
エコツアー参加の際は公共交通機関が便利です

飯 能 市 エコツ ーリズ ム 推 進 協 議 会

■ 西武線利用  「池袋駅」から西武池袋線で「飯能駅」まで約50分

■ JR利用  「八王子駅（東京都）」からJR八高線で「東飯能駅」まで約40分、 
 「大宮駅（埼玉県）」からJR川越線・八高線で「東飯能駅」まで約1時間

飯能市役所　観光・エコツーリズム推進課
☎042-973-2111（平日8:30〜17:15）　 eco2@city.hanno.lg.jp  
〒357-8501 飯能市大字双柳1-1

名栗地区などのエコツアーは国際興業バスでの利用が便利です

⃝国際興業バス飯能営業所    ☎042-973-1161   http://5931bus.com/

　　　@hanno_ecotour hanno_eco2

今号のおすすめ
里山を五感で味わう　

こんにゃく手作り体験！

　斧で薪割り体験　
西川林業地を知ろう！

里山ハイキング
冬の森に出かけよう！

詳しくは次ページへ
Special Thanks：国際興業株式会社

すぐそばのふるさとでお待ちしていますすぐそばのふるさとでお待ちしています

２２０２2．冬号０２2．冬号

自然や歴史、文化を体験しながら楽しく学び、それらの保全にも責任を持つ観光のあり方です。
エコツアーは、エコツーリズムの考え方を実践するツアーで、飯能では、「人と人とのふれあい」
と「体験」を重視し、「地域の人が地域の言葉で地域を案内するツアー」が行われます。

エコツーリズムとは？
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交通アクセス

≪安心・安全のために≫
　飯能エコツアーは、独自の「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、お客様が安心・安全にツアー
をお楽しみいただけるよう取り組んでいます。

　ツアーにご参加いただだく皆さまには、旅行連絡会が策定した「新しい旅のエチケット」等も参考に、安心・安
全なエコツアーの実施のためのご協力をお願いします。

申し込み
問い合せ

飯能市役所 賑わい創出課
TEL:042-978-5093 / FAX:042-974-6737
Eメール: furusatonozei@city.hanno.lg.jp 　

飯能市の特産品など飯能市の魅力いっぱいの返礼品を多数取りそろえています。
豊かな自然に恵まれた「森林文化都市　飯能」をふるさと納税で応援してください。

飯能市「ふるさと納税」返礼品のご案内



■集集合場所  ■費費用  ■ガガイド■集集合場所  ■費費用  ■ガガイド

申し込み
問い合せ

申し込み
問い合せ

申し込み
問い合せ

BlueTarp
TEL：042-978-9801　FAX：050-3588-4560
e-mail：hide@mercurys.co.jp

■集 BlueTarp（国際興業バス「四海橋」下車徒歩1分）
■費大人3,500円、小学生以下1,500円　■ガ吉田英樹（BlueTarp）

2/13  ●日 11：00～14：00

里山を歩くと、足元にお宝が落ちているこ
とに気がつきませんか？今回は、そのお宝
「ドングリ」や「マツボックリ」を使って、飾
り炭を作ります！炭が出来上がるまでは、
名栗の豊かな自然と入間川のせせらぎを
感じ、ファイアースターターで作った焚き
火にあたって、ゆったりとした時間を過ご
しましょう。

雨天実施
定員6名

里山のお宝を飾ろう！
～飾り炭作り体験～

申し込み
問い合せ

森のフィールド学舎
e-mail：morinomanabiya168@gmail.com

■集飯能市立博物館前（国際興業バス「OH!!!・天覧山下」下車徒歩3分）
■費大人8,000円、小学生以下5,000円　■ガ森のフィールド学舎スタッフ

1/23  ●日 14：15～20：30

ニホンジカなどの動物は夜、どのように活動し
ているのでしょうか？活動中の野生動物見て
みませんか？このツアーでは「真っ暗な山道」
を一緒にめぐり、活動している野生動物を探し、
観察します。ホンドテンやタヌキ、また、ニホ
ンカモシカも観察できるかも⁉老若男女問わ
ずに野生動物を楽しめるツアーです。不思議
な探検をしてみましょう！

