県立
７ 月
メール・FAX受付：6/1から
電話受付：6/2から

２０１９年

７・８・９月プログラム情報
子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

やしろの森冒険ひろば「青空の下の自由時間」

自然体験②「四季を感じるふるさと体験（夏）」
●日
●内

時
容

7月6日（土）10時～12時30分（小雨決行）
夏の森の自然観察会をしたり、竹で水でっぽうをつ
くって遊んだりするよ。水遊びを思いっきり楽しん
で、暑い夏をふっ飛ばそう！

●講 師 泉 伸一（活動スタッフ）
●
原体験教育研究会
●対 象 小学１～４年生とそのファミリー（小学生は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円
●持ち物 ぬれてもよい服装・着替え、弁当、
水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

里山を知ろう⑤「ホシノ酵母のピザづくり」
●日
●内

時
容

7月7日（日）10時～13時（雨天決行）
有機野菜を使ったピザづくり。コーンスープと一緒
に夏の里山でランチをしましょう。ピザはどんぐり
窯をつかって焼くよ。

●講 師 柴田 奈美（活動スタッフ）
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 6組
●参加費 一組2500円（Mサイズのピザ2枚）
●持ち物 エプロン、三角巾、手拭き用タオル、水筒など

時
容

里山を知ろう⑥「教えてヤッシー！
森の宝物～夏編～」
●日 時 7月21日（日）10時～15時（雨天決行）
●内 容 ザリガニ釣りなどやしろの森の夏遊びを楽しもう！
お昼は竹の器をつくって流しそうめんをするよ♪
ひんやりおやつもお楽しみに♪
●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

松下 公彦・春日 多津子（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
25名 ●参加費 500円（昼食付）
水筒、帽子、タオル、軍手など

自然観察会⑱「夏の虫とりinやしろの森」
●日 時
●内 容

自然観察会⑮「ザリガニハンター集まれ！（夏）
」
●日
●内

●日 時 ７月20日（土）9時30分～12時30分（雨天決行）
●内 容 プレーリーダーが見守る中、自由な発想で思いっきり遊
ぼう！例えば…ザリガニ釣り、草すべり、森の探検など
何して遊ぶかはキミ次第！
●対 象 どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
●参加費 無料
●持ち物 汚れてもよい服装、水筒、帽子など

7月13日（土）10時～12時（雨天中止）
湿地やため池に繁殖したアメリカザリガニを捕まえま
す。アメリカザリガニの習性を学ぼう！

●講 師 梶原 洋一（活動スタッフ）
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円
●持ち物 汚れてもよい服装、水筒、帽子、
タオル、軍手など

7月27日（土）9時30分～12時（小雨決行）
やしろの森で夏の虫とりの楽しみ方教えちゃいます！
夏休みも外で思い切りあそぼう！

●講 師 黒田 宏一郎・河内 猛夫（活動スタッフ）
●対 象 小学生・中学生と
そのファミリー（小学生は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円
●持ち物 虫取り網、虫を入れるケース、
水筒、帽子、タオル、軍手、長靴など

自然観察会⑯「コオロギの赤ちゃんのひみつを探る」
●日
●内

時
容

7月13日（土）13時～15時30分（雨天決行）
高田さんとあるくちいさな“いのち”の観察会。夏に
生まれるコオロギの赤ちゃんを見つけて、観察してみ
よう。

●講 師 高田 要（活動スタッフ）
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 400円
●持ち物 虫を入れるケース、水筒、帽子、
タオル、軍手など

■内容

●日 時
●内 容

学習田の手入れ、水辺の整備など

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

時 7月14日（日）19時～21時（小雨決行）
容 ブラックライトを使ってあつまる夜の昆虫を観察しよ
う。夜のやしろの森を探検して、どんな生きものが夜
に活動しているかも観察するよ。
夕食はすませて

●講 師 小倉 滋・河内 猛夫（活動スタッフ）
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 30名 ●参加費 500円
●持ち物 長袖・長ズボン、懐中電灯、
虫取り網、虫を入れるケース、虫よけ対策、
水筒、帽子、タオル、長靴など

