきたてのお餅を販売します。

記念館前

のらり

お赤飯、お菓子などを販売します。

バザー（東北支援）、菓子販売

記念館前

おとめ（老止）クラブ

バザー、お菓子の販売を行います。

野菜販売（東北支援）
見沼の地産・地消を応援しよう

記念館前

ファーム・インさぎ山

野菜を販売します。

記念館前

見沼の農産物販売ボランティア 見沼の農産物を販売します。

記念館前

アトリエ・ゆう
NPO法人ゆうの樹

10:00～11:00
赤飯、菓子販売

（農産物販売）
コスタリカのコーヒーを味わおう！
10月31日(土)～11月8日(日)
プログラム名

場所

活動紹介

コーヒー・お菓子・手作り品・雑貨を販売します。

参加団体
NPO法人見沼ファーム21

説明
パネル展示等にて活動の紹介をします。

活動紹介

見沼たんぼ地域ガイドクラブ パネル展示等にて活動の紹介をします。

活動紹介

ファーム・インさぎ山

パネル展示等にて活動の紹介をします。

活動紹介

のらんど・あぐり

パネル展示等にて活動の紹介をします。

活動紹介
活動紹介

ロビー・
展示室

浦和ハーブ友の会

パネル展示等にて活動の紹介をします。

創造アトリエ球（tama）

パネル展示等にて活動の紹介をします。

広げようトラスト運動（次世代に残そう

公益財団法人さいたま緑の 緑のトラスト運動の普及啓発

見沼の自然を）
私の好きな見沼たんぼ写真コンクール

トラスト協会
さいたま市内のトラスト保全地の紹介、パネルの展示、トラスト運動についてのパネル展示等。
見沼たんぼ・さいたま市＆
私の好きな見沼たんぼ写真コンクール2015に応募のあった作品を展示します。
市民ネットワーク

2015 作品展示
見沼の音／見沼の風景画

図書ｺｰﾅｰ・

見沼たんぼ写真展 悠なる四季彩

ｷﾞｬﾗﾘｰ

上田智之

見沼の風景画を展示します。

里ほっと

写真ワークショップ｢里ほっと｣に集う仲間の写真展。

※プログラムの場所・時間・内容は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

