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ちちぶ　林業・木工体験　メニュー　一覧

メニュー 内容 団体名 電話 ページ

森づくり体験
間伐、枝打ち、薪割りを体験できま
す

1

200年生の森づく
り体験

選木、樹皮ガードの設置、散策がで
きます

2

県民の森 森林ハ
イク

四季折々のハイキングができます 3

ふれあい森林ト
レッキング

四季折々のトレッキングができます 4

木工ワークショッ
プ

状差し、小物入れ、貯金箱などの木
工品を制作できます

5

木の宝石づくり 木の宝石を制作できます 6

箸づくり
桜材を用いた木の箸を制作できま
す

7

木の藍染
木の器を藍で染める珍しい体験が
できます

8

卓上織機で柄織
り体験

卓上織機ORICCOによる柄織りが
体験できます

9

「独楽坂」づくり
動きの面白い木のおもちゃができま
す

10

「CoCo」づくり
回したり、転がして遊ぶおもちゃが
できます

11

おもしろ動物ワー
クショップ

古民家で糸鋸を使って動物を型抜
きします

12

"秩父の木のうち
わ”の型染体験

秩父のヒノキで作ったうちわに秩父
銘仙でも用いられる型紙を使って染
物体験ができます

13



ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 森づくり体験（間伐・枝打ち・薪割り）

内容

①間伐：鋸を使って人工林の不要木の伐採、枝払い、玉

切りを行う

②枝打ち：梯子に登って鋸で人工林の枝打ちを行う

③薪割り：薪割り機を使って薪を製造する

所要時間 ①～③の組み合わせにより、半日～１日

定員 指導員１名につき 5名ずつ×６班＝３０名

対象年齢 小学生高学年 ～ 大人

過去の実施歴
さいたま市上下流交流イベント（2016・2017 年）

PRコメント
日常を離れた森の中でリフレッシュできます。

林業、森の大切さを学ぶことができます。

注意事項

鋸や薪割り機などの刃物を使うため、けがに十分注意す

る必要があります。

①、②は実際の森林、③は薪製造施設まで移動する必要

があります。

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

材料費：基本的に無料

輸送費：森林、薪製造施設までの交通手段を確

保してください

指導料：１万円／指導員１名・１日×のべ日数

用意してほしいもの
軍手、動きやすい服装（長袖・長ズボン）、履き慣れて

滑りにくい靴

問合せ連絡先

団体名： 担当者名：

電話： FAX：

メール：
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 ２００年生の森づくり体験（選木・樹皮ガード・散策）