7月28日（日）13時～15時（雨天決行）
昆虫採集・暮らしている環境について、未来の里山に
ついて考えていきましょう。子どもの頃夢中になった
虫についての座談会をしましょう。

●講 師 河内 猛夫（活動スタッフ）
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 10名 ●参加費 100円
●持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手など

自然観察会⑰「夜の昆虫観察をしよう」
●日
●内

トウモロコシの収穫、ため池保全など

里山自然教室③「里山の昆虫
～昆虫たちについて考える～」

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 7月14日（日）[毎月第二日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

■内容

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 7月28日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

事前に申し込んでね！

やしろの森冒険ひろば
「さとやまで科学工作を楽しもう！！」
●日 時
●内 容

きてね！

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

7月28日（日）14時～17時（雨天決行）
まわすと模様が変わって見えるコマ、自然にあるもの
をつかった虫かごづくりなど、五感で感じる科学工作
を楽しもう。
高田 要（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 300円（材料費）
水筒、帽子、軍手、動きやすい服装など

８月
メール・FAX受付：7/2から
電話受付：7/3から

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

里山を知ろう⑦「それゆけ！里山あそび隊！！」
●日
●内

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

8月3日（土）10時～12時30分（小雨決行）
夏の森を歩きながら、夏ならではの遊びをする
よ！遊んだあとは、美味しいひんやりおやつ♪
夏も「楽しい」がいっぱい！
春日 多津子（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 300円（おやつ付）
水筒、帽子、タオル、軍手など

自然観察会⑲「夏休みの工作は“昆虫の標本”
標本箱から手づくりしよう！」
●日
●内

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

8月4日（日）10時30分～12時30分（雨天決行）
夏休みお助け企画！昆虫の標本づくりに挑戦し
よう！やしろの森の間伐材をつかって、標本箱
から手づくりするよ。
河内 猛夫・村上 亮（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
8組 ●材料費 一組1500円
水筒、帽子、タオル、軍手など

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

●日
●内

時
容

8月18日（日）10時～15時（雨天決行）
さあ、夏のやしろの森で何して遊ぶ？ワクワク
の夏休みをみんなで一緒に冒険するよ。全身で
夏を楽しもう！学生リーダーが子どもたちと体
験している間、保護者の皆さまにはそうめん流
しの準備をお願いします！
●
兵庫教育大学 学生
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 15名 ●参加費 300円（昼食付）
●持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

自然体験③「わくわくドキドキ秘密基地」
●日
●内

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

8月24日（土）10時～15時（小雨決行）
やしろの森でわくわくどきどき秘密基地づくり！
お昼は流しそうめんをして楽しむよ。
絹川 喜和美（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 500円
長袖・長ズボン、弁当（おかず）
、
水筒、帽子、タオル、
軍手、雨具など

事前に申し込んでね！

やしろの森冒険ひろば
「自分でつくった高速プロペラ船で競争だ！
～夏休みやしろの森カップ2019～」
●日
●内

事前に申し込んでね！

やしろの森冒険ひろば
「アドベンチャーｉｎやしろの森」

8月10日（土）10時～14時（小雨決行）
オリジナルのプロペラ船をつくって、スピード
競争をしよう！夏休みの工作もこれでバッチリ♪
内山 利晶（活動スタッフ）
小学生以上（保護者同伴）
20名 ●材料費 1000円
弁当、水筒、帽子、タオル、軍手など

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 8月25日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

■内容

シイタケ原木切り出し・本伏せなど

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

ずぶぬれになります

やしろの森冒険ひろば「竹の水でっぽうであそぼう」
●日
●内
皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 8月11日（日）[毎月第二日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも

■内容

ため池保全など

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

やしろの森冒険ひろば「青空の下の自由時間」
●日 時
●内 容

8月17日（土）9時30分～12時30分（雨天決行）
プレーリーダーが見守る中、自由な発想で思いっきり遊
ぼう！例えば…ザリガニ釣り、草すべり、森の探検など
何して遊ぶかはキミ次第！
●対 象 どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
●参加費 無料
●持ち物 汚れてもよい服装、水筒、帽子など

