
無事に終わった！
森のどんぐりまつり04

　３回のワークショップ、２か月の準備期間で臨ん
だ「森のどんぐりまつり」。これまでは12月開催だっ
たのですが、施設の屋根修繕工事のため、今回は
2/1 に変更。１年でもっとも寒い時期の開催となっ
たのですが、好天に恵まれ楽しい１日となりました。
　来場者はきちんとカウントできなかったのですが
おおよそ 250 名以上。プログラムのべ参加者数は
547 名（昨年は 746 名）。

暖冬のおかげ
２月初旬は１年でもいちばん寒い時期。しかも市内

の小学校２校で授業参観とバッティング。出足がに

ぶく心配だったのですが、結果は昨年と同じぐらい

の来場者数に。正直ほっとしました。

今年も一日楽しめる内容！
昨年同様、出口観察の結果、午前で帰宅する方は数

える程度でした。来場者の方々にとって、今回のど

んぐりまつりも「まる一日あそんでみたい」内容だっ

たようです。

未就園の親子連れがちらほら…
今年の来場者は未就園のおやこ連れが特に多かった

ように感じました。観察していると、まず館内に入っ

て、しばらくして屋外へ。そのまま史跡海会寺跡広

場へ向かい、どんぐりをひろったり、木々の間を散

策したり。それなりに楽しんでいた様子でした。

館内にはいってすぐ出てくるということは…今回用

意していたプログラムは、モノづくりが多かったの

で、この年齢層にとっては物足りなかったのかも？

未就園でも楽しめるプログラム（前回まで実施して

いた葉っぱのプールなど）を企画してもいいのかも

しれません。

防災食と豚汁と…
「かまどがあるので、ぜひ豚汁を！」と企画してくれ
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保育所、幼稚園、小・中学校などに配布したチラシ