内容

①選木：200 年生に残す良い木を選んで印をつける

②樹皮ガード：クマやシカの食害を防ぐため、200 年生

に残す木に樹皮ガードを設置する

③散策：100 年生の森の自然を観察しながら散策する

所要時間 ①～③の組み合わせにより、半日～１日

定員 指導員１名につき 5名ずつ×４班＝２０名

対象年齢 小学生高学年 ～ 大人

過去の実施歴
市民参加型イベント（2017・2018 年）

PRコメント

普段目にする機会のない100年生の美林を見ることがで

きます。

日常を離れた森の中でリフレッシュできます。

林業、森の大切さを学ぶことができます。

注意事項
栃本市有林まで秩父市内から車で約１時間かかります。

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

材料費：基本的に無料

輸送費：栃本市有林までの交通手段を確保して

ください

指導料：１万円／指導員１名・１日×のべ日数

用意してほしいもの
軍手、動きやすい服装（長袖・長ズボン）、履き慣れて

滑りにくい靴

問合せ連絡先

団体名： 担当者名：

電話： FAX：

メール：
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名称 県民の森 森林ハイク

内容

四季折々の埼玉県県民の森で山野草や野鳥などの観察を２～３時間ほ
ど案内します。
希望に応じ、所要時間・テーマを設定することができます。

例えば
・春、秋の山野草や野鳥、昆虫など
・標高960ｍの低山ながら秩父盆地が一望できる素晴らしい景観を楽し
む丸山ハイキングなど

所要時間 120～180分

定員 20人まで（催行最少人数10人）

対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）

過去の実施歴

・土、日曜日のイベントとして、毎年季節ごとに開催。
・野鳥、山野草、昆虫の観察、本格的な登山など、テーマを設けて実施
している。
・通常は10名程度で開催。

PRコメント

身近な自然に出会える森　 森林浴の森日本100選
県民の森は、奥武蔵丸山（標高960ｍ）の北に広がる森林レクリエーショ
ンエリアです。森林や山野草などが四季折々に楽しめ、写真でしか見た
ことのない花や樹木、野鳥たちの自然な姿に出会えます。

注意事項
・内容により、雨天（荒天）の場合、開催不可となる場合がある。
・県民の森主催の設定イベント実施日は、対応不可。

費用
（材料費、指導料、交通費）

参加費：1人当たり 3,000円程度※ガイド2名随行の場合
（※参加人数、内容により変動する。資料代、準備費、事務費含む）

交通費：自己負担

用意してほしいもの
散策ができる服装・装備、トレッキングシューズ（運動靴可）、飲み物、雨
具、帽子、タオルなど

問合せ連絡先

団体名：
担当者：
電話：　   　FAX：
E-Mail：

ちちぶ　林業・木工体験　メニュー
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名称 ふれあい森林トレッキング

内容

四季折々の彩の国ふれあいの森で自然景観豊かな周辺の森林や中津
川の見どころ巡り、林業や樹木・植物のほか、地域の文化などに触れる
トレッキング。
希望に応じ、所要時間・テーマを設定可能。

例えば
・「樹木・植物観察」、「奥秩父の森林散策」、「氷壁ツアー（冬季限定）」な
ど

所要時間 60～120分

定員 20人まで（催行最少人数10人）

対象年齢 小学生以上（小学生は保護者同伴）

過去の実施歴

・土、日曜日のイベントとして、毎年10回以上開催。
・巨木、植物の観察、地域の文化や見どころを巡ったり、本格的な登山な
ど、テーマを設けて実施している。
・通常は10名程度で開催。

PRコメント

森林・林業を学ぼう！
自然の中で体験しよう！
大自然を感じよう！
「彩の国ふれあいの森」は、自然景観に恵まれた荒川上流の奥秩父、中
津川の水源地域に位置し、県民が自然とふれあいながら森林や林業に
ついて理解を深める場として整備されました。「埼玉県森林科学館」と「宿
泊施設こまどり荘」を中心とした拠点施設と3,000haの森の特色を生かし
て区分した「七つの森のゾーン」から構成されています。
特に紅葉の時期はお薦めです。ぜひ一度お越しください。

注意事項
・内容により、雨天（荒天）の場合、開催不可となる場合がある。
・森林科学館主催の設定イベント実施日は、対応不可。

費用
（材料費、指導料、交通費な
ど）

参加費：1人当たり 3,500円程度※ガイド2名随行の場合
（※参加人数、内容により変動する。資料代、準備費、事務費含む）

交通費：自己負担

用意してほしいもの
散策ができる服装・装備、トレッキングシューズ（運動靴可）、飲み物、雨
具、帽子、タオルなど

問合せ連絡先

団体名：
担当者：
電話：　              　FAX：
E-Mail：

ちちぶ　林業・木工体験　メニュー
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名称 木工ワークショップ

内容

「秩父産材」の木を使用した木工工作、木のぬくもりや香りを実感し、また
森林科学館では森林の働きや樹木のこと、木材の用途など、森林や木
材について学ぶことができます。

例えば
・状差し、小物入れ、家型貯金箱、マガジンラック、子ども用イスなど

所要時間 30～60分

定員 10人まで（催行最少人数5人）

対象年齢 小学生以上（小学生は保護者同伴）

過去の実施歴

・常時のイベントとして、毎年40回以上開催。
・10～20分程度の短時間で作製し、持ち帰れる手軽な木工工作として通
年実施している。
・通常は個人～20名程度で開催。