マナー

時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

8月25日（日）14時～17時（雨天決行）
夏といえば！水遊びでしょ！！竹で水でっぽう
をつくって思いっきりあそぼう！
どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
無料
着替え、水筒、帽子など
ずぶぬれになります

友の会限定Ｐ
「竹の水でっぽうとそーめん流しＤＡＹ
～友の会夏の交流会！！～」
●日
●内

時
容

8月31日（土）10時～13時（雨天決行）
日頃の感謝の気持ちを込めて♪竹の水でっぽう
づくりとそーめん流しを楽しみましょう♪
●
やしろの森公園協会活動スタッフ
●対 象 2019年度友の会会員とそのファミリー
●定 員 25名 ●参加費 無料
●持ち物 弁当（おかず）
、着替え、
水筒、帽子、タオル、軍手など

○キャンセル待ちの方がおられます。また、準備物等にも影響が出ますので、キャンセルされる場合は、できるだけ早目に、必ずご連絡下さい。
○キャンセルの連絡が無い場合など、次回のプログラム受付けを見合わさせていただく事があります。
みなさんといっしょに作る楽しいプログラムになるよう、マナー順守にご協力ください。

９月
メール・FAX受付：8/1から
電話受付：8/2から
田畑体験②「そばの種まき」
●日
●内

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

9月1日（日）10時～13時（小雨決行）
やしろの森でそばの栽培に挑戦しましょう！９月
はそばの種まきです。お昼に打ち立てのそばで
“そば流し”をしましょう♪
松下 公彦・大西 久義（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
25名 ●参加費 400円
水筒、帽子、タオル、軍手、雨具など

自然観察会
●日
●内

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

「バッタのひみつを探る」
9月15日（日）10時～12時30分（小雨決行）
やしろの森の草地でバッタ類の調査をしよう！
コオロギ釣りや工作などをして遊びます。イナ
ゴのから揚げづくりにも挑戦するよ。
高田 要（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 400円（材料費込）
虫あみ、虫かご、水筒、
帽子、タオル、軍手、雨具など

子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

自然観察会⑳「第１回
●日

時

●内

容

●講
●対
●定

師
象
員

●参加費
●持ち物

幼虫を育てよう」

9月7日（土）10時30分～12時30分
３回シリーズ
（雨天決行）
12月 10時30分～12時30分（雨天決行）
3月 10時30分～12時30分（雨天決行）
クワガタの幼虫の飼育に挑戦しよう！小さな幼虫
から育てます。大切に育てながら、じっくり観察
しましょう。
河内 猛夫（活動スタッフ）
3回参加可能な方（小学生以下は保護者同伴）
5組
※幼虫の成育により変更する場合があります。
一組1500円（3回分）
1リットル程度のプラスチック容器2つ、
筆記用具、色鉛筆、水筒、軍手など

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 9月8日（日）[毎月第二日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも
■内容 湿地整備など

やしろの森冒険ひろば「青空の下の自由時間」
●日
●内

時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

9月21日（土）9時30分～12時30分（雨天決行）
プレーリーダーが見守る中、自由な発想で思いっき
り遊ぼう！
例えば…ザリガニ釣り、草すべり、森の探検など
何して遊ぶかはキミ次第！
どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
無料
汚れてもよい服装、水筒、帽子など

皆で一緒に気持ちの良い汗をかき、
美味しいお昼を食べましょう！
■日 時 9月22日（日）[毎月第四日曜日]
９時30分～12時30分（雨天決行）
■持ち物 水筒、帽子、タオル、軍手、長靴、雨具など
■参加費 300円（昼食付） ■対象 どなたでも
■内容 カンアオイ定植、巣箱の観察会、

畑の手入れなど
子どもの冒険ひろば開設費等補助事業

やしろの森冒険ひろば「秋の生きものと冒険」
●日
●内

時
容

●対 象
●参加費
●持ち物

9月22日（日）14時～17時（雨天決行）
バッタやコオロギなど秋の虫たちを見つけに森へ
冒険に出かけよう！
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
無料
水筒、帽子、軍手、動きやすい服装など