雨天中止
定員5名

新春ナイトツアー‼ 
～野生動物をもとめて～

申し込み
問い合せ

たいら栗園
TEL：042-978-0327（9～17時）  FAX:042-978-4033
e-mail：tairakuri@tmt.ne.jp    ※なるべくメールでお申込みください。

■集西武池袋線「東吾野駅」または「たいら栗園」　
■費 1組15,000円　■ガたいら栗園スタッフ

2/12 ●土、26  ●土 10：00～13：00

吾野地域の里山の早春を見て、聞いて、味
わうツアーです。そば打ちは、生地作りから
捏ね、のばし、切りまでのほぼ全工程を体験
し、地元野菜や山菜の天ぷらと一緒に自分
で打ったそばを昼食として食べていただき
ます。

雨天実施
定員3組（1組4名まで）

里山の新春を五感で味わう
～そば打ち体験&季節の山野草～

申し込み
問い合せ

NPO法人西川木楽会
TEL：080-8168-3573
e-mail：nishikawakiraku@gmail.com

■集西武池袋線「東吾野駅」駅前　■費一人2,000円
■ガ佐藤永治（森林インストラクター、NPO法人西川木楽会）

2/20  ●日 9：30～16：00

地元の竹林で間伐した孟宗竹を使ってド
ラム缶窯で焼いて、竹炭と竹酢液の採取に
挑戦します。また、竹を割って炭材づくり
も体験します。お土産として竹炭をお持
ち帰りいただけます。昼食はキノコを使っ
たうどんを作って食べます。炭焼きを通
じて、林業の現状や環境保護に理解を深め
るツアーです。

雨天実施
定員15名

ユガテの森で炭焼き体験

申し込み
問い合せ

西川バウム合同会社
TEL：042-980-7745　FAX：042-980-7746
e-mail：info@nishikawa-baum.jp

■集西川バウム合同会社　飯能市虎秀45番地（西武池袋線「東吾野駅下車徒歩5分」）　
■費一人4,000円（対象：中学生以上）　■ガ西川バウム合同会社スタッフ

2/26  ●土 9：00～12：00

地元飯能市の優良材西川材は木目や色つや、
香りがとても素晴らしい木材です。コロナ
禍のストレスフルな日常から少し離れ、西
川の森の空気に、製材所の香りに癒やされ
てみませんか。製材所で、美味しいコーヒー
を飲みながら、家具づくりについて話したり、
西川材無垢の板を選び、簡単な時計を作っ
たりと製材所を堪能しましょう！

雨天実施
定員10名

西川材でつくる家具Vol.10　
10回記念　製材所カフェ

申し込み
問い合せ

森の団栗団
TEL：080-8124-1844　FAX：042-974-2808
e-mail：moidon8979@gmail.com

■集飯能市立博物館ロビー（国際興業バス「OH!!!・天覧山下」下車徒歩3分）　
■費一人3,000円 ■ガ森の団栗団スタッフ

2/26  ●土 9：30～15：00

冬の森に、自然の営みを見に出かけましょ
う。天覧山・多峯主山周辺には、昔から変わ
らない自然が多く残っています。冬の森は
明るく野鳥の観察に最適です。動物たちが
森の中に印したサインを皆で見つけましょ
う。樹木も冬芽で寒さに耐えています。お
昼には、日向ぼっこしながら飯能のお弁当
を楽しみましょう。

雨天中止
定員10名

里山ハイキング
～冬の天覧山・多峯主山を楽しもう～

申し込み
問い合せ

BlueTarp
TEL：042-978-9801　FAX：050-3588-4560
e-mail：hide@mercurys.co.jp

■集 BlueTarp（国際興業バス「四海橋」下車徒歩1分）　■費一人5,500円　
■ガ吉田英樹（BlueTarp）

1/10 ●月11：00～14：00

豊かな自然に育まれた一級河川の入間川。
源流部にほど近く豊かな山林の間を流れる
川の畔で、自然景観を満喫しながら焚き火
料理を楽しみましょう。ファイアースターター
で作った焚き火にあたりながら、今話題のメ
スティンで料理を作ります。お土産には、地
元飯能市の優良木材の西川材製のメスティ
ン専用まな板をお持ち帰りいただけます。