PRコメント

森林・林業を学ぼう！
自然の中で体験しよう！
大自然を感じよう！
「彩の国ふれあいの森」は、自然景観に恵まれた荒川上流の奥秩父、中
津川の水源地域に位置し、県民が自然とふれあいながら森林や林業に
ついて理解を深める場として整備されました。「埼玉県森林科学館」と「宿
泊施設こまどり荘」を中心とした拠点施設と3,000haの森の特色を生かし
て区分した「七つの森のゾーン」から構成されています。
特に夏休みや紅葉の時期はお薦めです。ぜひ一度お越しください。

注意事項
・森林科学館主催の設定イベント実施日は、対応不可。
・作る工程において、道具や機械の正しい使い方、組立て手順を指導し
ます。

費用
（材料費、指導料、交通費）

材料費：木工キット代　300円～1,000円程度
指導料：9,000円程度／日

交通費：自己負担

用意してほしいもの 動きやすく汚れても良い服装、飲み物、タオル、軍手など

問合せ連絡先

団体名：
担当者：
電話：　    　FAX：
E-Mail：

ちちぶ　林業・木工体験　メニュー
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 木の宝石づくり

内容

・木の破片を紙やすりで磨き、係員が金具を取り付け、

ひもを通してネックレスにする。

所要時間 5～10 分

定員 一度に 4～5名ずつ（指導員 1名の場合）

対象年齢 子ども～大人

過去の実施歴

豊島区「つながる WA」（2017 年）

森のめぐみの子ども博（2016 年）

さいたま市上下流交流イベント（2016・2017 年）

PRコメント

子どもから大人まで幅広い世代に楽しんでいただけま

す。（意外と大人が夢中になります）

刃物を使わないワークショップです。

注意事項
削りカスが出ます。

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

材料費：基本的に無料

輸送費：場合により発生

指導料：なし

用意してほしいもの 紙やすり（#100 番台と 200 番台の 2種類）

問合せ連絡先

団体名： 担当者名：

電話： FAX：

メール：

6



ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 箸作り

内容

・四角箸（箸の頭から先まで四角）の持手部分に刻み飾

りを入れて個々の創作箸を作る。（桜材の箸）

所要時間 約 1時間

定員 30 名位

対象年齢 小学生～大人

過去の実施歴

所沢市富岡小学校（2014 年～）

所沢市三ヶ島公民館（2009 年～）

秩父市立西小学校（2011 年～）

秩父市立第一小学校（2013 年～）

秩父はんじょう博、ムクゲ自然公園、ほか

PRコメント
物を作るよろこび・達成感を得ることにより、箸使いの

向上や木のぬくもりを感じる。

注意事項
削りカスが出る。蜜蝋は手で塗る。

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

1セット 1,000 円（箸使いの冊子を含む）

※遠方出張の場合は交通費要相談。

用意してほしいもの

次の用具は指導者が用意する。

箸（桜材）、箸袋、作業台、鉛筆、當木（あて木）、サン

ドペーパー（100 番、240 番）、蜜蝋、キッチンペーパー

問合せ連絡先

団体名：

担当者名：

電話：

FAX：

メール：
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 木の藍染

内容

・木片を染めてみた後、木の器を染める。

・商品は、後日、セラミックス仕上げをして発送。

所要時間 2時間前後

定員 5～10 人位

対象年齢 子ども～大人

過去の実施歴
なし

PRコメント
木が藍で染められる珍しい体験ができる。

注意事項
藍で汚れることあり。

予約必要。

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

1人 2,000 円ぐらいから色々。

郵送費別。

用意してほしいもの
長靴、前掛け、ゴム手袋

問合せ連絡先

団体名：

担当者名：

電話：

FAX：

メール：

工場・工房：
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 卓上織機で柄織り体験

内容

秩父材製・秩父生まれの卓上織機 ORICCO は、コンパク

トながら６００柄以上の織りが可能な珍しい織機。この

織機を知っていただく機会として、通常の手織体験教室

などでは実施していない「柄織り」をメインにしたマッ