里山を知ろう⑧「コメ粉を使って団子づくり」
●日
●内

時
容

●講 師
●対 象
●定 員
●持ち物

9月14日（土）10時～13時（雨天決行）
やしろの森産“アイガモ米”でつくった米粉を
利用して、団子づくりに挑戦しましょう。団子
は七輪で表面を焦がしてひと手間加えましょう。
北村 寿章（活動スタッフ）
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
20名 ●参加費 500円（昼食付）
エプロン、三角巾、
水筒、帽子、タオルなど

田畑体験③「かかしをつくろう」
●日
●内

時
容

9月28日（土）10時～13時（雨天決行）
かかしづくりに挑戦して、やしろの森のお米
を守ろう！お昼はダッチオーブンで炊いた
じゃこ飯を食べるよ。
●講 師 松下 公彦（活動スタッフ）
●対 象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定 員 20名 ●参加費 300円（じゃこ飯付）
●持ち物 弁当（おかず）
、
いらない布・古着など（あれば）
、
水筒、帽子、軍手、タオルなど

プログラムについて
■お申し込み方法

７月分受付開始日
メール：６月１日
ＦＡＸ：６月１日
ＴＥＬ：６月２日

８月分受付開始日

メールの場合

ＦＡＸの場合

Ｔ Ｅ Ｌの場合

受付開始日の午前０時～

受付開始日の午前０時～

受付開始日の午前９時～

・先着順
・定員の３分の１まで
・ホームページ内の専用
フォームよりお申し込み
ください。

・先着順
・定員の３分の１まで
・ＦＡＸで返信しますの
で、ＦＡＸ番号を忘れず
にご記入ください。

・先着順
・定員の３分の１まで
・メール、ＦＡＸと受付の
開始日が異なりますの
で、ご注意ください。

お申し込み時の注意点
○ 参加される方全員の①お名前②年齢③性別④お電話番号
⑤ご住所（○○市まで）をお伝えください。
○ 小学生以下のお子様は保護者の方の付き添いをお願い
しています。保護者の方もご一緒にお申し込み頂き、
プログラムにご参加ください。
○ 対象には、年齢制限を設けている場合があります。

雨天時の対応について
○ 天候等の理由で当日プログラムが中止と決定した場合、
1時間前までに、参加者全員に電話連絡をいたします。
それ以外の場合はこちらから連絡はいたしませんので、
ご了承ください。

メール：７月２日
ＦＡＸ：７月２日
ＴＥＬ：７月３日

９月分受付開始日
メール：８月１日
ＦＡＸ：８月１日
ＴＥＬ：８月２日

プログラムのキャンセルについて
○ キャンセル待ちの方がおられます。準備物等にも影響
が出ますので、キャンセルされる場合は、できるだけ
早目に、必ずご連絡下さい。キャンセルの連絡が無い
場合など、次回のプログラム受付けを見合わさせてい
ただく事があります。

友の会 優先枠について
○ 各プログラムに友の会の優先枠を若干数用意しています。
友の会枠も先着順ですので受付できない場合もあります。

プログラム当日の注意点
みなさんといっしょに作る楽しいプログラムになるよう、マナー順守にご協力ください。
○ 当日は開始時刻 10 分前から母屋前で受付いたします。プログラムの進行に支障が出ないように、
開始時刻に遅れそうな場合は、必ずご連絡下さい。
○ 森遊びや田畑作業に適した服装で、お越しください。
○ 当公園の広報誌やＨＰ等に写真を掲載されては困るという方は、プログラム参加時に申し
出てください。

里
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を
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し
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プログラム参加のお申し込み・お問い合わせは…

やしろの森公園協会 事務局
〒673-1414 兵庫県加東市上久米1081-3
TEL 0795-44-1510 FAX 0795-44-1512
E-mail hotaru@ddknet.ne.jp
URL
http://www.ddknet.ne.jp/~satoyama/
【開園時間】9時～17時（入園料、駐車料は無料）
【
】月曜日（祝日の場合はその翌日）
12月29日～1月3日
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