国産小麦の

おいしいパン
さんさんベーカリー・販売

食べごたえのあるおいしいパン

と飲み物の販売！ユーモラスな

デザインの小皿も販売。

どんぐりで！

笛づくり
どんぐりまつりメンバー

無料・【定員】30 名

ほじほじ…ほじほじすればでき

あがる！かんたんドングリ笛

かわいい！

ネイチャークラフト
泉南の里山を大切にする会

無料・13：00 ～ 14：00

泉南の里山で活動するメンバー

が用意したこの日のための工作

たからもの探しと

リースづくり
どんぐりまつりメンバー

無料・①10：00 ～、②11：00 ～

各 10 名　広場で見つけたたか

らものを使ったクラフト体験。

はっぱでつくる！

壁掛けかざり
どんぐりまつりメンバー

無料・定員 20 名

広場にある葉っぱをつかったス

テキな壁掛け！

芝生の広場で！

おお縄跳び大会
どんぐりまつりメンバー

無料・①10：30 ～、②13：30

一緒に飛べばみんな友だち！み

んなで楽しくお外で遊ぼう！

小枝の！

ガリガリトンボ
いずみの会

無料・【定員】30 名

小枝をやすりでガリガリけずる

だけ。くるくるまわる紙トンボ

プログラム

あったか豚汁と

防災食の試食
【豚汁】せんなんタマーロ、【防

災食の無償提供】三嶋商事株式

会社【費用】豚汁有料。かまど

ベンチをつかった防災体験！

焼き芋と

無添加お味噌！
ワークセンターHOS・販売

ほかほか焼き芋、無添加味噌、

手作りアクセサリーとかわいい

くつしたの販売！

新鮮野菜と

かわいい多肉植物
どんぐりまつりメンバー

プログラムの材料費を無料化す

るためのバザーでここでの収益

で材料費を賄います。来てね！

プラバンで古墳の

キーホルダーづくり
堺市博物館

無料・なくなり次第終了

古墳や埴輪の絵を描いて色付け

するキーホルダーづくり！

どんぐりの

コマ回し大会！
泉南の里山を大切にする会

無料・10：00 ～ 12：00

だれがいちばん長くまわるか！

コマづくりからチャレンジ！

ドキドキ！

土器と銅鐸パズル
大阪府立弥生文化博物館

無料・だれでもきてね！

弥生土器や銅鐸を組み立てるぱ

ずるあそび。気分は考古学者！

化石の

お楽しみ実習！
きしわだ自然資料館

費用 100 円・なくなり次第終了

化石をつかったプログラム。た

のしく化石を知ろう！

せんなんかるたを

たのしもう！
せんなんかるた普及実行委員会

無料・12：30

芝生の広場で元気にかるた大会。

豪華賞品もあり！

*各プログラムには昼食休憩あり。

たのしい

おもちゃづくり
青少年センター

無料・なくなり次第終了　

とっておきのプログラム！どん

なおもちゃか当日のお楽しみ。

おおきな絵本で

おはなし会！
泉南市立図書館

無料　昼食時間中に開催

冬の森がテーマのお話をあった

かいお部屋でご紹介！



問合せ・ご意見は、泉南市埋蔵文化財センターまで
TEL:072-483-6789　

メールアドレス：maibun@city.sennan.lg.jp

森のどんぐりまつりの事業概要
■本事業に参画した住民 　28 名

■ワークショップ　3 回　参加者 11 名（のべ 29 名）

内訳：11/19（11 名）、11/26（9 名）、12/10（9 名）、

■チームごとのあつまり　2 回

1/10 材 料 あ つ め（ ２ 名 ）、1/11 当 日 準 備（1 名 ）、

1/31 事前準備（7 名）

■森のどんぐりまつりのスタッフ　65 名

■イベント参加者　250 名程度

 ＊プログラム参加者延べ人数は 547 名

■本事業の紹介

『ぱど』泉州和歌山版

■来場者からのご厚志 4,500 円

　＊サポーターがつくった自家製野菜と交換

 

森のどんぐりまつり 今年は、サポーターの皆さんがやってみたいプログラムを集めました。

プログラムのべ参加者は 547 人、来場者は 250 人以上と昨年と同程度

「焼いも、お味噌、
　　　　　減農薬野菜」
ワークセンターHOS　販売

「天然酵母の！
　おいしいパン」
さんさんベーカリー　販売

「化石のお楽しみ実習！」
きしわだ自然資料館
参加者 50 名　無料

「プラ板で古墳の
キーホルダー作り！」

堺市博物館
参加者 84 名　無料

「ドキドキ！
土器と銅鐸パズル」

大阪府立大阪府立弥生文化博物館
参加者 53 名　無料

「せんなんかるた大会」
せんなんかるた普及実行委員会

参加者 30 名　無料

「宝物探しとリース作り」
サポーターさん企画

参加者 45 名

「おお縄跳び大会」
サポーターさん企画

参加者 30 名

「ドングリ笛」
サポーターさん企画
参加者 60 名　無料

「小枝の！ガリガリトンボ」
いずみの会
参加者 40 名　無料

「大きな絵本でお話会」
泉南市立図書館
参加者 20 名　無料

「たのしいおもちゃ作り」
青少年センター
参加者 40 名　無料

「ドングリのコマ回し大会」
泉南の里山を大切にえする会
参加者 60 名　無料

「ネイチャークラフト」
泉南の里山を大切にする会
参加者 60 名　無料

「お面と壁掛けづくり」
サポーターさん企画

参加者 30 名

たグループが、防災食の試食も併せて実施。カレー

やピラフなど、多彩なメニューの防災食にびっくり。

この日のような寒い日には、たき火にあたるなどの

体験も併せて実施してみてはと思いました。

次回はやっぱり…

豚汁と防災食のチームが「日向になることがなかっ

たので寒かった」と。暖冬とはいえ寒いことには変

わりなく、長居はできません。やはり２月はイベン

トに不向きな季節だということを身をもって体感！

保育所、幼稚園、小・中学校などに配布したチラシ