ト等小物の制作を体験していただく。

所要時間 1～2時間（制作物による）

定員 4人（講師一人につき。現在 ORICCO 講師数は 7名。）

対象年齢
小学生以上～大人

（未就園児は保護者と一緒に参加可能）

過去の実施歴
手創り市（豊島区）、井のいち（練馬区）、あるぴいの銀

花ギャラリー（大宮市）、秩父銘仙館（秩父市）など

PRコメント

秩父材製・秩父生まれの卓上織機 ORICCO は、コンパク

トながら６００柄以上の織りが簡単に出来る珍しい織

機です。織機の敷居の高さをなんとかしたい！と思い、

秩父太織の国指定伝統工芸士と共同開発し、どこにでも

持ち運びできるコンパクトサイズでありながら、プロの

技も使える気軽な織機に触れてみてください。

注意事項
特になし。

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

制作物・体験者の人数・イベントの形式等によって変動。

用意してほしいもの 特になし。

問合せ連絡先

団体名：

担当者名：

電話：

FAX：

メール：
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 「独楽板」づくり

内容

板にヤスリがけをし、色を塗り、ネジ留めする。

所要時間 30 分

定員 4～5人

対象年齢 小学生～大人

過去の実施歴
なし。

PRコメント

板を手で回すおもちゃです。

動きの面白い木のおもちゃです。

刃物は使いません。

注意事項
汚れてもいい服装で。

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

材料費：￥500 1 セット

指導料：なし

用意してほしいもの なし。

問合せ連絡先

団体名：

担当者名：

電話：

FAX：

メール：
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

ワークショップ等の名称 「coco」づくり

内容

板にヤスリがけし、色を塗る。

紐で止めて出来上がり。

所要時間 30 分

定員 一度に 4～5名ずつ（指導員 1名の場合）

対象年齢 小学生～大人

過去の実施歴
なし

PRコメント
回したり、転がしたりして遊ぶおもちゃです。

刃物を使わないワークショップです。

注意事項
汚れてもいい服装で

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

材料費：￥500 1 セット

指導料：なし

用意してほしいもの なし。

問合せ連絡先

団体名：

担当者名：

電話：

FAX：

メール：
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 おもしろ動物ワークショップ

内容

古民家の納屋（土間）に電動糸のこ、ボール盤、サンダ

ーなど設置。

ヒノキの端材でペンダント、動物その他を糸のこで加工

し、サンダー、紙やすりで仕上げる。

所要時間 3～4時間

定員 20 人未満

対象年齢 子ども～大人

過去の実施歴

2018/7/21 古民家の納屋に電動糸のこ、ボール盤、サン

ダーなどを設置し、指導者を招いてワークショップを実

施。

2018/8/16 親子木工教室で糸のこ、サンダー、紙やすり

で製作・仕上げを実施。

PRコメント
意外とお母さんたちが木工遊びに夢中で製作意欲があ

りびっくりする。

注意事項

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

用意してほしいもの

問合せ連絡先

団体名：

担当者名：

電話：

FAX：

メール：
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ちちぶ 林業・木工体験 メニュー

名称 ”秩父の木のうちわ”の型染体験

内容

秩父のヒノキで作ったうちわに秩父銘仙でも用いられ

る型紙を使って染物体験を行います。

所要時間 ３０分～１時間

定員 １～２５名

対象年齢 ３歳～大人

過去の実施歴

特になし

PRコメント
秩父の木と秩父の伝統産業について学べる体験です。

注意事項
絵具で汚れても良い服装で参加してください

費用

（材料費、郵送費、指導料など）

材料費：１０００円

輸送費：場合によって必要

指導料：なし

用意してほしいもの
水道が使える環境が望ましい

問合せ連絡先

団体名：

担当者名：

電話：

FAX：
メール：
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