〜夏の特別授業〜
山の日を記念して、山や森をテーマにした映画や
ワークショップなどの楽しい２日間（8/13
（土）・14（日））。
高尾599ミュージアムで開催。＜入館無料・荒天中止＞
森の映画館 8/13(土)・14(日) ＜無料＞
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『うみやまあひだ』

saturday

saturday

2015年公開

古来、自然と折り合いをつけて生きてきた日本人。その心と暮らしの原型を伊勢神
宮に見出した写真家 宮澤正明は、4K カメラを手に伊勢の森から各地の森へ 、点
と点を結ぶ旅を続けました。登場人物：小川三夫（宮大工棟梁）、隈研吾（建築家）、
北野武 ( 映画監督 ) 他
＜ミニトークショー＞

会場の定員は80名となっております。

上映スケジュール
8：10 〜 16：45

8：10 - 8：45 「森に生きる 森の名手名人」（35 分）
8：50 - 9：25 「暖温帯の森

9：35 -10：55 「うみやまあひだ」（79 分）
10：55 -1 1：15

ミニトークショー
服部プロデューサー・
ミス日本みどりの女神（20 分）

1 1 ：25 -12：45 「うみやまあひだ」（79 分）

「う み や ま あ ひ だ」の プ ロ
デューサー服部さんとミス日

12：55 -14：15 「うみやまあひだ」（79 分）

本みどりの女神の飯塚帆南さ

14：1 5 -14：35

ミニトークショー
服部プロデューサー・
ミス日本みどりの女神（20 分）

んの対談が あります。詳しい
時間は右をご覧ください。
photo:Masaaki Miyazawa

14
sunday

命をつなぐ知恵」（35 分）

14：45 -16：05 「うみやまあひだ」（79 分）
16：1 0 -16：45 「森に生きる 森の名手名人」（35 分）

『森聞き』
（もりきき）
2011年公開

14
sunday

「森の名人」と呼ばれる人たちの人生と技

8：10 〜 16：55

8：10 - 8：45 「森に生きる 森の名手名人」（35 分）

を聞き書きした高校生4人を追った作品。長

8：50 - 9：25 「暖温帯の森

編ドキュメンタリー映画『ひめゆり』を監督し

命をつなぐ知恵」（35 分）

9 ：35 -1 1：40 「森聞き」（125 分）

た柴田昌平監督による長編第2作。キャッチ

11 ：50 -13：55 「森聞き」（125 分）

コピーは「山の世界って宇宙人だな」。

14：05 -16：10 「森聞き」（125 分）
16：20 -16：55 「森に生きる 森の名手名人」（35 分）

13

saturday

Ⓒプロダクション・エイシア

13

「森に生きる 森の名手名人」

14

「暖温帯の森 命をつなぐ知恵」

saturday

sunday

Ⓒプロダクション・エイシア

ミス日本みどりの女神
の飯塚帆南さんが来場
し、ミニトークショーに
出演します。

機械化を進める林業、草木染めや竹細工など日本の木の文化を支える人々を紹介する映像。

暖温帯を代表する森、照葉樹林を中心に、多種多様な生物が命をつなぐしくみを探る映像。

木・森・みどりに関するコーナー ＜無料＞
●楽しく遊べる木育コーナー

5m×10m の木の床の上で、積み木などの
木の遊具で遊べるコーナーです。
小さいお子さまが自由に木と触れ合えます。

森の
ワーク
ショップ

●森のパネル展
森を楽しく学べるパネルを展示します。

●フォレストサポーターズコーナー
簡単な登録でガチャピン・ムックのシールを進呈。

葉っぱで染める （有料：2,500 円）
パッチワークした約 50ｃｍ四方のバンダナ（お弁
当包みにもなります）を森で採取した葉っぱで煮
染めし、一人ずつ、個性的な絞り模様なども入れ
てオリジナルを作ります。
開催時間：1 回目：10:30 〜、2 回目：14:00 〜
※1 回あたり 2 時間を予定。
協力：Botanic Green

八王子・多摩産材を使用した

バターナイフ／アイス
クリームスプーン作り

山歩きのためのレンタル
シューズ＆靴のはき方
レクチャー （無料）

（有料：バターナイフ 500 円・スプーン 1,000 円）
八王子・多摩産のヒノキの木材から糸鋸とヤ
スリを使って切って削って、自分だけのバター
ナイフ・アイスクリームスプーンを作ります。

高尾山を歩くのにぴったりなKEENのトレッキ
ングシューズのレンタルと、靴の選び方や靴
ひもの結び方をレクチャーします。
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sunday

両日同じ内容を行います
協力：KEEN

蜜蝋（みつろう）アロマ
キャンドル作り（有料：150 円）
蜜蝋（みつろう）
を湯煎し、アロマキャンドル
をつくります。

協力：工学院大学
ミツバチプロジェクト

行ってみよう！天下の名城
滝山城跡へ！（無料）
滝山城跡のジオラマ展示や中世の武者鎧試
着での記念撮影などで八王子の歴史を体感し
て楽しみましょう。

高尾の木を使ったレーザ
ーものづくり体験

夏鳥の色のロープで編む
アクセサリーづくり

（有料：500 円〜1,000 円）

（有料：200 円）

高尾の間伐材を使って、オリジナルスタンプ、
オリジナルアクセサリー ( ブローチ・ペンダン
ト・キーホルダー ) などを作ります。

高尾山で見ることのできる野鳥の標本を観察
して、お気に入りの色のロープでアクセサリー
をつくります。 ※写真のカップは含まれま
せん。

●協力：FDA( 拓殖大学高尾599ミュージアム
ものづくりイベント実行委員会 )

はじめてみませんかバード
ウォッチング! in 高尾（無料）
高尾 599 ミュージアム周辺の案内川での身近
な野鳥を観察しながら、野鳥の見方や楽し
み方等を解説します。

協力：特定非営利活動法人滝山城跡群・自然と歴史を守る会

※イベント内容は予告なく変更になる場合があります。
※写真はイメージです。料金は税込です。

主催：高尾 599 ミュージアム 共催：公益社団法人国土緑化推進機構
お問合せ 高尾 599 ミュージアム TEL042-665-6688

協力：
日本野鳥の会奥多摩支部

多摩森林科学園の紹介
（無料）
パネルやチラシで多摩森林科学園をご紹介し
ます。さわれるムササビの剥製も展示。

協力：多摩森林科学園

高尾 599 ミュージアム
入館料 ：無料
開館時間：8:00 〜 17:00（4 月〜 1 1 月）
アクセス：京王線高尾山口駅より徒歩 4 分