雨天実施
定員6名

焚き火にあたりながら
メスティン料理を楽しむ

申し込み
問い合せ

木の駅・ものづくり合同会社（鴇
と き た

田）
TEL：090-2429-8060

■集木の駅・ものづくり合同会社（国際興業バス「小沢」下車徒歩２分）
■費一人2,500円（対象：中学生以上）　■ガ佐藤永治（木の駅・ものづくり
合同会社）

1/16   ●日 9：30～14：30

木の駅・ものづくり合同会社では、森林に
残された林地残材を搬出し、木材を薪へ
加工・供給する事で森林資源の有効活用を
行っています。斧を使って薪割をしてみま
せんか。割った薪の半分はお持ち帰り頂け
ます。お昼はみんなでカレーを作って食べ
ましょう。

雨天実施
定員10名

冬の名栗 de 薪割体験　
西川林業地を知ろう！

たいら栗園
TEL：042-978-0327（9～17時）  FAX:042-978-4033
e-mail：tairakuri@tmt.ne.jp　※なるべくメールでお申込みください。

■集西武池袋線「東吾野駅」または「たいら栗園」　■費大人3,500円、小
学生2,500円、未就学児1,500円　■ガたいら栗園スタッフ

1/15 ●土、29  ●土 10：00～13：00

吾野地域の里山の冬と早春を見て、聞いて、
味わうツアーです。あまり知られていませ
んが、こんにゃく芋は成長するまでに約3年
かかります。そんなこんにゃく芋の生態の
お話をきいた後は、昔ながらの調理法でこ
んにゃくを作ってみましょう。自分で作った
こんにゃくはお持ち帰りいただけます。

雨天実施
5組（1組4名まで）

里山を五感で味わう
～こんにゃく手作り体験～

申し込み
問い合せ 森のフィールド学舎

e-mail：morinomanabiya168@gmail.com

■集西武池袋線「東吾野駅」駅前
■費大人5,000円、小学生以下3,000円　■ガ森のフィールド学舎スタッフ

2/26  ●土 16：30～19：30

厳冬期の沢に集まる、不思議なカエル「ナ
ガレタゴガエル」の観察を行います。明る
い時間に、生息地の下見を行い、軽食で休
憩を取り、暗くなった沢で観察を行います。
昼間と夜の様子が楽しめるツアーとなっ
ています。

水の中は、カエルだらけ？　
厳冬の沢でナガレタゴガエルに出会う

雨天中止
定員10名

森のフィールド学舎
e-mail：morinomanabiya168@gmail.com

■集飯能市立博物館前（国際興業バス「OH!!!・天覧山下」下車徒歩3分）
■費大人5,000円、小学生以下3,000円　■ガ森のフィールド学舎スタッフ

2/12  ●土 10：00～14：00

身近な人里にくらす「トウキョウサンショウウ
オ」。水辺と陸地を行き来する生態の謎に迫
ります。当日は、産卵場となる溝を掘る作業
をします。今回は産卵地の保全作業ですが、
次回４月には、作業をした産卵場での卵嚢（ら
んのう）調査ツアーに続く、２部構成です。た
くさんの生きものが生息する晩冬の水辺を
観察しながら、楽しく作業をしましょう！

雨天中止
定員15名

飯能にくらすサンショウウオの
生態を学ぼう！産卵地の保全作業編

申し込み
問い合せ 正覚寺

e-mail：tangjung703@gmail.com

■集正覚寺（国際興業バス「名郷」下車徒歩1分）
■費大人5,000円、小学生以下3,000円　■ガ正覚寺スタッフ

2/13  ●日 10：00～14：00

自然豊かな名栗地区で、般若心経の写経体験
をしませんか。日頃のざわつく心を落ち着かせ、
目の前の事に集中し自分と向き合いましょう。
写経にはお仏像を一体彫る事と同じ功徳があ
るとされています。お食事は精進料理、お抹
茶は茶菓子付きです。小学生は筆ペンが使え
ればOKです。大自然の山寺の静かな場所で
１日をお過ごしください。

雨天実施
定員10名

山寺で過ごす一日を　
写経体験と精進料理とお抹茶


